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　平成２８年度の税制改正における地方法人課税の見直しに
より、本県が導入時から強く反対してきた法人事業税の一部国
税化は廃止される事となったものの、法人住民税の一部国税
化が県分・市町村分ともに拡大される事が新たに盛り込まれ、
県内においては豊田市をはじめ７市町村が地方消費税率の引
き上げ等による増収額を上回り、結果として減収となる見込み
である事が判明いたしました。
　国は個々の自治体の実情を鑑みることなく、一方的な見直し
を断行しようとしていますが、これらの自治体は今後住民サー
ビスの削減を余儀なくされ、安定した自治体運営を阻害され
る事となれば、住民生活や企業活動に影響を及ぼす事はもと

より、日本経済の成長をも
削ぐ結果に繋がりかねま
せん。
　従って、愛知県議会では
２月定例会の開会冒頭に、
地方法人課税の見直しに
際し、個々の自治体の声を
真摯に聴き取り、その実情
を的確に把握し、全ての自
治体の財政運営等に影響
が生じない対策を講じる
旨を求める意見書を採択
し、国に提出いたしました。

　緩やかな回復基調を続ける本県景気動向の中、愛知県議会２月定例
会において、平成２８年度予算が成立をいたしました。
　予算詳細については次ページ以降をご参照いただければと存じます
が、東日本大震災から５年を迎えた今、南海トラフ巨大地震をはじめと
する大規模自然災害への備えの充実を図ると共に、「中京大都市圏」づ
くりや「次世代産業」の育成、更には「少子高齢化対策」の充実を通じて、
誰もが魅力を実感できる“愛知”を目指し頑張って参りますので、今年
度も変わらぬご支援・ご指導をお願い申しあげます。

愛知県議会トピックス

『地方法人課税の見直し』についての意見書を国へ提出!!

法人市民税の一部国税化拡大に伴い、7市町村が減収見込み!!

２月定例会の開会風景
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減収見込額

豊田市…112億32百万円
みよし市・・・・・14億 2百万円
刈 谷 市・・・・・・・5億69百万円
碧 南 市・・・・・・・3億45百万円
幸 田 町・・・・・・・4億 6百万円
大 口 町・・・・・・・・・・・23百万円
飛 島 村・・・・・・・・・・・91百万円 注 ： 減収見込額は、26年度決算ベースの28年度

改正影響平年度化後の試算結果を表す

樹神



実質収入ベースは前年度当初予算から微増に留まる!!歳入

医療・介護などの扶助費が確実に増加!!歳出

平成２８年度の予算編成にあたって（知事提案説明抜粋）

平成２８年度当初予算における主要事業

主な議案 ： 「愛知県公契約条例」の制定について

 県税
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義務的
　　経費

投資的
経費

 その他
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県債残高の推移

県税の内訳県民税
　・ 個人　　 3,595億円（＋100億円）
　・ 法人 　　 567億円（＋ 29億円）
　・ 利子割　 24億円（－ 39億円）
事業税
　・ 個人　　 130億円（＋ 6億円）
　・ 法人　　 3,239億円（＋762億円）
その他（地方消費税等）
　　　　　　 4,925億円（＋591億円）
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
合計 1兆2,480億円（＋1,450億円）
注：カッコ内は対前年度の増減を表す

注：平成26年度までは決算額、平成27年度は当初予算ベース。

■臨時財政対策債等
■減収補てん債　■通常の県債
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議席からの議案質疑風景

世界に発信する「中京大都市圏」づくり

「環境首都あいち」の確立

世界をリードする「産業首都あいち」づくり

少子高齢化への対応

「観光あいち」の推進

その他主要事業

　２月２２日から３月２５日の会期で２月定例議会が開催され、平成２８年度一般会計予算を
始め、特別会計・企業会計の平成２８年度予算案の提案があり、慎重審議の結果、全ての予算
を可決承認しました。

予算

その他の
議案

　２月定例議会では、平成２８年度予算以外にも、平成２７年度一般会計補正予算をはじめ71
議案の提案があり、こちらも慎重審議の結果、全ての議案を可決承認しました。

提案説明を行う大村知事

　本県は日本の中心に位置し、日本一のTechnolgy
（技術）とTradition（伝統）を誇る我が国の中心地で
あり、まさに“Heart”of JAPANであるが、日本の未
来を創るプロジェクトを日本一元気な愛知が牽引し

