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誰もが魅力を実感できる“愛知”を目指して！
！

議員活動３期目がスタート!!
２月の愛知県知事選挙により大村県政３期目がスタートすると共に、私自
身も４月の愛知県議会議員選挙の結果、晴れて３期目をスタートする事が出
来ました。
本県は日本一の産業県として、人口増加を続ける数少ない県の一つであ
りますが、2020年頃をピークに遂に人口減少へと突入し、何も手を打たな
ければ、2060年には現在より150万人少ない600万人程度まで縮小する
と見込まれています。
従って、産業振興や雇用対策のほか、子育て支援や高齢者福祉など幅広
い政策に総合的に取り組み、持続的でバランスある愛知の発展に努めてま
いりますので、皆様の引き続きのご指導・ご支援を宜しくお願い申しあげます。
愛知県政トピックス❶

愛知県議会議員選挙の結果、議会の新たな顔ぶれが決定!!
愛知県議会議員選挙は３月29日に告示され、102議席
（全55選挙
愛知県議会議員選挙結果（豊田市：投票率51.39％）
区）
を争う選挙戦が始まり、過去最高の41議席（26選挙区）が無投
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選挙戦９日間を通じて、市内各所で目指すべき政策を
有権者の皆様へ訴えさせていただきました。

多くの皆様にお支え頂き選挙戦を戦い抜くと共に、
無事に３期目の当選を果たさせて頂きました。

平成31年2月定例議会「日本一元気な愛知」
に向けた予算案が成立!!
愛知県議会2月定例議会は2月25日から始まり、
「日本一元気な愛知」の実現に向けた平成31年度一般会計予算案（2兆
5,124億円）
をはじめ、本県を取り巻く社会経済情勢の変化に柔軟かつ的確に対応し、迅速・着実に取り組むための県庁組織
の見直しなど62議案を最終日の3月20日に可決承認し、閉会となりました。
また、豚コレラへの早期対応や、国庫補助金等の確定に伴う所要の措置、並びに平成31
年度当初予算編成に向けての財源確保に向けた補正予算案、更には児童養護施設入所児
童等の自立支援や子ども食堂への支援のための「子どもが輝く未来基金」の設置など27議
案についても会期中に可決しており、本議会では計89議案を可決承認しました。
その中でも特に来年度予算については、2020年の東京オリンピック・パラリンピック、
2026年のアジア競技大会、2027年度のリニア開業という節目の年にターゲットを置きつ
つ、私が所属しております
「新政あいち県議団」
としても出馬を支持し、
２月に行われた愛知
県知事選挙においてこれまでの最多得票となる約177万４千票を獲得して３期目の当選を
果たした大村知事が、選挙戦を通じて訴えられた「愛知が先頭に立って東京一極集中にス
トップをかけ、
日本の成長を力強くリードしていく」
との想いが込められており、
ジブリパーク
議案説明を行う大村知事
の実現・リニア大交流圏の形成・産業首都あいちなど、12の柱立てから編成されています。

平成31年
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度
県予算のポイント
踏まえ156億円増にとどまる

福祉関係経費が引き続き増加する中、
歳出
社会基盤整備も増額へ
福祉関係経費については、介護給付費負担金などが引き続き増加するほか、
本年10月から実施される幼児教育・保育の無償化に対応するため大幅な増加。
また、道路・河川等の整備についても、安全・安心につながる社会基盤整備を着
実に進めるため増額となった。
なお、本県はリーマン・ショック以降、単年度の歳入だけで歳出を賄うことが
できず、多額の基金取崩しに依存する厳しい財政状況が継続しているが、その
ような中でも県債残高の縮減など、健全で持続可能な財政基盤の確立に向け
着実に歩みを進めていく。

