
　我が国の景気は緩やかな回復基調が続いていると言われていますが、本
県企業の業績予想などを踏まえ、対前年度で８００億円近い県税の減収を
見込んだ『平成２９年度予算』が成立いたしました。
　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、
厳しい県財政下においても、「産業首都あいち」の更なる発展や「中京大都
市圏づくり」、そして「少子高齢化対策」の充実などを通じて、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。

県税収入が約800億円減の
『平成２９年度予算』が成立!!
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　人口減少や少子高齢化の進展により、輸送人員が減少するなど公共交通を取り
巻く環境はますます厳しくなることが予想されますが、地域社会の活力を維持・向
上させるために、公共交通が果たす役割は増大しています。
　また、東京オリンピック・パラリンピックの開催（2020年）やリニア中央新幹線の
東京－名古屋間開業（2027年）も計画されており、国内外からの観光客やビジネス
利用等のニーズを的確に捉え、その社会要請に応えることも期待されています。
　このため、名古屋駅や中部国際空港等の交通拠点の機能を強化しつつ、県内観
光地やビジネスエリアを効率的に結ぶなど、鉄道・バス・タクシー等が相互に連携
し、効率的で利便性の高い総合的な公共交通ネットワークの構築に向け、『あいち
公共交通ビジョン』が策定されました。
　今後は国・県・市町村・交通事業者の連携により、この『あいち公共交通ビジョン』
が実現できるよう、私も頑張って参ります。

愛知県政トピックス❶

『鉄道・バス等が相互に連携し、効率的で利便性の高い公共交通ネットワークの構築を目指し、

『あいち公共交通ビジョン』が策定される!!
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名鉄三河線の複線化等により、
名古屋駅－豊田市駅間の
速達化を目指す「産業首都あいち」を

牽引する交通体系の構築
（1）リニア開業効果を高める公共交通ネットワークの形成
（2）空港を拠点とする広域的な公共交通ネットワークの充実

「交流拠点あいち」を
支える交通体系の構築

（1）観光交流を促進する公共交通ネットワークの充実
（2）地域の交流・対流を促進する公共交通ネットワークの充実

「集約型まちづくり」を
支える交通体系の構築

（1）まちづくりと連動した計画的な公共交通ネットワークの形成
（2）乗継拠点における多様なモード間の連携強化

「安心して住めるあいち」
を支える交通体系の構築

（1）災害に強い交通ネットワークの形成
（2）新たな技術等を活用した交通安全の確保
（3）地域特性に応じた生活交通の確保・維持
（4）高齢者や移動困難者も安心して暮らせる人にやさしい交通体系の創出

「環境首都あいち」を
支える交通体系の構築

（1）環境首都あいちに相応しい公共交通機関の充実
（2）公共交通の利用促進に向けた取組の推進
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県税収入は平成22年度以来、7年ぶりに前年度を下回る!!歳入

医療・介護などの扶助費が確実に増加!!歳出

平成２9年度の予算編成にあたって（知事提案説明抜粋）

平成２9年度当初予算における主要事業

主な議案 ： 「ぼったくり防止条例」の制定について
　　　　　　　 （正式名 ： 酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例）
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貸付金
1,831億円

災害復旧
事業10億円

単独
補助金
950億円

単独事業1,003億円

繰出金
484億円

歳出
2兆5,210

億円

その他
6,919億円

義務的
　　経費

投資的
経費

 その他
経費

県債残高の推移

県税の内訳県民税
　・ 個人　　 3,603億円（＋ 8億円）
　・ 法人 　　 444億円（－123億円）
　・ 利子割　 32億円（＋ 7億円）
事業税
　・ 個人　　 134億円（＋ 5億円）
　・ 法人　　 2,523億円（－716億円）
その他（自動車税・地方消費税等）
　　　　　　 4,941億円（＋ 16億円）
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
合計 　1兆1,677億円（－803億円）
注：カッコ内は対前年度の増減を表す

