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真の地方分権の実現を通じた
“愛知”の更なる発展を目指して!!

 急な衆議院の解散により総選挙が執り行われ、愛知県第１１区選
挙区においては『古本伸一郎』氏が勝利したものの、全国的には民
進党の事実上分裂等の影響もあり、与党圧勝で幕を閉じました。
 この選挙結果を受けて、今後は更に中央集権的な政権運営にシ
フトしていく事が予想されますが、地域の課題は地域が自主的判
断によって解決できる『地方分権』の実現を目指し今後も頑張っ
て参りますので、変わらぬご支援・ご指導をお願い申しあげます。
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　平成28年度一般会計決算においては、県内企業収益が堅調であった事に加え、地方法人特別税（国税）の3分の1
が県税に復元された影響が平年度化したことにより、法人事業税が前年度と比較し大幅な増収となった事などから、
実質収支は平成27年度に引き続き黒字となりました。
　しかしながら、平成29年度当初予算においては、県税収入の大幅な減収が見込まれる一方、義務的経費である医
療・介護などの扶助費が増加し、多額の収支不足が見込まれたため、財政調整基金や減債基金の再活用によって財源
を確保しており、更には県債残高も、主に国の立て替え借金である「特例的な県債」が半分以上を占めているとはい
え、5兆円（県民一人当
たり70万円相当）を
超えており、依然とし
て厳しい財政状況と
なっております。
　決算内容詳細につ
いては、特別委員会を
通じて引き続き精査し
てまいりますが、経済・
産業の活性化や雇用
の確保を進め、税源の
拡大を図るとともに、
2014年12月に策定
した「しなやか県庁創
造プラン（愛知県第六
次行革大綱）」におけ
る取り組みを着実に進
め、健全で持続可能な
財政運営を目指してま
いります。

「平成２8年度 一般会計決算」について「平成２8年度 一般会計決算」について
愛知県政トピックス 県税収入が5年連続の

増収も、未だ厳しい
財政状況は変わらず!!

歳入
2兆4,655億円
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健康福祉費
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産業労働費
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建設費
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地方交付税 3％
繰入金 1％

その他 2％

諸収入
9％

歳出
2兆4,655億円

県税の内訳

県債残高の推移

県民税　・ 個人　　 3,494億円（△　 68億円）
　　　　・ 法人 　　 599億円（△　 69億円）
　　　　・ 利子割　 32億円（△　 23億円）
事業税　・ 個人　　 133億円（＋　 5億円）
　　　　・ 法人　　 3,408億円（＋　420億円）
その他（地方消費税等・自動車税等）
　　　　　　　　　 4,997億円（△　 98億円）
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
　　合計 1兆2,663億円（＋167億円）
　　　　　　　　　　　注：カッコ内は対前年度の増減を表す

注：平成28年度までは決算額、平成29年度は当初予算ベース。
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■特例的な県債
■通常の県債

県民一人当たり
約70万円の借金



「ライフシフト、長寿社会への対応」について主な質問❶ 「愛知環状鉄道ＩＣカード乗車券導入に向けた整備支援費」について主な議題❶

「愛知県新体育館 検討調査費」について主な議題❷

「防災・減災対策の今後の取り組み」について主な質問❷

Q 長寿化に伴う人口構造の変化を踏まえ、取り組むべき「課題」と
「政策の方向性」をどのように考えているのか？

「生活道路における交通安全対策」について主な質問❸

Q 県民の皆様にとって最も身近な生活道路における交通事故を
抑止するため、今後どのような対策を講じていくのか？

Q 地震をはじめとする自然災害への本県の防災・減災
対策について、今後どのように取り組んでいくのか？

新体育館の基本的な考え方（コンセプト）

導入整備期間

補助率

利用開始時期

主なサービス内容

代表質問
　９月議会が９月21日から10月13日の会期で開催され、自由民主党・民進党・公明党の３会派が
代表質問を行い、民進党愛知県議員団からは幹事長の鈴木純議員（稲沢市選出・3期）が登壇し、県
政運営に関する諸課題について県の考えを質しました。

　９月議会では、愛知環状鉄道のＩＣカード乗車券導入に向けた整備支援費や愛知県新体育館検討
調査費を含む「一般会計補正予算」をはじめ22議案の提案があり、慎重審議の結果、全ての議案を
可決承認しました。

　本年６月定例会・代表質問において、民進党愛知県議員団を代表して総務会長の日比たけまさ議
員（春日井市選出・2期）が愛知環状鉄道へのＩＣカード乗車券導入に関する県の考えを質し、大村知事
より「愛知環状鉄道㈱では国庫補助金を活用することにより、ＩＣカード乗車券を導入する方針を固めたところであり、県とし
ても早期導入に向け沿線市とともに国庫補助金の確保に向けた要望活動を行うなど、会社の取り組みをしっかりと支えてい
きたい。」との答弁がありましたが、この度、国庫補助金の確保が確定した事から、県としてもＩＣカード乗車券導入整備に向け、
愛知環状鉄道㈱へ支援を行います。

①大相撲名古屋場所にふさわしい風格のある施設
②ピンポン外交など５０年以上の愛知県体育館の歴史　
を引き継ぐ施設
③全国大会を常時開催できる施設
④アジア大会をはじめとした国際大会を開催できる施設
⑤全国レベルのコンサート、イベント、コンベンション等
　の拠点となる施設

