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　本県は製造品出荷額等が40年連続で日本一という圧倒的な産業集積
を誇るなど、日本の成長エンジンとしての役割を担ってきました。
　しかし、本県の先進的な政策の裏付けとなっていた自主財源に関しては、
外形標準課税の拡大などにより今後は県内企業の収益が税収増につなが
りにくくなる一方で、歳出面においては高齢化により社会保障費の更なる
増加は避けられず、これまで以上に厳しい行財政運営を強いられることに
なります。
　こうしたことから、私は今年度「新政あいち県議団」の政策調査会長を拝
命しておりますので、私が責任者となって県の総合計画や個別ビジョンな
どを整理し、その進捗状況・達成度を精査・検証することで県施策の課題を
掘り下げ、そして、従来の「県民目線」「生活者目線」「勤労者目線」「現場目線」の４つの視点に今年度は新たに
「女性目線」の視点を加え、将来愛知の目指すべき社会モデルを念頭に『平成３１年度 施策及び当初予算に対す
る提言』をとりまとめ、９月定例議会の閉会日となる10月16日に大村知事へ提出しました。

「新政あいち県議団」として

政策提言書を知事へ提出

愛 知 県 議 会 議 員
■ ■ ■こ た ま

樹神義和
誰もが魅力を実感できる“愛知”を目指して！！

　以上の提言内容以外にも、来年オープン予定の国際展示場の整
備・施設運営を通じた観光交流機能の充実や、中小企業の人材確
保と事業承継の推進、更には農林水産物のブランド化及び６次産
業化の推進や道路整備の推進など、愛知県が抱える諸課題の解
決に向けた積極的な提言内容となっております。
　今後は今回とりまとめた、この『平成３１年度 施策及び当初予算
に対する提言』が確実に県政に反映されるよう、仲間の議員と協力
しながら県に働き掛けてまいります。

子ども・女性・若者を守る
取り組みの推進
子ども・女性・若者を守る
取り組みの推進

主な提言内容主な提言内容

大規模自然災害への
備えの充実
大規模自然災害への
備えの充実

「あいち地球温暖化
防止戦略」の確実な実行
「あいち地球温暖化
防止戦略」の確実な実行

地域包括ケアシステムの
構築及び認知症対策の充実
地域包括ケアシステムの
構築及び認知症対策の充実

待機児童問題の解消等
による子育て支援の充実
待機児童問題の解消等
による子育て支援の充実

長時間労働の是正・啓発など
による働き方改革の推進
長時間労働の是正・啓発など
による働き方改革の推進

自動運転実証実験などによる
次世代技術の開発支援
自動運転実証実験などによる
次世代技術の開発支援

交通事故防止対策の
推進
交通事故防止対策の
推進

県議団を代表して、高橋正子団長（一宮市選出）はじめ
団５役が大村知事に提言書を提出



女性の活躍促進について主な質問❶ 『愛知県地球温暖化対策推進条例』の制定について主な議案❶

『自動車諸税の抜本的見直し』について主な意見書

『あいち森と緑づくり税条例』の一部改正について主な議案❷生物多様性の愛知目標達成に向けて主な質問❷

「あいち重点政策ファイル300プラス1」について主な質問❸

Q 平成27年2月の知事選挙の際に、県民の皆様に知事が示された政策集「あいち
重点政策ファイル300プラス1」の進捗についての評価と、来期に向けての考えは？

Q「あいちウーマノミクス」で取り組んできた女性の起業支援などについて、
これまでの成果をどのように捉え、今後どのように取り組んでいくのか？

Q ２０２０年までの愛知目標達成に向けた本県の取り組みの進捗状況と、
生物多様性の保全に向けた今後の取り組みは？

代表質問
　９月議会が９月21日～10月16日までの会期で開催され、自由民主党・新政あいち・公明党の３会
派が代表質問を行い、新政あいち県議団からは、幹事長の谷口知美議員（名古屋市昭和区選出・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。

議　案
　上程された議案のうち、平成２９年度決算関連を除く３９議案について審議し、全議案を可決承認し
ました。なお、平成２９年度決算については「一般会計・特別会計決算特別委員会」「公営企業会計決
算特別委員会」を設置し継続審議となりました。

　本県では都道府県では初となる女性を対象としたソーシャルビジネスプランコン
テストの開催等を通じて、女性の起業・活躍を支援する取り組みの輪が地域に着実

に広がってきている。
　今後は金融機関等の支援機関との連携を一層強め、具体的な事業化支援に取り組むとともに、
人手不足が顕著な運輸、建設業の業界団体と連携して女性の活躍促進に関する先進モデルの普
及に取り組んでいく。