「ジブリパーク」構想の推進
スタジオジブリから基本デザインが平成30年4月25日に提供
され、12月21日に中間の整備構想の概要が発表された。5つのエ
リアのうち、①青春の丘エリア、②ジブリの大倉庫エリア、③どん
どこ森エリアは2022年秋の開業を目指し、④もののけの里エリア、
⑤魔女の谷エリアは遅れて概ね１年後の開業を目指す。
（ 建設委
員会関係）
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歳入の大宗をなす県税は前年度から100億円増の1兆1,817億円を計上。
こ
のうち法人二税は、通商問題の動向等を警戒して慎重となっている県内企業の
平成31年3月期の業績予想を踏まえ156億円の増にとどまる一方、個人県民
税は平成30年度に実施された名古屋市への税源移譲の影響が平年度化する
ことにより85億円減となる。
なお、地方消費税は本年10月から税率が引き上げられる予定であるが、平
成31年度税収への影響はわずかにとどまる見込みである。

「日本一元気な愛知」
「すべての人が輝く愛知」
という大村知事のスローガンのもと、編成された平成31年度の予算には、新政あ
いち県議団が提言した施策が多く反映されています。
中小企業の人材確保と事業承継の推進については、首都圏人材確保支援事業費が新規に計上され、
ＵＩ
Ｊターンの促進、若年者の
就業支援の相談窓口の開設や交流会の開催なども行われていきます。
働き方改革に関しては、啓発活動やセミナーの開催、
テレワークの推進、中でも教員の多忙化解消については、
スクール・サポー
ト・スタッフが配置されます。
命を守る取り組みとしては、災害に関しては、
ゲリラ豪雨への水害や土砂災害について370億円ほどの予算がつき、交通事故対
策として交通実態を踏まえた信号や道路標示・標識の改良が進みます。
また、子どもや女性を守る取り組みとして、性暴力被害者支
援が強化されます。
地域で安心して暮らしていくため、地域包括ケアシステムやオレンジタウ
ン構想が推進されるとともに、子育てについても、保育の受け皿を拡充して
いきます。
さらには、
自動運転の推進、観光交流機能の充実、農林水産物のブランド
化など、愛知の産業の活性化に向けて提言した内容についても予算に盛り
込まれています。
昨年10月16日に、大村知事に対し
「新政あいち県議団」
として提言書を提出
新政あいち県議団は、今後も地域や現場からの声をもとに、建設的な提
言を続けていきます。
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「新政あいち県議団」の提言、平成31年度の施策に！
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県債
2,509億円
国庫支出金
2,022億円

（億未満は切り捨て）

予算総額
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健康福祉費
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教員の多忙化解消に向けた
取り組みを加速
教員のタイムマネジメントの意識向上のための出退勤時刻の
記録の電子化、研修のIT化、単独で部活動の指導や引率を行える
部活動指導員の配置促進、授業準備など補助的な業務を担うス
クール・サポート・スタッフの配置促進といったことを重点に、教員
の負担軽減を図り、質の高い教育を持続的に行うための環境を整
える。
（文教委員会関係）

・ 繰入金
・ 使用料及び手数料
・ 分担金及び負担金
・ 財産収入
・ 寄附金 など
その他 2,087億円
・ 地方譲与税
・ 地方交付税 など

その他 757億円
諸支出金
4,104億円

警察費
産業 建設費 1,798
労働費 2,024 億円
2,109 億円
億円

・ 議会費
・ 振興費
・ 県民文化費
・ 環境費
・ 災害復旧費 など
総務費 745億円
農林水産費 764億円

性暴力被害者への支援策を充実
性暴力被害者支援看護師（SANE、
セイン）の設置促進をはじめとした性犯罪・性暴力被害者支援体制の拡充
を図る。
また、本年４月に施行される改正出入国管理法により、多くの外国人材の就労や居住が想定されることか
ら、外国人県民向けの早期適応研修を愛知モデルとして作成し、外国人県民が安心して暮らせる環境を整備する。
（総務県民委員会関係）

Aichi Sky Expo（国際展示場）を
８月３０日にオープン
中部国際空港エリアに建設中の国際展示場（Aichi Sky Expo）が8
月30日にオープン。展示場を運営する民間事業者から得られる運営権
対価9.5億円を基金として積み立て、その基金を活用して展示場の事
業安定化や新たな展示会需要の創造等を図り運営していく。既に技能
五輪全国大会やワールドロボットサミット等の開催が決まっている。
（振
興環境委員会関係）

