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入口
（１階部分）

蓄積リング

ビーム
ライン

線型加速器電子銃

【性能】 加速エネルギー：1.2GeV
 リ ン  グ  周  長：72ｍ
 利 用 可 能 波 長：マイクロ波～Ｘ線
 ビームライン本数：24本まで設置可能
 （当初は産業利用ニーズの高い６本を整備）

見学・展示
スペース

遮蔽壁
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S

ほぼ光速で直進する電子が、電磁石によって進行方
向を変えられた際に発生する電磁波。

非常に強く（通常の計測装置の千倍から百万倍）、　
1台の装置でマイクロ波、赤外、可視、紫外からＸ
線まで連続した波長の光。

　皆様のご支援を頂戴し、愛知県議会議員選挙に初当選させていただき、
早いもので1年が経過いたしました。
　この1年を振り返ってみますと、東日本大震災の影響や歴史的な超円高
水準等により、未曾有の危機の連続でありましたが、議会活動を通じての愛
知県政のチェック・提言を行うと共に、超円高是正や自動車関係諸税の抜本
的見直しについて国への提言を行ってまいりました。
　平成24年度がスタートいたしましたが、皆様からのご意見を頂戴しなが
ら、『誰もが魅力を実感できる“愛知”』の実現に向けて引き続き頑張ってま
いりますので、変わらぬご支援・ご指導をお願い申しあげます。

　愛知県では、産業振興の基盤となる「知の拠点」の整
備をこれまで進めてまいりましたが、本拠点の中核とな
る「あいち産業科学技術総合センター」が2月14日（火）
に竣工いたしました。
　また、産学行政の連携・協力のもと、産業利用を主
目的とした地域共同利用施設として整備している「中部
シンクロトロン光利用施設（仮称）」についても今年度
内竣工予定であり、国等の先端研究・実験施設や成果
を事業化につなげる起業支援施設などの立地・集積に
今後も努めてまいります。

リニモ陶磁資料館南駅 中部シンクロトロン光利用施設（仮称） 
（科学技術交流財団・科学技術振興機構
が共同整備、科学技術交流財団が運営）

所在地 ： 愛知県瀬戸市、豊田市
　　　　（愛知万博跡地）
面　積 ： 約17ha

あいち産業科学技術総合センター 
（県が整備・運営）

●●●●●●●●●●●「知の拠点」あいち産業科学技術総合センターが竣工!!



年 度 被害予測調査
《被害予測調査検討委員会》

災害対応力の検証
《愛知県防災会議地震部会》

23年度 ●地盤調査等データ収集
●災害対応力の現状把握 ●東日本大震災の検証

24年度 ●被害の予測
●災害シナリオの作成

●災害対応力の検証
●地震防災対策のまとめ

25年度 ●地震防災対策の最終とりまとめ
●公表（６月予定）

開業予定年度 平成39年 平成57年

開業区間 東京ｰ名古屋 東京ｰ大阪

所要時間
リニア 40分 67分

新幹線 89分 138分

建設費 5兆４,300億円 9兆300億円

一般会計予算
2兆2,546億円

平成24年度
当初予算 税収不足・県債依存体質の改善が課題

平成24年度おもな事業

　平成24年度の予算を審議する2月議会が2月20日～3月23日の会期で開催され、予算を
はじめ関連条例などの審議を行いました。東日本大震災の影響や超円高水準による企業業績
の悪化に伴い、平成23年度に引き続き厳しい県税収入となる中、行財政改革＆県債発行、更に
は緊急避難的措置によって何とか乗り切ったという予算の内訳となりました。

■給与抑制・事業総点検も追いつかず
①行財政改革の推進により、146億円を捻出
②職員の給与抑制（△3％）によって166億円を捻出
　（議員報酬は予算とは別枠で11％を抑制）
　それでも収支不足を埋めるには遠く及ばず、基金からの繰入運用等の臨時
的・緊急避難的措置で360億円を確保し、何とか予算の編成を行いました。

■県債残高5兆円に迫る勢い
　このペースで推移すると、平成25年度
には県債残高は5兆円超えに。県民一人
当たりの県債残高も70万円弱になり、行
財政改革の更なる推進による自主財源確
保が急務な課題。

産業空洞化対策の推進洞洞 策策対対化化業業 化業空洞化産産業空洞化対策対対産産業空洞 策化対化対空洞洞 策策策策対対産業空洞化対策の産産産業産業業空洞業空洞空洞化空洞化洞化化対化対化対対策の対策の推推進のの 進推進進進のの推推の推進策の推策のののの推進の推進推進推進産業空洞化対策の推進産業空洞化対策の推進
県外企業の誘致・県内企業の海外移転抑制に向けて、
新たに「産業空洞化対策減税基金」を造成し、投資案
件等を支援。
①大規模投資案件の誘致
 （補助限度額： 100億円）
②中小規模の投資案件への支援
 （補助限度額： 10億円）
③研究開発・実証実験への支援
 （補助限度額： 2億円）