ていき、愛知の強みを更に進化させたいと考えております。
　その為にも、平成２８年度当初予算は、日本一の「産業力」を更に強くすることで、働く
場をつくり、人を呼び込み、そして若者・女性・子ども・高齢者・障害者・外国人など、すべ
ての人が輝き、すべての人が活躍する愛知をつくるとの思いを持って編成に当たり、昨
年の知事選挙で県民の皆様にお示しした政策集と、「あいちビジョン２０２０」を踏まえて、
予算の柱立てを作らせていただきました。

　県税収入は対前年度当初予
算からは1,450億円の増額と
なるが、前年度最終予算と比較
すると同程度規模となる。
　また、県税収入が増加する一
方、交付税等の地方財政措置は
800億円減の1,600億円とな
ると共に、税収に連動する税交
付金等の歳出の増があるため、
実質収入ベースの一般財源は、
対前年度当初予算に対し219
億円増に留まる。
　県債については、国の立替借
金である「臨時財政対策債」の大
幅減とともに、社会資本整備な
どに充当する「通常の県債」につ
いても、必要な公共投資を確保しつつ、行革大綱に基づき、その残高縮小に努め
た結果、県債残高総額でも４７年ぶりに減少する見通しであるが、未だ県民一人当
たりの県債残高は約70万円強である事から、借金体質からの脱却が急務な課題。

　義務的経費のうち、人件費は定員の適正管理等に努め、前年度当初
予算とほぼ同額を計上。扶助費は後期高齢者医療費負担金や介護給付
費負担金などの伸びにより、確実な増加が続く。また、公債費について
も、過去の特例的な県債の増発に伴う満期一括償還分の減債基金への
積立金が増加しており、高止まり傾向にある。
　投資的経費については、三河青い鳥医療療育センターの建設等の大
規模事業の完了により、全体では平成２７年度当初予算に比べて減少す
るが、こうした中にあっても、国庫補助金を活用した道路・河川等の公共
事業については、前年度当初予算を上回る額を確保するとともに、県単
独事業としても、県民の皆様の安心・安全につながるような社会基盤整
備を積極的に進める。

一般会計予算の概要
２兆５,２５０億円
（対前年度１.７％の増）

★リニア開通を見据えた名古屋駅スーパーターミナル化
★あいち公共交通ビジョン（仮称）の策定
　（名古屋駅からの４０分交通圏の拡大）
★中部国際空港機能強化
　（二本目滑走路整備へ）
★港湾物流機能の強化
★道路網の整備　等

★地球温暖化防止に向けた
　新たな戦略の策定
★次世代自動車の普及促進
★生物多様性保全の推進
　（先進都市における
　  共同アピールの実施）
★持続可能な未来の担い手育成　等

★産業の振興・育成
　・ FCV用水素ステーションの
　  整備促進
　・ 航空宇宙産業の育成支援
　・ ロボット産業の育成支援
★産業人材の育成
★産業空洞化対策減税基金の活用　等

★認定こども園・幼稚園・
　保育園の運営費補助
★小規模保育への財政支援
★放課後児童クラブの設置促進
★小児３次救急医療の提供
★地域包括ケアシステムの推進
★健康長寿あいちの実現　等

★ハート・オブ・ジャパン誘客促進事業
　（外国人旅行者の本県への取り込み）
★大規模展示場整備
　（詳細は最終頁を参照ください）
★世界会議等の大規模イベント
　（MICE）の誘致
★武将観光情報発信
★あいちの山車まつり活性化　等

★教育立県あいち、人材創造あいち
★女性の活躍促進
★障がい者福祉・支援、
　ノーマライゼーション推進
★グローバル展開の推進、
　伊勢志摩サミットへの対応
★防犯・防災対策の充実
★農林水産業の振興　等

　公契約（県が締結する売買、賃借、請負その他の契約）について、これまで入札契約の公平性・透明性及び競争性の確保に
努めてきましたが、近年では過度な価格競争が指摘され、サービスの質の低下や労働環境への影響などが懸念されています。
　こうした状況に対応するため、私の所属しております「民主党愛知県議員団」では、予てより条例制定の必要性を訴えてまい
りましたが、この度、公契約に関する基本方針や県および相手方の責務等を定めた条例を全会一致で可決承認しました。

条例の概要
〈公契約に係る基本方針〉

透明性・公正性を確保し、不正行為の
排除を徹底

〈県の実施する施策〉
【適正な予定価格の算定】
品質を確保するために、取引の実例価格等を踏まえた適正な積算根拠に基づき、
予定価格を算定
【低入札対策の充実・強化】
品質及び適正な履行が確保されないおそれのある入札を排除し、適正な価格に
よる契約を締結するため、低入札対策を充実・強化
【社会的価値の実現に向けた取組の勘案】
公契約に係る入札及び契約の過程において、事業者の環境保全、障害者福祉、
男女共同参画及びワークライフバランスなどの社会的価値の実現に資する
取組を勘案
【労働環境の整備が図られていることを確認するための措置】
特定の公契約について、事業者に対し、労働関係法令の遵守状況等の報告を
求めるなどの措置を講ずる。

