
　選挙の結果、改選前と同様に過半数を「自由民主党」が確保し、「民主党」は9議席減であるものの第2会派を維持。統一会派「減税日本一愛知」は、
改選前の1議席から19議席へと躍進し第3会派となり、「公明党」は第3会派から第4会派へと後退しました。

　暑さの厳しい日々が続いておりますが、皆様におかれましては、い
かがお過ごしでしょうか。

　さて、４月に行われました愛知県議会議員選挙におきまして、皆様
の暖かいご支援のもと、豊田市選挙区において初当選を果たし、５月
臨時議会・６月定例議会を経て、初の『県政レポート』を発行する事
ができました。

　今後は、『こころ通い合う社会』『たくましく発展する社会』『まじめ
に生きる人が報われる社会』の３つの社会実現を通じ、誰もが魅力を
実感できる“愛知”を目指して頑張ってまいりますので、今後とも変
わらぬご支援・ご指導をお願い申しあげます。
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氏　名 年齢 党派＆当選回数 得票数

中村　　晋

三浦　孝司

倉知　俊彦

樹神　義和

小島　丈幸

岡田　恭和

56

67

79

42

57

51

41,502

36,474

35,622

28,928

28,633

19,981

民主党：現1期

自由民主党：現3期

自由民主党：現10期

民主党：新人

公明党：現3期

日本一愛知の会：新人

愛知県議会議員選挙（豊田市選挙区）
有権者数：323,009　　投票率：60.42　　定数：5

　3月11日に発生した「東日本大震災」以降の選挙自粛ムードにより、県内の平均投票率は42.01％と過去最低とな
りましたが、豊田市選挙区においては、60.42％と県内3番目の高い投票率でありました。
　また、2月に執行された知事選・名古屋市長選での勝利の余勢を駆って、地域政党の候補者が各選挙区で新たに立
候補・当選した事により、民主党は改選前35議席から26議席と激減する中で、皆様の絶大なるご支援を頂戴し、現職
の中村晋氏と共に豊田市選挙区初の2議席を確保する事ができました。
　誠にありがとうございました。

改選後の愛知県議会の情勢について

自由民主党
52議席

民主党
26議席

減税日本一愛知
18議席

公明党 6議席公明党 6議席 無所属 1議席無所属 1議席
☆愛知県議会内
　健康福祉委員会　委員
　安心・安全対策特別委員会　委員
☆民主党愛知県議員団内
　総務会　会員
　健康福祉・文教研究会　事務局長
☆その他
　民主党愛知県第11区総支部　幹事長
　ユタカクラブ議員協議会　副会長
　全トヨタ労働組合連合会　顧問

議員定数
103議席
議員定数
103議席

愛知県議会議員選挙を振り返って!!



減税・原発・中京都構想の具体策に迫る民主・代表質問6月
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設置
6月議会は6月24日～7月15日の会期で議案審議が行われました。知事として初めて政策を盛り込んだ補正予算や
条例など計32議案を審議しました。知事給与削減とともに上程された「知事の政務担当秘書設置」の議案に対して、
その業務内容を明確にすべきとの判断で修正案を可決。他にも「中京都構想」に対する具体的イメージの提示を要
望するなど、知事の公約の実現性・具体性に厳しく迫りました。

■6月補正予算内容　総額1,593億円

お も な 事 業 の 紹 介
耐震改修補助・高校の耐震化推進 未就職卒業者への就職支援＜予算：1億8千万円＞

医療費の自己負担軽減＜予算：224億7千万円＞ 

【授業料補助】
高校1年生・年収350万円未満世帯の
補助を年額+8400円

【学校への補助】
学校運営費補助を生徒1人当たり
年額+5000円

私学助成による教育費負担の軽減＜予算：524億円＞ 住宅用太陽光発電施設導入補助＜予算：1億2千万円＞

①愛知県 48,238基
②埼玉県 38,782基
③福岡県 37,144基
④東京都 36,685基
⑤大阪府 33,969基

歳
　
入

追加の公共事業の建設など
財政調整基金など取崩し
国の補助金など

民間住宅耐震化補助
私学助成　高校耐震化
医療充実　特養ホーム建設
中小企業支援　雇用創出
交通安全施設　豊田署
住宅用太陽光施設補助
地震・津波対策
名鉄西尾蒲郡線補助　他

360
919
314
1,593
517
482
331
 29
9
7
6

212
1,593

歳
　
出

県 債
基金取崩し
そ の 他
　 計 　
建 設 費
教 育 費
健 康 福 祉
産 業 労 働
警 察
環 境
県 民 生 活
そ の 他
　 計 　

民主党県議団を代表して、総務会長の鈴木純氏（稲沢市選出・2期）が大村知事の公
約である「10％減税」「中京都構想」、そして喫緊の課題である「原発問題」につい
て知事の姿勢を質しました。