Aichi Sky Expo 外観イメージ

児童虐待対策充実、安心の認知症対策の実現へ
増え続ける児童虐待に対して、児童相談センター等の機能強化を進め虐待事案への迅速な対応を進める。
ま
た、認知症に理解の深い街づくり
「オレンジタウン構想」
に基づき認知症の人及びその家族が安心して暮らすこ
とのできる地域社会を実現する。
さらには、骨髄及び末梢血管細胞移植を推進するため、骨髄提供者及び提供者が勤務する事業所に対する補
助制度を創設し、骨髄提供しやすい環境をつくっていく。
（健康福祉委員会関係）

卓越した技能を愛知から発信
技能五輪全国大会・全国アビリンピック2年連続開催
信号のLED化等、
安全設備更新へ
交通事故死者数の減少を目指し、増加する原付・自動二輪車の
事故防止の啓発に重点的に取り組むほか、車両運転中の「ながら
スマホ」の危険性や歩行者保護、高齢者の事故防止など、法令順
守と運転マナー向上を訴える取り組みを実施する。
また、交通事
故の抑止と道路交通円滑化のため、信号のLED化、道路標示・標
識の整備に取り組む。
（警察委員会関係）

「その技に誇りと感動 あいちから」。青年技能者の技術レベル日本一を競う技能五輪全国大会と、障がいのあ
る方々が日頃職場などで培った技能を競いあう全国アビリンピックが11月15日～18日の期間で「Aichi Sky
Expo」
で同時開催される。技能五輪全国大会では、原則23歳以下の青年技能者が機械組み立てや抜き型など
42職種、全国アビリンピックでは、洋裁、家具等22種目で技術レベル日本一が競われる。
（産業労働委員会関係）

「第70回全国植樹祭」は
森林公園にて6月2日開催
愛知県では昭和54年以来40年ぶりに開催される。天皇皇后両陛下のご臨席を賜り、
「お手植え」
・
「お手播き」
や招待者による記念植樹、緑化功労者表彰などが愛知県森林公
園で行われる予定である。新しい天皇陛下が5月1日にご即位され最初の一大行事とな
ることから、国内外から大変注目をされている。
（農林水産委員会関係）

愛知県政トピックス❷

『南海トラフ地震における愛知県広域受援計画』が改定されました!!
平成27年３月に国（中央防災会議幹事会）の「南海トラフ地震における
具体的な応急対策活動に関する計画」
が公表されたのを受けて、
「愛知県
広域受援計画」
が改定されました。
本計画では、発災直後から３日間（物資は１週間）程度を想定した応急
対策活動期において、国の計画に基づいた県外からの人的・物的支援を
受け入れる際の担当機関・手順等について、県の役割を中心に、関係する
市町村や防災関係機関の役割等について定めたものであり、今後は訓練
愛知県広域受援計画のイメージ
県外からの
人的・物的支援
救助・救援、
消火部隊
医療支援
（DMAT等）

人的・物的支援
受入のための体制
輸送ルート確保

要請を待たずに
直ちに行動
（プッシュ型支援）

防災拠点確保
県外からの支援を迅速
かつ円滑に受け入れる
体制を確保することで、
効率的・効果的な災害
応急対策が可能になる。

物資
燃料・電気・
ガス

主な活動内容

1月

2019.1～3

1月

6日

豊田市消防出初式に出席

11日

2月

豊田市消防団70周年記念事業
充実強化大会に出席

3月

24日

3日

国民保護共同実動訓練を見学

連合愛知 春季生活闘争1万人総決起
集会&統一地方選挙総決起集会に出席

『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。

こたま 豊田市

等を通じた検証、施設・資機材整備等の状
況に応じて内容の見直しを随時行ってま
いります。
また、南海トラフ地震の想定規模に満
たない大規模地震が発生した場合でも、
国の応援の状況を踏まえつつ、必要に応
じて本計画の一部又は全部について適用
し、県外からの応援を迅速かつ円滑に受
け入れる体制を確保してまいります。

http://www.kotama.net/

検索

2月

3日

愛知県知事選挙結果報告会に
出席（大村知事３期目当選）

3月 「どんぐりの里いなぶ」を拠点とした

16日

自動運転サービス実証実験に出席

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。

