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県財政中期試算
県財政中期試算
毎年一千億円超の収支不足と予測！!
毎年一千億円超の収支不足と予測！!

愛知県政トピックス❶

県経済は緩やかな回復基調にあると言われていますが、県が示した
来年度から4年間の財政中期試算では、毎年一千億円を超す収支不足
の見通しとなっております。
また、社会保障費の増大や国の税制改正の動向、更にはインフラの
維持・更新コストなど、収支不足が拡大する事も想定されます。
従って、限られた財源の中で何を優先させ何を整理すべきか、議会
としての賢明な判断が今求められておりますので、皆様のご期待に応
えられるよう、今後も全力で取り組んで参ります。

愛知県が
の指定を受ける!!
『国家戦略特別区域』

『国家戦略特別区域』
とは、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推
進を図るため、いわゆる岩盤規制全般について突破口を開いていく事を目的とし、国において創設された制度です。
愛知県では、
この制度を活用する事により、国内最大のモノづくり集積地としての教育・雇用分野における産業人材の育成や、次世
代技術の実証を通じた先端産業の中枢拠点を形成、更には農地の流動化や耕作放棄地の解消等を図ることにより、第一次産業も含
めた総合的な規制・制度改革の実現を目指し、国に対し提案を行っておりましたが、
この度、国家戦略特別区域として指定を受けると
共に、有料道路管理の民間開放＆高度な先進医療の提供等に関する区域計画の認定を受けました。

今回、
国に認定された区域計画の主な内容

1

有料道路管理の民間開放

（有料道路コンセッション）

コンセッション対象となる有料道路8路線

日本初!!

県道路公社が管理する有料道路８路線について、特区制度を活用し、
民間事業者による運営を可能とする有料道路コンセッションを推進。

2 農業の所得向上と成長産業化

生産から加工までを担う６次産業化を後押しするため、常滑市内にお
いて農地でのレストラン経営を認めるほか、農地売買の許可業務を農
業委員会から常滑市長に移し、農地の集約化を図る。

3

高度な先進医療の提供

アメリカなどの先進国において承認を受けている医薬品等であって、
日本において未承認の医薬品等又は適応外の医薬品等を用いる技
術すべてを対象として、保険外併用医療に関する特例を活用し、迅速
に先進医療を提供できるようにする。
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愛知有料道路コンセッションが目指す三方一両得の姿
・民間事業者の創意工夫が
発揮された、より低廉で
良質なサービスを享受

役割の根源的問い直し

・ICやPAの新設による利便
性の向上
・沿線開発等による地域経
済の活性化

利用者・地域

道路運営サービスの
提供・享受

民間事業者

道路施設の提供

道路管理者
（公社）

・公共施設等運営権に係
・新たな事業機会の創出
る契約
・経験を活かした将来的な道
・適切な業務分担と道路
路インフラ運営事業の展開
運営に関する各種協力

・確実な償還の実施
・効率的な管理運営（技術
面・費用面）

今後は、愛知県立愛知総合工科高等学校
（平成２８年４月開校）
高専科の民営化や、グローバル企業等に対する雇用条件の整備に
向けた
「雇用労働センター」
の設置等に向けて、区域計画の更なる拡大を目指してまいります。

平成27年９月定例議会
代表質問

健全で持続可能な 愛知 の実現に向けた議論を展開!!

９月議会が９月17日から10月14日の会期で開催され、自由民主党・民主党・公明党の３会派が
代表質問を行い、民主党愛知県議員団からは幹事長の安藤としき議員（清須市、北名古屋市及び西
春日井郡選出・3期）
が登壇し、
県政運営に関する諸課題について大村知事の考えを質しました。

主な質問 1 「健全で持続可能な財政運営」について

Q

社会保障費や県有施設の維持・更新費用の増大見込み
に対し、今後どのように財政運営を行っていくのか？

大村知事
本県では、平成２８年度から４年間を対象とした財政中期試算を作成し
答 弁 たが、この試算では県税収入は増加していくものの、扶助費の増加や公債

費の高止まりにより、毎年1,000億円を超える収支乖離が発生する厳しい財政状況が
続く見込みとなっており、
こうした中にあっても、
「 あいちビジョン２０２０」
に位置づけた
地域づくりや県民の豊かな暮らしの実現に向け、政策を引き続き進めていく必要がある。
従って、持続可能な財政基盤の確立に向け、産業経済の活性化を進めることで、地域
代表質問する安藤としき議員
の雇用を維持・拡大し税収確保に繋げるとともに、行財政改革に着実に取り組んでいく。
また、本県財政が厳しい状況にあるのは、地方財政制度全体の問題でもあることから、引き続き、地方法人二税の一部
国税化の廃止や、地方交付税総額の増額など、地方税財政制度の充実強化を強く国に主張していく。

主な質問 2 「世界三大航空拠点整備」と「航空宇宙産業を担う人材育成」について

シアトル（アメリカ）
・トゥールーズ（フランス）と肩を
Q 並べる世界三大航空拠点づくりをどのように進めるのか？
大村知事
本県は国からの特区指定を受け、航空宇宙産業の企業集積と航空
答 弁 機生産機能の拡大・強化に取り組んできたが、いよいよ10月後半に
はMRJが初飛行を迎える予定であり、
これまでの取り組み成果が目に見えるもの
になってきている。
▲県が整備を進めて
今後もボーイング787の大幅な増産、MRJの量産開始等を控えており、関連事
いる航空機見学者受入
拠点施設の完成イメージ
業者においては、生産用地の確保や設備増強の必要性が一層高まっている。
そのため、国際戦略総合特区制度の見直しに際して、地域の実情に応じた税制・金融・財政上の支援措置の継続・拡充を
引き続き国に求めていくと同時に、航空機生産量の増加に伴い、特に技能人材の不足が危惧されていることから、来年度
からは県内企業の技能者育成を２年間で計250名規模の支援を行う予定である。

主な質問 3 「障害者の雇用促進」について

議案

等

９月議会において、
「一般会計補正予算」
をはじめ２８議案、および
「平成２６年度一般会計決算」
を
はじめ１６会計の決算報告の提案があり、平成２６年度決算関連は特別委員会を設置のうえ継続審
議となりましたが、その他の議案は全て可決承認しました。
県税収入６年ぶりに

「平成２６年度

一般会計決算」について

１兆円を超す!!