大村知事
 答　弁

　産業力の強化とイノベーションの創出、「すべての人が輝く愛知」の取り組みなど、
300項目すべての政策について着実に成果を積み重ねてきた。

　時代の流れを的確に見極めながら、今後もグローバルな都市間競争に打ち勝ち、世界中に圧倒
的な存在感を示すことができる、日本一元気な愛知として更に発展を続けていかなければならない。
　従って、議会の皆さんと引き続き連携し、2022年度のジブリパークのオープン、2026年のアジ
ア競技大会の開催、2027年度のリニア開業など、日本の未来を形作るビッグプロジェクトを成功
に導き、日本をリードする未来の愛知の発展に責任を担っていきたい。

大村知事
 答　弁

代表質問する谷口議員

　本県では「あいち生物多様性戦略２０２０」に基づき、愛知目標の多くの個別目標に
関連する「生態系ネットワークの形成」と「あいちミティゲーション」を中核に、様々な

取り組みを推進してきた。
　今後はモニタリング調査や、地区間交流会の充実や企業と自然環境保全団体とのマッチング等
の取り組みの深化を図っていくと共に、本県が主導して立ち上げた「愛知目標達成に向けた国際先
進広域自治体連合」は、地域レベルでの取り組みについて国際的な評価と成果を得ている事から、
11月のエジプトでのＣＯＰ１４では、ポスト愛知目標に向けた議論にも関与していきたい。

大村知事
 答　弁

答弁する大村知事

　私が所属しております新政あいち県議団では、「あいち重点政策ファイル300プラス1」の進捗状況調査等を通じて、
大村知事の２期８年間の活動実績を高く評価しておりましたが、来期に向けての質問に対し、大村知事の「未来の愛知の
発展に責任を担っていきたい。」との発言を事実上の３選出馬表明と受け止め、会派内での議論の結果、全員一致をもっ
て大村知事３選出馬を支持する事に決定いたしました。

　近年、異常気象による災害が各地で発生し甚大な被害をもたらしていますが、こうした状況を踏まえ、国際社会では2020 
年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みである「パリ協定」が採択され、我が国においても新たな温室
効果ガス削減目標を定めた「地球温暖化対策計画」が閣議決定されました。
　これらの動きに連動し、本県においても「あいち地球温暖化防止戦略
2030」を今年2月に策定しましたが、戦略で定めた目標の達成に向けて、地球
温暖化に特化した条例として「愛知県地球温暖化対策推進条例」を新たに制
定しました。
　今後は条例に基づき、県・事業者及び県民の皆様の責務を明らかにすると
ともに、各主体が自主的かつ積極的な取り組みを行う事で、温室効果ガス総排
出量の削減に努めてまいります。

意見書
　９月議会において、「地方財政の充実・強化についての意見書」「自動車諸税の抜本的見直しについ
ての意見書」をはじめ7つの意見書を愛知県議会として採択し、内閣総理大臣はじめ関係諸大臣宛に
意見書を提出しました。

　自動車は生活必需品であるにもかかわらず、自動車取得税・自動車
重量税・揮発油税等の様々な税が取得・保有・走行の各段階で課せら
れており、自動車ユーザーにとって大きな家計負担となっています。
　自動車諸税の抜本的な見直しは、とりわけ自動車の複数保有が常
態化し、家計への負担がより大きくなっている地方の自動車ユー
ザーの負担軽減・生活向上などに繋がり、ひいては、地域経済の活性
化に大きく寄与する事から、地方財政に影響を及ぼさないよう配慮し
つつ、自動車諸税の抜本的見直しを確実に実施されるよう国に意見
書を提出しました。

　本県では、平成21年度から県民税均等割の超過課税である「あいち森と緑づくり税」を財源とし、森林・里山林や都市の緑
を整備・保全する「あいち森と緑づくり事業」を実施してきましたが、事業開始から10年を迎え、人工林の間伐を始めとするい
ずれの取り組みも計画達成する見込みであるものの、未だに間伐が必要な森林が多い状況にある事から、「あいち森と緑づ
くり事業」を継続し、引き続き「山から街まで緑豊かな愛知」の実現に向けて取り組むため、「あいち森と緑づくり税」の適用期
間を５年間延長します。