■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

「環境首都あいち」の確立
★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
★低炭素水素サプライ
　チェーンの事業化促進
★愛知目標達成に向けた
　生物多様性に関する
　国際先進自治体との連携
★持続可能な未来の担い手育成 等

世界に発信する「中京大都市圏」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２０日～３月２４日の会期で２月定例議会が開催され、平成２９年度の『一般会計』を始
め、『特別会計』『企業会計』の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
いたしました。

予算

その他の
議案

　２月定例議会では平成２９年度予算関連議案以外にも、『平成２８年度一般会計補正予
算』をはじめ61議案の提案があり、こちらも慎重審議の結果、全て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、我が国が人口減少社会に移行する中に
あっても、自然増・社会増の両方を維持しながら、人
口が伸び続けている数少ない地域であり、まさに「日
本で一番元気な愛知」であります。

　この「日本で一番元気な愛知」が、東京一極集中を打破し、日本の活力を取り戻し、日
本の未来をリードしていかなければなりません。
　そのために、これまでの取り組みを更に発展させ、「愛知の可能性を大きく広げてい
かなければならない」、そうした思いをもって予算編成にあたったところであり、平成２
９年度当初予算は、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２０
２０」を踏まえて、予算の柱立てを作らせていただきました。

　県内企業の平成２９年３月期の
通期業績予想などを踏まえると、
県税は前年度から８０３億円の減
額となり、これに過誤納還付金等
の増を合わせると1,000億円近
い減収となった。
　こうした厳しい財政状況もあり、
前年度に予定していた基金の取
り崩しを取りやめ平成２９年度に
再活用すると同時に、財政調整基
金残高の全額を取り崩すことで何
とか収支不足を解消する事ができ
たが、年度間調整に用い得る基金
の全てを使い切る事となった。
　また、県債については、社会資
本整備などに充当する「通常の県
債」は、行革大綱に基づき着実に残高が縮小しているものの、国の立替借金であ
る「臨時財政対策債」は更に増加し、総額で５兆３,４２２億円（県民一人当たり：約
71万円余）である事から、借金体質からの脱却が急務の課題。

　義務的経費のうち、人件費は県費負担教職員給与の名古屋市への権
限移譲等により、前年度と比較して８６０億円減となった。また、扶助費
については「後期高齢者医療費負担金」や「障害者自立支援介護・訓練
等給付費負担金」等の伸びにより増加が続いており、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、県立学校耐震改修事業がほぼ完了する事等
により、総額では４６億円の減額となったが、皆様の安全・安心につなが
る社会基盤整備については、道路・河川等の公共事業と県単独事業を
合わせ前年度と同額程度を確保すると同時に、平成29年度の公共事業
は前年度の国経済対策補正分と合わせ２割程度増の事業量を確保した。

一般会計予算の概要
２兆５,２１０億円

（対前年度：９９．８％）

★名古屋駅スーパーターミナル化
★リニア・インパクト関連事業の推進
★あいち公共交通ビジョン（1頁目参照）の推進
★中部国際空港機能強化（2本目滑走路整備へ）
★文化・スポーツ・魅力発信
　（2026年 アジア競技
　 大会開催など） 等

世界をリードする「産業首都あいち」づくり
★産業の振興・育成
　・ 自動車産業の育成支援
　　（自動走行実証実験 等）
　・ 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（技能五輪大会開催 等）
★産業空洞化対策減税基金の活用 等

★小規模保育・家庭的保育・
　事業所内保育への支援
★放課後児童クラブの設置促進
★子供の貧困対策
★認知症に理解の深いまちづくり
　「オレンジタウン構想」の調査検討
★地域包括ケアシステムの推進 等

★ＪＲとの大型観光キャンペーンの推進
★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
★世界会議等の大規模イベント
　（MICE）の誘致
★地域伝統芸能全国大会
　（平成31年秋）準備 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
★防犯・防災対策の充実
★農林水産業の振興 等