県税収入の大幅な回復が期待できない中、財政健全化に向けてどのような歳入確保策を
考えているのか。今回の知事給与を削減する一方で政務担当秘書を新設して新たな給
与負担を求めるのは理解できない。知事は公約の「県民税10％」の財源を行政改革によ
るとしているが、10年以上にわたり行革を進めてきた本県にとって財源確保の余地は限られ
ている。防災・福祉など優先すべき政策の実施を見極めて、減税については公約を見
直すべきだ。

政務担当秘書は全国で19都府県で設置実績がある。今般の政治
状況は政治主導で決まることが多く、国会議員や政党各派との連
絡調整が必要となる。そこで今回秘書設置に伴う給与に関する条例
を提案した。
また、県民税10%減税については、庁内プロジェクトチームで議論し
ている。東日本大震災が今後の本県財政に及ぼす影響も含めて秋
に向けて具体の検討を進めていく。

財政見通しと県民税10％減税の優先度についてQ1

知事公約である「中京都構想」の具体的内容が一向に示されない。そんな中で橋下大阪府知事とのシン
ポジウムが開催されるそうだが、知事はそこでどのような考えを示されるのか。具体的イメージがあるなら県
民と議会に対して事前に示すべきだ。県と名古屋市、東三河県庁、県内市町村、中部広域連合構想な

どとの関係についてお聴きする。

中京都構想について

原子力発電施設への対応について

Q2

知事答弁

知事答弁
グローバルな競争の中でこの地域が勝ち抜いていくためには、愛知・名古屋が持つ機能をさらに生かすこと
が不可欠。
具体的にはリニア中央新幹線など将来の広域交通インフラ・物流機能整備など。こうした取組が速やかに
実現できる行政体制のあり方を「中京独立戦略本部」で検討していく。
また、東三河県庁設置による東三河の発展と中京都実現に向けた取組は相乗効果を発揮するものと考える。
近隣県との広域連合に向けては、まず連携できる取組について議論を重ねていく。

今回の福島第一原発事故は、国策として進めてきた原子力政策の見直しを迫
ることとなった。本県は静岡浜岡原発の影響を被る距離に位置していることか
ら、防災計画の見直しに際しては原子力発電施設への対応をどのように位

置づけていく考えか？

これまで本県の地域防災計画では原子力発電所の事故を想定した記述をし
ていなかったが、非常に広範な範囲に影響を及ぼすため計画に反映させる。 
6月に知事部局と中部電力との勉強会をスタートさせた。
浜岡原発に係る情報連絡体制について中部電力と協議を進め、その成
果を地域防災計画に反映させていく。浜岡原発

Q3

代表質問する鈴木純氏

答弁する大村知事

浜岡原子力発電所（中電HPより）

H14

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

33,160 35,269 36,868 37,432 38,067 38,542 40,250
43,547

46,293 47,804
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法人税に依存する本県の税収の回復にはまだまだ時間が掛かり
そうです。必要な事業を実施する財源には、貯金（基金）の取崩し
と借金（県債）で賄う傾向が鮮明に。ついに貯金は枯渇し、借金
は4.7兆円にまで膨れ上がりました。

基金は枯渇　県債残高4．7兆円に

知事給与の30%カット（期末手当は20%）をはじめ職員給与の
3%カットで総額99億円の経費削減になります。これは震災も含
めた現下の厳しい財政状況に対応するためで、今年度限り（～
H24年3月）の条例です。議員報酬11％削減も今年度限定。本
来の議員報酬レベルについては定数削減等の課題も含めて第
三者委員会の議論を経て決めていきます。

知事・職員・議員の給与削減

①昭和56年以前着工の木造住宅に対する耐震改修
工事に最大90万円を補助。 〈予算：10億8千万円〉
補助対象戸数を今回2,222戸増やして年間3090戸に

②平成27年に全校完了をめざして耐震改修工事を
実施。 〈予算：22億9千万円〉
今回、耐震工事を18棟追加し、23年度末には317棟
（耐震完了 77％）になります。

子ども・障がい者・母子父子家庭・高齢者に対する医
療保険の自己負担相当額を支援します。

補助制度を有する市町村に対して、その一部を補助
（5000円/kW）します。
　  ・補助件数 6,000件
 （※昨年実績5,649件）

今春未就職のまま卒業した人を対象に、県の重点分
野への就職を支援します。
[対象] 県が委託した人材育成事業者で
　　　専門技術を研修し、企業で
　　　職場実習した人
[人数] 100名
[処遇] 給与・通勤手当支給

地震防災対策の見直し＜予算：5千8百万円＞ 
東海・東南海・南海地震の連動を想定した本県の被害
予測調査に着手します。
23年度　津波堆積物調査
24年度　液状化など被害予測
25年度　防災対策最終まとめ