知事答弁を受けての「新政あいち県議団」の対応

「あいち地球温暖化防止戦略2030」の概要

「あいち森と緑づくり税条例」の改正内容

県民、事業者、
市町村など

すべての主体による
積極的な取り組み

強みや地域資源を
最大限に生かした

愛知らしい
取り組み

徹底した省エネルギーと
創エネルギーの導入拡大

の推進

2030年度の温室効果ガス総排出量
2013年度比で26％削減

関係部局と連携し
あらゆる施策の

実施

○県民税均等割の税率の特例措置の適用期間を５年間延長
 ・ 個人の県民税均等割の税率の特例
　　平成３０年度まで→平成３５年度まで
 ・ 法人の県民税均等割の税率の特例
　　平成３１年３月３１日までに開始する事業年度
　　　→平成３６年３月３１日までに開始する事業年度
　税率の特例は現行どおり
　次期「あいち森と緑づくり事業計画」に必要な事業費が、現計画（平成２１年度
　から平成３０年度まで）と同額の２２０億円と見込まれるため
　 ・ 個人県民税均等割
　　超過課税として年額５００円加算
　 ・ 法人県民税均等割
　　超過課税として５％加算
　　（資本金等の額に応じて年額１，０００円～４０，０００円）

「あいち森と緑づくり事業」の主な取り組み
○人工林整備
 ・ 林業活動では整備が困難な人工林の間伐の実施や高齢化した
　人工林の若返りのための植え替え等への支援等
○里山林整備
 ・ 里山林の整備への支援等
○都市緑化推進
 ・ 都市における緑地の保全・創出・活用や建物の緑化等への支援
○環境活動・学習推進
 ・ 環境保全活動、環境学習や
　ビオトープの創出等への支援
○普及啓発
 ・ 全国植樹祭の開催理念を継承し木材利用を促進するための、愛知県産木材を
　利用したＰＲ効果の高い建築物等への支援等

車体（取得・保有）課税の国際比較〔１３年間使用した場合〕（万円）

日本 イギリス ドイツ フランス アメリカ
（自動車税制改革フォーラム調べ）
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大村知事、３選出馬に意欲を示す!!平成30年９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。

　今年の夏は「殺人的な暑さ」と表現される程の酷暑・猛暑であり、豊
田市内では熱中症により児童が亡くなられるという悲しい事故も発
生しました。
　改めて、お亡くなりになられた児童のご冥福を心よりお祈りします
とともに、この様な悲しい事故を２度と起こさないためにも、これまで
以上に熱中症に対する細心の注意が必要です。
　各市町においては、小中学校における空調設備設置の新規・前倒しも計画
されていますが、空調設備の設置以外にも、猛暑日における体育・屋外授業
等の実施判断（指針・指標・マニュアル）の見直しが必要と考え、県教育委員
会の見解を求めました。

　熱中症予防の観点から、体育の授業及び屋外での授業等について、気温等を判断基準とする指針・指標・マニュア
ルはあるのか？

『猛暑日における屋外授業等の対応』について県の考えを問う!!
文教委員会・一般質問

Q1 Q1 実施判断（指針・指標・マニュアル）の有無について

教育委員会 答弁
　学校活動に特化した指針はないが、湿度・輻射熱・気温の３つを取り入れた「暑さ指数」を指標とした２つの指針
を市町村教育委員会に示している。
　例えば「暑さ指数」が３１℃以上においては、「一般的な指針」では外出はなるべく避けて涼しい室内に移動する
事となっており、運動に関する「熱中症予防運動指針」では運動は原則中止となっている。

　熱中症予防については、適宜水分補給の指導や日々の生活指導など、幅広い観点からの対応が必要だが、今後どの
様に対応していくのか？

Q3 Q3 熱中症予防に向けた今後の対応について

教育委員会 答弁
　今回の豊田市の事故を踏まえ、体調不良の児童生徒に
ついては、活動前・活動中の体調チェックに一層の注意をす
るよう指導するとともに、高温時の体育・屋外授業等につい
ては縮小・中止等も検討するよう引き続き指導していく。
　また、最近の環境変化により、熱中症発生の危険度が増
しているような状況が見られるので、「あいちの学校安全マ
ニュアル」における記載については、今後改訂充実させて
いきたい。

　児童・生徒の生命を守るためには、猛暑日における体育・屋外授業等の実施判断の
マニュアル整備と運用の厳格化が必要では？

Q2 Q2 指針運用の厳格化について

教育委員会 答弁
　運動に関する指針については、県教育委員会作成の「あいちの学校安全マニュアル」に記載し、市町村教育委員
会に対し、この指針を参考にしながら熱中症事故防止に取り組むよう指導している。
　但し、熱中症の発生には環境条件・運動内容・児童生徒の健康状態などが関係していることから、「暑さ指数」を
始めとした特定の条件だけで実施の是非を具体的に示すような画一的なマニュアル整備は難しいと考えている。

文教委員会の開催風景

樹神

猛暑日に
おける体育・
屋外授業等の
実施判断は？

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。