　愛知県内では、風俗店やガールズバーなどの酒類提供等営業店において高額な料金を
取り立てる、いわゆる「ぼったくり」が多発（平成２８年８月からの２年間で、約１,２００件、被
害額約１億９,０００万円を認知）している事から、条例を新たに制定する事により、飲食店側
に対し分かり易い料金表示を義務化すると共に、不当な客引きの禁止や不当な料金請求
を禁止します。規制の対象は県全域とし、中でも名古屋の繁華街の栄地区（中区栄３～５の
一部）と錦地区（中区錦３）は特別区域に指定し、違反の内容に応じた罰則規定も設けてい
ます。 【条例施行日：平成２９年７月１日】

　２月定例議会・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
来年度主要事業の一つである「地域包括ケアシステム」の推進に関する質問を行
いました。
　この「地域包括ケアシステム」とは、団塊の世代の皆さんが７５歳以上となる２０
２５年に向け、 可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで
続けることができ
るよう、医療・介護・
地域・行政が連携
し、包括的な支援
サービスの提供を
目指すものです。

　県では平成２６年度より３年間にわたり、県内６市において
「モデル事業」を実施する等して、各市町村でのシステム構築
を支援して参りました。
　しかし、県の調査では「モデル事業」実施市以外のシステム
構築状況は芳しくありませんでしたので、私からは質問を通じ
て県のリーダーシップのもと、システムの構築に向けて、引き
続き各市町村への支援・指導を強く要望いたしました。

本会議・議案質疑

地域包括ケアシステムのイメージ

医療ケア・
サービスの提供

介護ケア・
サービスの提供

活動の場の提供

通院・入院

地域包括
支援センター
ケアマネジャー

自治会や
ボランティアへの参加

通所・入所
医療

住まい

生活支援
介護予防

介護

東京一極集中を打破し、日本の未来をリードする「あいち」へ平成２9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。

　愛知県では２０１９・２０年の２年連続での「技能五輪全国大会」の開催
が内定しておりますが、若手技能者の更なる育成に向けて、中部国際空
港島に整備中の「愛知県国際展示場（２０１９年秋頃開業予定）」を競技会
場とした、２０２３年開催予定の「技能五輪国際大会」の基本構想を策定
し、３月１３日に国に提出いたしました。
【国際アビリンピック（開催年は未定）の基本構想も併せて提出】

　この基本構想では、自動車板金や旋盤、洋
菓子製造など公式五十数競技のほか、人工知
能（ＡＩ）や陶芸、絞りなどエキシビション競技
の開催も提案しております。
　大会はワールド・スキルズ・インターナショ

ナル（ＷＳＩ、本部オランダ）が主催し、２０１９年のＷＳＩ総会にて開催国が決まる見通しであ
ることから、大会招致に向けて県を挙げて取り組んで参ります。

２０２３年『技能五輪国際大会』基本構想を国へ提出！！２０２３年『技能五輪国際大会』基本構想を国へ提出！！
愛知県政トピックス❷

ジェイテクト労働組合
　結成１０周年記念祝賀会に出席豊田市交通安全市民大会に出席1月

28日
2月
4日

主な活動内容 2017.1～3

愛知環状鉄道沿線市議員連盟
　　　　　　　設立総会に出席

1月
24日

豊田市制６６周年記念式典に出席 豊田市消防団観閲式に出席民進党愛知県第１１区総支部
　　　　　　  定期総会に出席

2月
25日

3月
4日

3月
12日

【大会基本コンセプト】

『技能をめぐる対話　Dialogue over Skills』
 創造性あふれる技能と多様な人々が協力し合うことによる、世界の持続的発展

競技会場イメージ

▲あいち人財力強化プロジェクト
イメージキャラクター
「アイチータ」

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。