議案 等

補正予算額
77,000千円

補正予算額
20,000千円

　本県の75歳以上の人口は2015年の79万8千人から、2040年には約
1.5倍の123万5千人まで増加し、総人口に対する割合では約17％になる見

込みである。
　従って、県としては生活習慣の見直しや疾病の予防など、若い頃からの健康づくりの支援
をはじめ、生涯を通じて社会的・職業的に自立していくためのキャリア教育や、学び直しのた
めのリカレント教育の推進、さらには、シニア世代の就労や地域活動への参加を促進するた
めの機会の確保や意識啓発などの取り組みを進めているところである。
　今後も「人生100年時代」をしっかりと見据え、これらの取り組みを一層充実・強化しなが
ら、県民の皆様が安心していきいきと暮らせる社会の実現を目指していく。

大村知事
 答　弁

　県内での道幅が5.5ｍ未満の道路で発生した人身交通事故は、本年8月末現在
5,168件（全体の約20.0％）、死亡事故では15件（全体の12.5％）となっている。

　幅員の狭い、いわゆる生活道路は自動車の通行よりも歩行者・自転車の安全確保が優先され
るべき道路であることから、車両の速度抑制をはじめとした各種対策を講じており、中でも最高速
度30㎞/ｈの区域規制等を行う「ゾーン30」は、車両速度や通過交通の抑制を図ることで交通事
故の抑止に高い効果が期待されることから、本年8月末までに県内231箇所に整備している。
　また、こうした速度規制が確実に守られるよう、本年4月から全国に先駆けて「可搬式速度違
反自動取締装置」を運用しており、今後もこれらの取り組みを積極的に推進し、生活道路におけ
る安全の確保に努めていく。

警察本部長
 答　弁

代表質問する鈴木議員

　現在の愛知県体育館は、昭和39年の開館から50年以上が経過し老朽化
が進行していることや、全国大会・アジア競技大会（2026年開催予定）な
どの国際大会の開催には、十分な機能・規模を有しているとは言えない状
況にあります。
　また、以前から名古屋市から移転の要望があり、候補地として名城
公園北園が示された事から、新体育館に必要な機能・規模、配置計画、
工程計画について、移転を前提として調査を実施します。

　本県では大規模自然災害に対して「愛知県地域強靱化計画」や「第３次あいち
地震対策アクションプラン」等に基づき、住宅・建築物や河川・海岸堤防の耐震

化等の防災・減災対策を進めてきたが、昨年度には熊本地震における課題の検証結果に基
づき計画を見直し、市町村など関係機関と連携しながら、車中泊など避難所外避難者への的
確な支援や、支援物資の輸送の円滑化に向けた具体的な検討を行い、災害対応力の充実に
努めているところである。
　今後も国や市町村等関係機関と連携して防災・減災対策にしっかりと取り組んでいくととも
に、県民の皆様による自助・共助の取り組みが一層促進されるよう、積極的に啓発活動に取り
組んでいく。

大村知事
 答　弁

答弁する大村知事

平成２９年度～平成３０年度

１/６（外に国１/３、沿線４市１/６）

平成３１年春（予定）
※これにより、「ラグビーワールドカップ２０１９」開催時には、ＩＣカード乗車券が利用可能となります。

・ 愛知環状鉄道線（岡崎駅～高蔵寺駅間）に、ＪＲ東海が発行するＩＣカード乗車券「ＴＯＩＣＡ」を導入しますが、「ｍａｎａｃａ」など
　全国相互利用可能な交通系ＩＣカードも利用ができます。
・ 愛知環状鉄道の主な駅の切符売り場で「ＴＯＩＣＡ」「ＴＯＩＣＡ定期券」を発売します。

イメージ図

現在の愛知県体育館

誰もが安心して生活できる社会づくりを目指して!!平成29年９月定例議会



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。

来年度に向けた『政策提言書』を知事に提出！！来年度に向けた『政策提言書』を知事に提出！！

主な活動内容 2017.7～10

全日本マスターズハンドボール大会
に出席（選手としても出場しました）

8月
12日・13日

自動車総連
　政策推進コンベンションに出席

7月
11日 愛知県消防操法大会に出席8月

5日

9月
17日

ものづくり創造拠点（ＳＥＮＴＡＮ）
　　　　　　　　  開所式に出席

10月
22日

衆議院議員選挙結果報告会に出席
　　 （古本伸一郎氏　６度目当選）愛知県戦没者追悼式に出席8月

15日

　本県では将来の経済基盤を支える新たな事業として、国際級イベントの誘
致や次世代産業の育成などが展開され、更には、子育て・介護・医療福祉に及
ぶ社会保障需要の高まりに対応した事業が進められています。
　また、本県特有の交通安全や防災対策などの継続的な対応や、民間活力
を活用した行財政改革の推進など、愛知独自の取り組みを更に加速する事
が求められています。
　こうした将来の目指すべき社会モデルを念頭に、重点的に取り組むべき事
項10項目、加えて重点指向すべき取り組み（63項目）を取りまとめ、９月定
例会閉会日の１０月13日に大村知事に『政策提言書』を提出いたしました。
　来年度も引き続き厳しい財政状況が予想されますが、提言内容が平成30
年度予算案に確実に反映されるよう団として取り組んでまいります。

大村知事へ提言書提出風景

民進党愛知県議員団トピックス

最重点要望項目

①行財政改革
②局地的大雨対策
③国際観光都市づくり
④低炭素社会づくり

⑤地域包括ケア
⑥自動運転
⑦農林水産物の
　ブランド化

⑧道路整備
⑨教員の多忙化解消と
　良好な教育環境
⑩交通事故防止対策

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。


