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　昨年は「平成」から「令和」へと時代の大きな変革を迎えたと同時に、豊田
スタジアムでの開催決定以降、地域一丸となって準備を進めてきた『ラグ
ビーワールドカップ』の開催等を通じて、街づくりが大きく前進した一年でも
ありました。
　その一方で、少子高齢化対策や大規模自然災害への備えの充実など、課
題は山積しておりますので、2026年アジア競技大会や2027年度開業予定の
リニア中央新幹線などのビッグプロジェクトを通じて、地域の更なる発展に努
めてまいりますので、本年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 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！！

希望に満ち溢れた新年をお迎えの事と
心からお慶び申しあげます。

明けましておめでとうございます。

次期『愛知県消費者行政推進計画』策定へ!!
愛知県政トピックス①

樹神

　高齢化の進展やスマートフォンの普及等に伴い、消費者問題はます
ます多様化し広範にわたってきています。
　こうした状況の中、県では本年３月に次期「消費者行政推進計画」の策
定を予定している事から、12月議会の県民環境委員会において、これま
での取り組み成果と今後の方針案等について県の考えを質しました。

県民環境委員会の開催風景
安心・安全な消費生活の確保に向け、
愛知県としてどの様に取り組んでいくのか？

Q これまでの成果と課題について

Q  次期計画の主な取り組みについて

　2015年度に「愛知県消費生活総合センター」を設置し、県の相談機能を強化する
とともに、各市町村においても消費生活センターの設立を促進し、５年前の８市から現

在は50の市町村において設置が進み、どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられる地域体制の整備を図ることができた。
　一方、今後も一層の取り組みが必要となる課題として、「高齢者等を消費者被害から守る見守りネットワーク」が12月10日現在で
11市（豊田市を含む）が設置、本県の人口カバー率は58.4％となっていることから、今後はこうした見守りネットワークの仕組みを一
層拡充させていく必要がある。

　広域性・専門性の高い相談にも対応できる体制を強化するとともに、外国人県
民等の増加にも的確に対応するため、多言語による相談体制の構築も図っていく。

　併せて、市町村相談員の研修を充実・強化するなど、県と市町村が一体となって地域全体の消
費者問題解決力を一層強化するとともに、「高齢者等を消費者被害から守る見守りネットワーク」
の設置を働きかけ、地域の見守りネットワークの一層の拡大を図っていく。
　また、不当な取引行為を行う事業者に対する指導を強化し、国や近隣県等と連携をとりながら綿
密な調査と厳正な処分を行うことで、消費者被害の未然防止・拡大防止を図るとともに、消費者教
育の充実や食の安全・安心確保にも努めていく。

県民生活部
答　弁

県民生活部
答　弁



「次代を担うロボット産業の振興」について主な質問❶ 「あいちオレンジタウン構想」の
 次期アクションプランの策定に向けた調査・検討について主な議案

「児童虐待防止に関する取り組み」について主な質問❷

「災害から県民の命・財産を守る強靱な県土づくり」について主な質問❸

Q 甚大な被害を繰り返さぬよう、どのようにハード・ソフト対策を通じた
水防災意識社会の構築に取り組んでいくのか？

Q 2020年開催予定の２つのロボット国際大会の開催を通じ、本県のロボット
産業の振興や世界への発信について、どのように取り組んでいくのか？

Q 児童虐待相談対応件数が９年連続で最多件数を更新している現状から、
児童相談センターの体制強化にどのように取り組んでいくのか？

代表質問
　12月議会が12月３日～20日までの会期で開催され、自由民主党・新政あいちの２会派が代表質
問を行い、新政あいち県議団からは政策調査会長の嶋口忠弘議員（安城市選出・２期）が登壇し、県
政諸課題について県の考えを質しました。

議　案
　「あいちオレンジタウン構想」にかかる次期アクションプラン策定に向けた調査費を含む「一般会
計補正予算」をはじめ32議案を可決承認するとともに、９月議会より継続審議となっておりました 
「平成30年度一般会計決算」をはじめとする全ての決算を認定しました。