大規模地震対策の推進策策対対 推規模地震対策の推進大大規模地震大大規模地震対策の推規規 のの対対 進進震震地模地震対策の策大大規大大規模地震対策の推進推推対対策策の推進進進のの模模 策策 推推規規 対対規規大規模地震対策の推進大大大規模大規模規模地規模地模地震模地震地震対地震対震対震対対策の対策の策の推策のののの推進の推進推進推進大規模地震対策の推進
東日本大震災を踏まえ、本県の災害対応力を検証する
とともに、3連動地震を想定した被害予測調査を引き続
き実施。

りくづくりづした地域づトを活用しクパクインパインパアイアイニアリニアインパクトを活用した地域トトイインパクトを活用したククリリニアインパクトを活用したンニアインパクトを活用した地域パクパク 活を活用した地域したした地た地リリニアインパクトを活用用活用した地ををリリ たたニアインパクトを活用した地域づリリニニアイアアイアインパンンパクパパンパパククトをトを活トを活を活用を活用用活用したしたた地した地た地た地地域づ地域づ りりくくづづ りりづくり域づくづづくづくりりリニアインパクトを活用した地域づくり
平成39年リニア中央新幹線開業を見据え、今後の地
域づくりにおける検討課題を整理。

家庭を応てて育て育て育子育育育育育子子育て家庭を応応を応てて 庭庭 応家庭を応をを応応家家庭をを家家庭を応をを子育て家庭を応援子育子育子育て育育てて家て家庭を家庭を庭を庭を応援を応援援援援応援応援子育て家庭を応援
安心して子どもを生み育てることができるよう、様々な
取り組みを推進。

①「あいち小児保健医療総合センター」
に小児救急専門病床を整備
②待機児童解消に向けて保育所整備
を促進
③延長保育・放課後児童クラブ運
営等への助成
④私立学校に対する助成等の実施

地球温暖化防止対策の実施防防 対対化化化地球温暖化防温暖化防止暖化防止対球温暖化防止対球球温暖地地球温暖化化化 止対止対防防防止止球球球温球温暖球球地地 対対地地地球温暖化防止対策地球地地球温地球温球温球温温暖化温暖化暖化暖化化防止化防止防止対止対止対策策の実のの実策の実策策のの策策策の実施対策の対策の策の実策のののの実施の実施施実施実施地球温暖化防止対策の実施
CO2排出量を削減し、地球温暖化を防止するため、新
たな戦略に基づき、各種取り組みを実施。
①電気自動車＆PHV車の自動車税を
　5年度分免除

②住宅用太陽光発電施設導入経費
　を助成

③森林整備と県産木材利用を促進

歳入
2兆2,546億円

その他
1,548億円

国庫支出金
1,879億円

県債
3,746億円

依存財源

その他
1,937億円

繰入金
2,138億円 諸収入

2,448億円

県税
8,847億円

歳出
2兆2,546億円

警察費
1,568億円
建設費

1,680億円

産業労働費
2,284億円

諸支出金
2,488億円

公債費
3,559億円

健康福祉費
3,592億円

教育費
5,678億円

自主財源

その他 302億円農林水産費 651億円
総務費 740億円

Ⅰ

Ⅱ Ⅳ

Ⅲ Ⅴ

0

1

2

3

4

5

臨時財政対策債等 減収補てん債 通常の県債
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地球温暖化防止
に向けて、産業
部門・家庭部門を
はじめとする各
部門への更なる
支援が必要!!

 県民の意識や行動を変えていくには、地球温暖化問題を広く知ってい
ただく必要があり、そのための啓発活動や、実際の行動につながる「きっかけ作り」、更に
は次世代を担う子ども達への教育が重要である。
　従って、「家庭の省エネ指南書」の配布や、小学校における「ストップ温暖化教室」の
開催等を通じて、地球温暖化対策の重要性を理解いただくよう努めていく。

２月議会
代表質問 知事就任２年目の抱負と決意を問う!!

平成24年度予算案に関して、各議員が議案質疑に立つ

　２月議会において、自由民主党・民主党・減税日本一愛知・公明党の全会派が代表質問を行い、民主党愛知県議員団
からは、団長の中村友美議員（名古屋市緑区選出・７期）が、知事就任２年目を迎える大村知事に対し、今後の県政運
営に関する諸課題について、知事の考えを質しました。

　2月議会・本会議において、平成24年度予算案をはじめ各上程議
案について延べ70名の議員が議案質疑に立ち、私も平成24年度予
算案のうち、『あいち地球温暖化防止戦略2020』についての考えを
質すとともに、更なる取り組み強化を要望しました。
　また、後日開催された所属委員会である『健康福祉委員会』にお
いては、子育て支援・医療＆介護分野における考え等を質し、少子
高齢化対策の更なる取り組み強化を要望しました。
（以下、本会議での議案質疑の要旨をご紹介いたします。）