※指定管理者の指定に関する事務も、公契約の取扱いに準じる。

〈事業者の責務〉

〈県の責務〉

・ 社会的な責任の自覚
・ 法令等の遵守
・ 契約の適正な履行
・ 県の施策への協力

公共サービスの質の確保を図るため、
公正な競争条件を設置
社会的な価値の実現を図るため、
公契約を積極活用
労働環境の整備を図るため、
適切な措置を講ずる

基本方針に基づく
施設の推進

同意・参加

関係団体との
協議の場の設置

　２月定例会の本会議において提出議案に関する議案質疑が行われ、私からは平
成28年度主要事業の一つである「持続可能な未来のあいちの担い手育成事業」に
ついて質問を行いました。 
　実はこの内容は、先の12月議会本会議において、「持続可能な社会の実現」に向
けた県の考えを質した続編であり、大学生を対象としたリーダー育成プログラム
「かがやけ☆あいちサスティナ研究所」と、産学行政が連携した「支援組織」の設立
に関する内容について確認しました。 
　環境部長からは前向きな答弁がありましたが、持続可能な社会の実現に向けては、
環境面のみならず、貧困、平和、人権、国際理解、多文化共生、防災など、実に様々な
課題の解決無しにはありえませんので、これら幅広い分野への取り組みを通じて、
持続可能な社会の実現に向けて、今後も引き続き提言等を行ってまいります。

本会議・議案質疑

すべての人が輝き、すべての人が活躍する“愛知”を目指して！！平成２８年２月定例愛知県議会



こたま　豊田市
http://www.kotama.net/

検索

『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。

　本県は日本一の産業県として日本経済を支えリ
ードしてきましたが、展示会や国際会議などＭＩＣＥ
を取り巻く状況は、ハード・ソフトの両面で、東京・
大阪に比べ劣位となっています。
　また、東京オリンピック・パラリンピックの日本開
催決定により、国際的にも日本への注目が高まる一
方で、首都圏の主要な展示場が、メディアセンター
や競技会場等として一定期間閉鎖され、我が国とし
て展示場が不足する事態も想定されています。
　こうした事から、愛知県では大規模展示場の必要
性について検討を進めてまいりましたが、新たな大
規模展示場の施設規模を６万㎡とした場合、経済効

首都圏に並ぶ交流拠点を目指し、「大規模展示場」を整備！！首都圏に並ぶ交流拠点を目指し、「大規模展示場」を整備！！愛知県政トピックス

中部国際空港

中部国際空港駅

セントレア東I.C.

建設予定地
（全体面積約28.7haの一部）

新東名高速道路開通式典に出席
（浜松いなさJCT～豊田東JCT間）

2月
13日

主な活動内容 2016.1～3

豊田市長選挙結果報告会に出席
（太田稔彦氏　２期目当選）

2月
7日

あいち小児保健医療センター
救急棟開棟式に出席

1月
18日

豊田市消防団観閲式に出席3月
13日

上郷・高岡 豊田市合併50周年
記念式典に出席

3月
26日

ボーイスカウト豊田地区
創立50周年記念式典に出席

2月
21日

果は約1,500億円/年間との試算結果を得た事から、MICE
開催に求められる国内外からのアクセスを最重視して、常滑
市の空港島に約350億円をかけて「大規模展示場」を整備す
る事に決定しました。
　今後は2019年の秋頃開業を目指し、ローコストオペレー
ションを徹底するとともに、新たな展示会の誘致・企画立案を
行える国内外の専門的な民間事業者と連携した「公設民営方
式」を前提として、引き続き検討を進めてまいります。

【場　　所】空港島（常滑市）
【開業予定】2019（平成31）年秋頃
【規模・機能】展示面積約60,000㎡、併せて会議室、駐車場等を整備

〈国内の主な展示施設の一覧〉 出典：愛知県振興部調べ

　　　　施　設　名
東京ビッグサイト
幕張メッセ
インテックス大阪
ポートメッセなごや
パシフィコ横浜
福岡コンベンションセンター

所在都府県
東京都
千葉県
大阪府
愛知県
神奈川県
福岡県

ホール数
10
12
10
3
4
3

展示面積
80,660㎡
72,000㎡
70,078㎡
33,946㎡
20,000㎡
14,000㎡

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。