　「ロボカップアジアパシフィック大会」と「ワールドロボットサミット」の同時
開催は、本県ロボット産業を国内外に広くアピールし、さらなる振興を図る

上で大きな契機になるものと考えている。
　大会においては様々な最新ロボットやＡＩの展示・体験を展開するほか、会場となる
Aichi Sky Expoや中部国際空港を近未来技術のショーケースに見立て、会場案内や警
備・移動支援などのサービスロボットが活躍する姿をご覧いただくことを計画している。
　また、本県研究者や技術者が世界中の研究者らと交流・連携を図ることで、新たなロ
ボット開発のヒントを得ることができる貴重な機会でもあり、新たなイノベーションの創
出へ繋げていきたいと考えている。

大村知事
 答　弁

　過去の豪雨災害等では、逃げ遅れによる多数の死者や甚大な経済損失が
発生しており、国では「水防災意識社会の再構築」の取り組みが進められ、本

県においても水防災協議会を県内全域で設置し、県や市町村などが一体となって取り組
みを推進している。
　具体的には河川整備計画に基づく河川改修に加え、国の「３か年緊急対策」等を活用し、
堆積土砂や雑木の除去を集中的に実施している。
　また、県独自の取り組みである「みずから守るプログラム」の実施や、防災関係機関が
「いつ」「誰が」「何をするか」を時系列で整理した「水害対応タイムライン」を主要河川に
おいて整備・運用し、更に河川の氾濫の恐れを各市町村長へ直接伝達する「ホットライン」
を構築している。
　今後も各市町村との連携を強化し、「水防災意識社会の再構築」の取り組みを進め、県
民の皆様の安全・安心の確保に努めていく。

大村知事
 答　弁

代表質問する嶋口議員

　児童相談センターの体制強化を喫緊の課題であると認識し、これまでも児童福祉
司等の増員を図ってきたが、国の動向を踏まえると、更に現在の207人から300人

程度に増員する必要があり、そのために2020年４月採用の職員採用試験から、新たに30歳から
59歳までを対象に「特別募集」を行い、より経験豊富で専門性の高い人材を採用する予定である。
　今後も専門職員の計画的な増員を進め、必要な人材の確保を図るとともに、複雑化・困難化す
る事案に対応できるよう、弁護士による相談体制の充実や警察官ＯＢの増員等を行い、質・量の両
面から児童相談センターのさらなる体制強化を図り、未来を担う子どもの命を守ることを最優先
に、児童虐待防止対策にしっかりと取り組んでいく。

大村知事
 答　弁

答弁する大村知事

　認知症施策の取り組みの充実・強化や、「あいちオレンジタウン構想」の取り組みを全県へ波及させるため、次期アクション
プランの策定に向けた調査・検討を実施します。

１. 次期アクションプラン策定調査費（債務負担行為 9,564千円）

2. 若年性認知症実態調査費（債務負担行為 5,409千円）

「平成30年度一般会計決算」について主な決算

○基本理念
地域で暮らし、学び、働く人々が、「認知症に
理解の深いまちづくり」に「じぶんごと」とし
て取り組む社会の実現
○スローガン
「認知症じぶんごとＯＮＥアクション」
○対象地域
あいち健康の森を中心とした大府市、東浦町
全域。ただし、広域展開可能な取り組みにつ
いては、二次医療圏単位や全県で展開
○対象期間
2025年を見据え、国の新オレンジプランの
目標設定年度である2020年度までのアク
ションプランと、2025年度までの中長期的
な取り組みを示す。
○アクションプラン
地域づくりと研究開発の両面から４つのアク
ションプランを掲げ、11の取り組みを推進

　平成30年度決算のうちの一般会計においては、県税収入の増加や地方財政措置の決定増などにより、財政調整基金や
減債基金の取崩しを全額取り止め、財政調整基金に積み立てを行った上で、平成29年度に引き続き実質収支が黒字となり
ました。
　しかしながら、今年度当初予算では、
県税収入が前年度からわずかな伸び
にとどまる一方、医療・介護などの事
業費が引き続き増加することに加え
て、10月から新たに実施された幼児
教育・保育の無償化に対応するため、
扶助費が大幅に増加することから、多
額の基金取崩しにより財源を確保して
います。
　このように依然として厳しい財政状
況ではありますが、今後も経済の活性
化を進め税源確保に努めるとともに、
新たに策定された行革大綱「あいち
行革プラン2020」に基づき、基金残
高の回復や県債残高の抑制を通じて、
健全で持続可能な財政基盤の確立を
目指してまいります。