代表質問する中村友美議員

答弁する大村知事

　地方分権を推進し、地方自らの責任で地域経営が行えるようになることは大切
である。しかし、全国の地方財政が極めて厳しい状況の中、愛知県においても県債
残高は５兆円にならんとし、基金も枯渇状況にある中で、知事は国からの完全独立
を提唱し、国との対立軸を明確にしているが、その事による今後の県政に及ぼす
影響について不安を抱かざるを得ないが、大村知事の考えをお聴きする。

　低炭素化への県民意識の高まりを私自身も感じるが、実際にはパソコン・衣類乾燥機・エアコンの普及等により、家
庭部門における県内のCO2排出量は、1990年度に対し28.2%増加しており、地球温暖化防止に向けて、県民挙げて
の更なる意識・行動変革が必要であるが、県としての取り組みは？

知事答弁 我が国の閉塞した今日の状況は、国に依存する中央集権的な社会システムに因るところが大きく、
その状況を打破していくことが重要であり、とりわけ財政面では、本来、地方の税財源である地方法人特別税を
地方税として復元すると同時に、課税自主権の強化等を通じ、自らの稼ぎでしっかりと地域経営を行っていく、そう
した税財政制度の確立が基本であると考える。
　もちろん、愛知県・名古屋だけが、あるいは東京、大阪など力のある大都市圏
だけが自立を獲得すれば良いと申しあげているつもりはなく、グローバル競争が激
化し、また我が国全体に閉塞感が増す中で、我が国の経済活力を再生し、引続
き牽引していく役割を担うのは大都市圏であり、こうした新しい国の形を作ってい
く上でも、大都市圏がその原動力となっていく必要がある。
　従って、今後も引続き、東京・大阪としっかり連携をとりながら、大都市圏の自
立・独立を含めた真の地方分権社会・地域主権の確立に向けて、日本を前進さ
せていく大きなうねりを引き起こしてまいる所存であります。

環境部長答弁

Q い財政面における国からの独立についてらのらのる国る国からから いていてに いついの独の独けるけるおけおけけけ かか財政面における国から 独立に財政財政財政面財政面政面に政面ににお面におおけにおけけるおけるる国ける国国かる国かから国かららのからのの独らの独の独立の独立独立に独立にに立についについいついいていてていていて財政面における国からの独立について

Q 地球温暖化防止に向けての県の取り組みを問うの県の止に止に のの化防化 り組り組の県の県けてけてけけ地地 化化 の取の取地球温暖化防止に向けての県の取り組み地球地球地球温地球温球温暖球温暖温暖化温暖化化防暖化防化防止化防止止防止にに向止に向向けに向けけて向けてけてのけてのの県ての県県のの県のの取県の取の取りの取り取り組取り組組みり組みみを問うみをみを うううをみ組みをを問みを問を問うを問うう問う地球温暖化防止に向けての県の取り組みを問う



『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
http://www.kotama.net

検索

主な活動内容

Topics●2●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●「航空宇宙産業クラスター形成特区」が国際戦略総合特区に指定!!

国際戦略総合特別区域とは

富士重工業㈱半田・半田西工場地区

川崎重工業㈱岐阜工場周辺地区

三菱重工業㈱大江工場周辺地区

川崎重工業㈱名古屋第二工場地区

三菱重工業㈱飛鳥工場地区

川崎重工業㈱名古屋第一工場地区

中部臨空都市「臨空生産ゾーン」地区

名古屋大学地区

県営名古屋空港周辺地区

三菱重工業㈱
名古屋誘導推進システム製作所地区

豊田市消防出初式に出席 新東名高速道路建設工事等を視察

豊田市政61周年記念式典に出席 民主党愛知県連の定期大会に出席

ゆめリンク愛知国体開始式に出席

豊田市長選挙において
 太田稔彦氏が初当選

1月 1月

1月 3月3月

1月

8 26

3 429

28

　愛知県のほか関係地方公共団体が国に共同申請していた『アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区』が、国際戦
略総合特別区域に指定されました（当地域を含め国内7地域が指定）。
　愛知・岐阜地域では、最新鋭機ボーイング787の主要部品の製造や、国産初の小型ジェット機MRJ（三菱リージョナル
ジェット）の開発など、航空宇宙産業の集積地になっており、特区制度を活用し、当地域の航空宇宙産業の成長をさらに加
速し、アジア最大・最強の航空宇宙産業クラスターを形成することを目指します。

　総合特別区域制度の1つで、新成
長戦略において国家戦略プロジェク
トの1つに位置付けられたもので、
実現可能性の高い先駆的取り組みを
行う区域に、国と地域の政策資源を
集中することにより、我が国の経済
成長のエンジンとなる産業・機能の
集積拠点の形成等を図るものです。

国際戦略総合特区の区域 数値目標（一例）

【写真はMRJ完成予想図（三菱航空機㈱HPより）】

約7,000億円
（平成22年）

約9,000億円
（平成27年）

中部地区の
航空宇宙産業の生産高