19年度18年度 20年度 21年度 22年度

1,4901,406 2,181 4,799 5,649

子ども医療　　［通院］小学入学まで ［入院］中学卒まで

障がい者医療　［身体］1～3級 ［知的］IQ50以下 ［精神］1・2級

母子父子医療　18歳以下の児童のいる母子・父子家庭が対象

後期高齢者医療　寝たきり・認知症等の方を対象に支援

東海地震・東南海地震・南海地震の震源域

東海地震
M8.0

今後30年の
発生確率：87％
（参考値）南海地震　M8.4

今後30年の発生確率：
60％程度

東南海地震　M8.1
今後30年の発生確率：70％程度

（単位：億円）

知事答弁

知事答弁を聞いて 知事就任から半年が経とうとしています。知事公約である「減税」「中京都」について、そろそろ具体
的内容・県民利益などを議論すべきと考え代表質問をしましたが、またまた今回も『具体的にはプロジェクトチームで検
討し秋に結論を出す』との知事答弁にとどまり、政策議論はできず。早く本質的な議論ができるようフォローしていきます。

（参）累計設置基数は全国一

■ 最近5年間の補助件数 （件）



『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、日頃の活動内容をタイムリーにご紹介させていただくため、
　ホームページをリニューアルいたしました。是非一度アクセスしてください。

こたま　豊田市
http://www.kotama.net

検索

　愛知県議会の議員定数は今回より103議席となりましたが、何故か議場の議席番号は104番まであり、その理由を
事務局に尋ねてみると、議席番号42番（死人？）は欠番になっているからだそうです。
　ちなみに、私の議席番号は4番ですが、議長席の右側から左側に向かって、「民主党」・「自由民主党」・「減税日本一
愛知」・「公明党」と会派別の議席が割り振られ、割り振られた議席の前列から当選回数順・年齢順で議席が与えられて
いますので、国会とは少し異なった配席となっています。

愛知県議会なるほどマメ知識 1

【質問の狙い】････････････････････････････････････････････
　行財政改革に関しては、幾度と無く議論が為されてきたが、神田県政
から大村県政へと12年ぶりに知事が変わり、私たち議会としても、4月の
選挙を通じて私を含め多くの新人議員が誕生した。
　また、3月には東日本大震災が発生したが、被災地のみならず、日本国
全体が未曾有の危機を迎えている現状を踏まえ、改めて行財政改革に関
する県の考え方を問うと同時に、今後の取り組みに対する提言を行う。

【主な質問と答弁】･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

　　　健全で持続可能な行財政基盤の確立に向けて
　基金は、ほぼ枯渇している状況にあるが、できるかぎり安定的な財政運営が可能とな
るよう、歳入の確保、歳出の見直しをしっかりと行い、基金残高の回復に努めていきたい。
　県債については、臨時財政対策債のウェイトを過度に高めるのではなく、法人事業税
一部国税化の即時廃止や、地方交付税の原資となる国税5税の法定率引き上げ等によ
る地方一般財源の増額確保が必要であり、こうした点について、引き続き国に対し働き
かけを行っていきたい。

　　　市町村への権限移譲について
　これまで各市町村の意向を把握するため職員が各市町村を個別に訪問し、権限移譲
を推進してきたところであるが、今後についても市町村の自主性・自立性を尊重しつつ、移譲を受け入れやすい環境整
備に更に工夫をこらすとともに、市町村間での移譲事務のバラツキを解消し、できる限り幅広い市町村で受け入れられ
るよう、権限移譲の一層の推進に努めていきたい。

　　　「事業仕分け」の実施について
　事業の見直しについては、4月に庁内に立ち上げた政策評価・事務事業見直しプロジェクトチームにおいて、今後重
点的に改革を進めていく項目を洗い出し、具体的な改革案を作成していく予定。
　「事業仕分け」については、限られた時間の中で見直しの対象事業数も絞られ、その事業に直接携わっていない第三
者が、効率面だけで判断することになりがちといった問題点も指摘されており、どのような形の「事業仕分け」が本県
に相応しいか、引き続き研究していきたい。

【答弁に対する要望】･････････････････････････････････････････････
　市民サービスの維持・向上のためには、地域主権の推進こそが必要であり、二
重行政による無駄を削減し、借金体質である我が国の行政を改革する上でも、財源
も含めての権限移譲の積極的な取り組みをお願いする。
　「事業仕分け」については、未曽有の危機に瀕している今こそ、効率的・効果的
な行政を執り行う事が求められており、研究を速やかに終了し、機を逸することなく
実施に移していくことを切に要望する。

6月議会・本会議において、「行財政改革」に関する一般質問を行いました!!
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Q3

▲自席からの要望風景

歳出規模 県税収入
義務的経費（人件費、扶助費、公債費）
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23,155 23,928 24,321
22,953 22,677

 14,135 13,339 9,608 9,054 8,828

12,131 12,464 11,914 12,402 12,695

歳出規模と県税収入の推移単位：億円