歳入
2兆5,105億円

県税
49％

教育費
19％

公債費
15％

地方消費
税清算金
11％

諸支出金
18％

警察費
7％

農林水産費 3％ その他 3％
総務費 4％

健康福祉費
16％

産業労働費
8％

建設費 7％

県債
12％

国庫支出金 7％

地方譲与税
5％

地方交付税 4％
使用料および手数料 1％

その他 2％

諸収入
9％

歳出
2兆4,820億円

県税の内訳

県債残高の推移

県民税　・ 個人　　 3,142億円（△　522億円）
　　　　・ 法人 　　 675億円（＋　137億円）
　　　　・ 利子割　 43億円（±　 0億円）
事業税　・ 個人　　 140億円（＋　 3億円）
　　　　・ 法人　　 3,350億円（＋　562億円）
その他（地方消費税等・自動車税等）
　　　　　　　　　 4,926億円（＋　173億円）
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
 合計 1兆2,275億円（＋352億円）
　　　　　　　　　　　注：カッコ内は対前年度の増減を表す

注：平成30年度までは決算額、令和元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71万円の借金

あいちオレンジタウン構想の概要
（2017年9月策定）

目　　的　認知症施策推進にかかる取り組みの充実・強化、全県への波及
策定時期　２０２０年１２月（予定）
計画期間　３年間（２０２１年度～２０２３年度）
検討体制　有識者、医療・介護関係者、関係行政機関等で構成するワーキン

ググループの検討等を経て策定

次期アクションプランの概要

●オレンジタウン構想に基づくモデル事業評価のた
めの調査・分析
●認知症予防、認知症本人や家族に関する調査・分析
●新たな地域づくりに向けた先進事例調査
●国立長寿医療研究センターを中心とした共同研究
のための調査　等

●若年性認知症の診断を受けた人数、相談件数・内容
●若年性認知症本人および家族の生活実態、支援ニーズ、労働状況　等

社会情勢の変化や多様化する行政ニーズへの的確な対応へ!!令和元年12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。

21世紀の豊かなまちをつくる会
　　　　　　　臨時総会に出席

ラグビーワールドカップ2019
　　　　 日本vsサモア戦を観戦

10月
5日

11月
15日

主な活動内容 2019.10～12

愛知県戦没者追悼式に出席10月
2日

12月
7日

12月
16日

第40回 豊田マラソン大会
  記念イベント＆開会式に出席

連合愛知政策推進議員懇談会
　　　　　  総会＆研修会に出席

自動車総連 愛知地方協議会
　　　 「代表者のつどい」に出席

11月
16・17日

　愛知県としてもこれまで大会招致を続けておりました『FIA世
界ラリー選手権（WRC）』が、本年11月に日本（愛知・岐阜）で開
催されることが決定しました。
　過去には、2004年から2009年の中断を挟み2010年まで
の6回にわたり北海道で開催された事もありますが、開催場所を
愛知・岐阜の両県に移し、本州では初開催として再び日本におい
て熱い戦いが繰り広げられます。
　なお、FIA世界ラリー選手権（WRC）とは、フォーミュラワン
（F1）や、ル・マン24時間耐久レースを含む世界耐久選手権
（WEC）などと並び、国際自動車連盟（FIA）が管理する４つの世
界選手権のうちの一つで、1973年以来毎年開催される歴史と
伝統を誇る世界最高峰のラリー選手権であり、2019年シーズンは欧州・北米・南米・オセアニアを含む世界14ヶ国

で開催され、閉鎖された公道で行われ、舗
装路のみならず砂利道や雪道など様々な
路面を高速で走行するため、最も過酷な
自動車競技選手権とも言われています。
　現在は地元企業であるトヨタ自動車も
参戦中である事から、皆さんで大会を盛り
上げていきましょう。

FIA世界ラリー選手権の愛知・岐阜での開催が決定しました!!FIA世界ラリー選手権の愛知・岐阜での開催が決定しました!!FIA世界ラリー選手権の愛知・岐阜での開催が決定しました!!FIA世界ラリー選手権の愛知・岐阜での開催が決定しました!!
愛知県政トピックス②

開催日時　2020年11月19～22日（予定）
大会名称　Ｒａｌｌｙ Ｊａｐａｎ
開催エリア　愛知県内（名古屋市・岡崎市・豊田市・新城市・長久手市・設楽町）
　　　　　  および岐阜県内（中津川市・恵那市）の公道
メイン会場　愛・地球博記念公園（長久手市 ： 通称モリコロパーク）

開催概要

出典：トヨタ自動車㈱

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。


