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　暑さ厳しい日々が続いておりますが、皆様におかれましては、如何お
過ごしでしょうか。
　さて、先月21日に参議院議員選挙の投開票が執り行われ、与党自民
党の圧勝で幕を閉じましたが、その事により新たな政策が実行に移さ
れていく事が予想されますので、地域への影響を注視しつつ、今後の
諸活動に努めてまいります。
　また、愛知県議会では先月３日に６月議会が閉会となりましたが、自
身３度目となる本会議一般質問において、「中小企業支援」と「地域交
通」の充実の必要性を提言させていただきましたが、今後も皆様の声
を頂戴しながら、愛知の発展に努めてまいりますので、引き続きのご支
援・ご指導をお願い申しあげます。

　愛知県では、社会的に弱い立場にいる方たちが、経済的負担の心配がな
く安心して必要な医療を受けられるよう、昭和46年度の75歳以上の高齢者
を対象とする老人医療費公費負担制度の導入を皮切りに、順次制度の改廃・
拡充を重ねてまいりました。
　しかしながら、今後も高齢化の進展などに伴い医療費の増加が予測され
る一方で、生産年齢人口の減少に伴い税収減が懸念されており、県が現在
取り組んでいる行財政改革の『重点改革プログラム（平成23年12月策定）』
に基づき、将来にわたり持続可能な制度とするため、一部負担金の導入や
所得制限の導入についての検討が行われ、現段階での考えが示されました。

　一部負担金について
　医療費無料化を個々の市町村が政策的に実施している事を
考慮すると、全ての市町村が足並みを揃えて制度変更する事
は困難であり、引き続き様々な観点からの議論を継続していく。

　所得制限について
　所得制限の導入については、マイナンバー制度の導入動
向を踏まえながら、この点に関する研究は引き続き深めていく。

福祉医療制度とは？
　一定の要件を満たす対象者の医療保険制
度における自己負担相当額を公費で支給す
る制度です。
　対象者に対して助成する
主体は市町村ですが、県
は市町村が支出した費用の
1/2を補助しています。

一部負担金の導
入は

当面見送り !!

維持可能な制度
に向け、

論議は継続 !!

　将来的には見直しは必要ですが、個
人県民税減税が検討されている現段
階での見直しは、政策に矛盾が生じる
ため、見送りは妥当と判断しています！！

現段階での考え福祉医療事業費の将来推計
単位：億円
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精神障害者医療

母子・父子家庭医療

後期高齢者福祉医療

注：額は公費支給額（県補助対象福祉医療費、高額医療等の調整前の市町村支弁額）

20年後に
約300億円増加

H38 H43

愛知県 社会的 弱 立場 方たちが 経済的負担 心配がな

『福祉医療制度』についての
現段階での基本的考えが提示される！!
『福祉医療制度』についての
現段階での基本的考えが提示される！!

『中小企業支援』と『地域交通』
 の充実に関する提言を実施!!

愛知県政トピックス



事業名 補正予算 事業の概要
愛知県農林公社事業
　資金貸付金損失補償費 144億1,737万円 愛知県農林公社の法的整理に

う金融機関に対する損失補償

緊急交通安全対策費 9,730万円
テレビCMによる広報や啓発
ベントの実施、及び、通学路
事故多発交差点における横断
道の整備　

微小粒子状物質（PM2.5)
          測定施設整備費 3,549万円

県として測定機を14台増設
国・市設置分も含め50台体制
県内を常時監視

海岸漂着物
　　対策推進基金事業費 2億7,073万円

海岸に漂着、又は散乱してい
ごみの円滑な処理や発生の抑
をはかるために、国の補助金
活用して基金を設置

議　員　報　酬 △ 1億2,809万円 議員報酬月額の11％抑制に
る減額

そ　　の　　他 1億8,459万円 療育医療総合センター（仮称
実施設計費など

合　　　計 148億7,740万円
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６月補正予算内容　一般会計総額148.77億円 『中小企業振興基本条例に沿った
 産業振興策の充実』について