平成２６年度一般会計決算においては、県税収入の増加や地方財政措置の決定増などにより、基金の繰入運用や減債基金
の取崩しを取り止めるとともに、財政調整基金に積立てを行った上で、実質収支は平成２５年度に引き続き黒字となりました。
しかしながら、平成２７年
度当初予算においては、扶
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「愛知県障害者差別解消推進条例案」上程は12月議会以降に先送りされる!!
障害のある人が地域で自立した生活を送るよう、
Q 障害者雇用の拡大をどのように進めていくのか？
➡
大村知事
愛知県における雇用障害者数は、
この５年間で5,000人以上増加し、昨
答 弁 年６月には26,243人と過去最高になっているものの、雇用拡大の取り組

みを一層進める必要がある。
従って、企業と障害者のマッチング機会を作るため、障害者就職面接会を県内３地域
で年５回開催し、就職の促進を図るとともに、平成３０年度に雇用が義務付けられる精神
障害者について、昨年度から企業や障害者の双方に雇用事例を情報発信し、マッチング
答弁する大村知事
を図る取り組みを開始している。
さらに、具体的な雇用の相談に対応することが効果的であることから、国のジョブコーチ制度に加え、今年度から県独自
の就労支援者を新たに育成し、企業等の依頼に応じて職場等に派遣することで、雇用の促進、職場への定着を進めること
としており、今後もハローワークや障害者雇用の支援機関、経済団体等と連携を図りつつ、マッチングや相談機能の強化な
ど、
よりきめ細かい支援を行い、障害者の更なる雇用促進を図っていく。

愛知県政トピックス❷

平成25年6月に公布された「障害者差別禁止法」の来年4月施
行を受け、愛知県では9月議会に
「愛知県障害者差別解消推進条例
案」が上程されるとの一部報道がありましたが、障害者団体の皆様
から、
「我々の意見を盛り込んだ条例としてほしい」
との要望があり、
条例案の提案は12月議会以降に先送りとなりました。
9月議会に上程予定であった条例案では、法では努力義務となっ
ている
「地方公共団体における障害を理由とする差別の禁止に関し
職員が適切に対応するための要領策定」
を、都道府県では全国初と
なる義務付けに規定するなどの先進的な内容となっておりました
が、障害を持つ皆様の意見を結果的には無視する形となっていた
ことから、障害者団体の皆様との意見交換を県が改めて行ったうえ
で、12月議会以降に正式に上程される予定であります。

民主党愛知県議員団トピックス

来年度予算編成への反映を求め、大村知事に41項目の提言を行う!!

私が所属しております民主党愛知県議員団は、先の愛知県議
会議員選挙において、県民の皆様の「命」
「雇用」
「暮らし」
を守り、
「安定」
した地域づくりを目指したローカルマニフェスト
「ＭＡＰ48」
をお示しし、改選前２３議席から３２議席へと大きな躍進を果た
させていただきました。
今回の提言にあたっては、
この「ＭＡＰ４８」でお約束した政策
を基調としつつ、安心して働き生活できる魅力ある愛知へ向け
て、県が直面する諸課題に対し41項目にわたる提言内容を取
りまとめました。
今後は議会活動等を通じて、提言内容が確実に来年度当初
予算案に反映されるよう、団を挙げて取り組んでまいります。

【主な提言内容】

南海トラフ巨大地震に備え
命と暮らしを守る愛知づくり

産業振興と経済の好循環で
元気な愛知づくり
①次世代産業の育成
②リニアインパクトを
活かした地域づくり
③中小企業支援体制の
強化 等

誰もが活き活きと
活躍できる社会づくり
①次世代を担う人材の育成
②就労支援の強化
③女性の活躍促進

健康で元気に
暮らせる社会づくり

誰もが学び未来が
描ける環境づくり

①子育て支援の充実
②介護サービスの充実
③障害者福祉サービスの
充実と障害者雇用の拡充

①いじめ・不登校対策
②情報モラル教育の取組
③スポーツによる
地域活性化の推進 等

等

未来に責任を負う
行政づくり

未来へつなぐ
環境先進県づくり
①環境首都あいちの
実現に向けた取組
②再生可能エネルギーの普及
③あいち森と緑づくり事業の
着実な推進 等

①財政の健全化
②しなやか県庁創造プラン
（行革大綱）の推進
③中京大都市圏づくりの
推進 等

『こたま 義和』
に対するご意見・ご要望をお待ちしております。

また、
ホームページにて日頃の活動内容をタイムリーにご紹介させて
いただいております。是非一度アクセスしてください。
http://www.kotama.net/

安心・安全で
持続可能な地域づくり
①社会資本の老朽化対策
②犯罪が起きない
生活環境対策
③交通事故対策

①耐震化対策等の促進
②ゼロメートル地帯の
災害対策の推進
③基幹的防災拠点の整備

こたま 豊田市

▲９月議会閉会日に、民主党愛知県議員団を代表して、
団長はじめ５役が大村知事に提言書を提出。

検索

Facebookでは
更に詳細な
活動報告をさせて
いただいておりますので、
是非フォローを
お願いします。