平成25年６月定例愛知県議会

（補正後一般会計予算：２兆２,４３４億円）

　６月１４日～７月３日の会期で６月定例議会が開催され、愛知県農林公社の債務整理に関する補
正予算や愛知県政初の女性副知事の選任をはじめ19議案について審議を行い、満場一致で全議
案を可決承認いたしました。

一般質問
　６月議会・本会議において、14名の議員が一般質問のために登壇し、県政に関する諸課題につい
て質問を行いましたが、私も自身３度目となる一般質問を行い、「中小企業振興基本条例に沿った
産業振興策の充実」と「愛知の交通ビジョン」の大きくは２点について、県の取り組みを質しました。

　６月議会において、自由民主党・民主党・減税日本一愛知の３会派が代表質問を行い、民主党愛
知県議員団からは、総務会長の浅井よしたか議員（豊橋市選出・２期）が大村知事に対し、県政運営
に関する諸課題について、大きく８項目について知事の考えを質しました。

　今年度から耐震性の低い住宅を段階的に改修した際の補助や、寝室などの一部
を安全な空間として確保していただく「耐震シェルター」の整備への補助を追加した。
　南海トラフ巨大地震の県内被害想定は、最悪の場合、約２万３千人と想定されて
いるが、その半分以上が建物倒壊によるものであるため、市町村と協力を図りなが
ら、今後も耐震化・減災化の促進に取り組んでいく。

　第３次アクションプランの策定については、国の地震対策大綱等と整合を図りつ
つ、適切に避難するという考え方や、事前防災を進めるための対策についても、しっ
かりと位置付けて行きたいと考えており、最終的には本年度中に第３次アクション
プランを決定する予定である。

　農林公社が実施している農地保有合理化
事業及び分収造林事業は、事業開始時には
予測し得なかった農地価格や木材価格の下
落により、事業終了時において多額の債務
が残ると見込まれる事から、民事再手続き
における再生計画に基づき、債務整理を進
めます。
　なお、金融機関に
対する損失補償とは
別に、県の債権85億
円余から農地・分収
林による代物弁済額を
差し引いた額について
も、債権を放棄します。

主な質問１  『地震防災対策』 について

　国が行っている「設楽ダム建設事業」の検証手続きの中で、報告書案に対する意
見照会があったが、様々な観点から更に幅広く検討していく必要があると考え、中部
地方整備局に回答を猶予させていただくことを申し上げた。
　「設楽ダム建設事業」は、全体で大変巨額な事業費を要するものであり、県にとっ
ても大変大きな負担金や事業費を要するものであり、東三河地域のみならず、名古
屋、尾張、西三河地域を含め、県全体の課題として考えていくことが必要である。
　そうした観点から、県行政全体を預かる知事として、総合的な判断をしていきたい
と考えており、今後、専門家を始め多方面の方々のご意見を頂戴するなどして、回答
時期も含め検討していく。

主な質問2  『設楽ダム建設事業』 について

Q1

『愛知の交通ビジョン』 についてQ2

質問の背景 県内常用雇用者・従業員数の約７割が中小企業で働き、愛知の経
済と産業を支えている。
　県としては、中小企業支援を目的とし、昨年10月に中小企業振興基本条例を
公布したが、その具体的取り組みに対し質問・提言を行う。

質問の背景 愛知県は、交通における自家用自動車の分担率が非常に高く、
その事が県内各地での渋滞や交通事故、更には環境問題へと繋がっている。
　従って、公共交通と自動車交通との共存・連携が必要であり、その具体的な
取り組みについて質問・提言を行う。

輸送機関分担率

愛知県の常用雇用者

愛知県

％

東京都

鉄道

バス・ハイヤー・
タクシー等

自家用自動車

中小企業
（小規模企業

以外）
49％

常用雇用者数
２５９万人

大企業
36％

中小企業
（小規模企業）

15％

大阪府 全国

（注：輸送機関分担率は、2002年調査結果に基づく）

一般質問風景

答弁する大村知事

代表質問する浅井よしたか議員

主な議案

代表質問

住宅の耐震化についてO1-1

　中小企業の厳しい経営環境を踏まえ、今年度の県制度融資において、5,000億
円余の融資枠を設定するとともに、中小企業金融円滑化法の期限終了対策として、
セーフティネット資金に、円滑な借換えに資する10年物の資金を新設するなどの拡
充措置を講じている。
　今後は、金融機関を始め各関係機関としっかり連携を図りつつ、県制度融資の申
込み窓口の拡充など利便性の向上に一層努めるとともに、中小企業の業況や資金
繰りに細心の注意を払いながら、状況に応じて機動的に対応策を検討するなど、中
小企業の資金繰り支援に万全を期していく。

中小企業への資金繰り支援についてO1-1

　県では県内中小企業2,000社を対象として、中小企業の景況等に関するアンケート調査を四半期毎に実施するほか、毎
年度200社以上の中小企業を訪問し、経営現状・課題・行政に期待する支援についての現場の生の声を集約しているが、今
年度は更に多くの中小企業を訪問する事とし、こうした機会においていただいた要望等を踏まえ、今後の支援施策の立案・
実施等に取り組んでいく。

今後の中小企業支援策についてO1-2

　本県では、公共交通を確保・維持するための助成を行うとともに、クルマと公共交通・自転車・徒歩を賢く使い分けるライ
フスタイルを推進してきたが、公共交通の利用促進やパーク＆ライドの
普及促進などに、これまで以上にしっかりと取り組んでいく。

日常生活における移動手段の確保についてO2-1

　鉄道路線が集中する名古屋駅での異なる事業者間を含めた乗継利便
性の向上のための整備、名古屋駅からの豊田市を始めとする拠点都市
及び空港への直通運転や高速化の実施、更にはリニア開業時を踏まえ、
豊橋駅や三河安城駅の積極活用が課題として挙げられる。
　今後は国・市町村を始めとする行政関係者、ＪＲ東海や名鉄といった交
通事業者、さらには地元経済界などと一体となり、引き続き課題整理を
進めるとともに、具体の対応方策についても検討していく。

公共交通の課題と今後の対応についてO2-2
国土交通省への回答を延期した理由についてO2

第3次あいち地震対策アクションプランの策定についてO1-2

会会 農林公社の整理・設楽ダム建設の是非などについて議論を交わす!!農林公社の整理・設楽ダム建設の是非などについて議論を交わす!!



『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 2013.3～7

『こたま 義和』に対するご意見・ご要望をお待ちし
ジ 頃 活動内容

愛知県議会トピックス愛知県議会ト ックス

『議会基本条例』制定に向けて大詰めを迎える！！『議会基本条例』制定に向けて大詰めを迎える！！
　『議会基本条例』の制定に向けて、検討会が議会内に設置された事
は、県政レポート№０７（2013年1月発行）で既にご報告させていた
だきましたが、当初予定では６月議会において制定予定でありました
が、各会派の意見の隔たりが大きく、６月議会での制定を断念いたし
ました。

　しかしながら、検討会
議としての他県の制定
状況調査や、条例に盛
り込むべき内容の各会
派の意見調整も概ね終
了し、議会基本条例（案）が議長より提示されましたので、この議長案をベースとし
つつ、９月議会での制定に向けて、引き続き調整してまいります。

羽布ダム竣工50周年記念式典に
出席

あいちシンクロトロン光センター
開所式に出席

野田前総理・ふるもと伸一郎と
語る会に出席

豊田市文化振興財団大会
（表彰授与式・交流会）に出席

参議院議員選挙結果報告会に
出席（大塚耕平氏Ｖ３達成）

愛知県農業祭献穀事業播種祭に
出席

4月
7日

3月
22日

5月
18日

6月
2日

7月
21日

4月
12日

▲議会基本条例検討会の開催風景

　「議会基本条例」とは、議会のあり方を市民に対して宣言するもので、知事
部局とのなれ合いを廃して競い合うといった趣旨で議会の役割を再定義し、公
開度を上げて説明責任を果たすなど、活性化のための運営ルールを定めるこ
とが特徴となっています。

議会関係例規の体系図

国

愛知県


