
県政レポート
No.10
（発行 ： 2013年11月）

・個　人 ････ 3,135億円（＋128億円）
・法　人 ････  　547億円（＋ 48億円）
・利子割 ････ 　　69億円（－ 13億円）

県民税

・個　人 ････  　117億円（－ 　2億円）
・法　人 ････ 1,671億円（＋139億円）

3,716億円（＋ 16億円）

 暑さ厳しい夏が過ぎ去り、秋の深まりを感じる今日この頃であります
が、皆様におかれましては如何お過ごしでしょうか。　
 さて、愛知県議会は、「個人県民税」減税案の可否・一部議員による政
務調査費不正受給問題等により、これまでに無い程の注目を集めてお
ります。
　減税案の可否については引き続きの協議となりましたが、不正受給
問題については、一部議員の問題ではあるものの、議会全体の信用に
も繋がる問題でありますので、二度とこの様な問題が起こらないよう、
制度の見直しも含め議論してまいりますので、引き続きのご支援・ご指
導をお願い申しあげます。

　愛知県の「平成24年度決算」が議会に対し報告がありましたが、一般会計については、
幅広い業種において企業収益が改善したことや年少扶養控除の廃止などにより、県税収入は317億円増加いたしましたが、ピ
ーク時の平成19年度を約5,000億円下回る水準であり、未だ財政的には厳しい状況が続いています。
　また、行財政改革の推進等により、県債残高の内「通常の県債」は減少しているものの、景気の悪化に伴う「特例的な県債」
を平成20年度以降増発した事により、平成24年度において遂に県債残高は5兆円を突破（県民一人当たり　平成23年度末：665,296
円 ⇒ 平成24年度末：698,114円）し、今年度以降も更に増加する見込みであります。

県税収入は回復
傾向に

あるものの、
未だピーク時を

5,000億円下回
る!!

今年度も税収入の大幅な伸びが期待できない一方で、歳出面においては扶助費や公債費などの義務的経
費の増加が見込まれる事から、県内経済の活性化による税収入増を図ると共に、行財政改革の更なる推
進による歳出抑制を図り、県財政の健全化に努めてまいります。
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平成24年度「一般会計決算」の詳細 県税の内訳

県債残高の推移
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9,255億円（＋317億円）合　計

県民税歳 入

歳 出

2兆2,418億円

2兆2,522億円

『個人県民税』減税について激論を交わす!!

愛知 「 成 年度決算」が議会 対 報告が が 般会計

『平成24年度 一般会計決算』が報告される!!『平成24年度 一般会計決算』が報告される!!
愛知県政トピックス



新庁舎 既設庁舎 備考
敷地面積 7,702.61㎡ 県有地・現地建替

庁　　舎
鉄骨鉄筋コンクリート造

地上7階建
9,330.13㎡

鉄筋コンクリート造
地上2階建等
3,592.9㎡

約2.6倍

定　　数 493人（予定） 409人（H25.4.1現在） 約1.2倍

相 談 室
住民相談 4室 1室

6.0倍生活安全 4室 1室
刑 事 7室 1室
交 通 3室

留置施設
少 年 10人

約3.6倍成 人 40人 14人
保 護 室 2人

取 調 室
生活安全 9室 2室

約2.9倍刑 事 20室 6室
交 通 3室 3室

免許・車庫証明 2階1フロアーに集約 免許業務は別棟にて実施 利便性を図る

減税手法等 初年度影響額
個人県民税 1,000円/年を一律に減税 30億円

子育て支援減税手当
児童手当に県単独事業として、
定額10,000円/年を上積

（児童手当同様に所得制限有り）
100億円

計 130億円

　９月１９日～１０月１１日の会期で９月定例議会が開催され、民主党愛知県議員団・幹事長の中村
すすむ議員（豊田市選出・２期）をはじめ全会派が代表質問を行い、県政運営全般に関する諸課題
について知事の考えを質しました。

主な質問１  『個人県民税減税』について

主な質問2  『中期財政見通し』について

答弁する大村知事

代表質問代表質問

Q1-1 個人県民税減税の目的について

個人県民税減税に関する直近の動き

　減税は、大胆な規制緩和と合わせて実施することにより、この地域の経済を活性化さ
せ、地域に人・モノ・カネを呼び込んで「世界と闘える愛知」を実現するための重要な政
策であると考える。
　法人県民税減税については、「産業空洞化対策減税基金」を創設し、日本一の企業立
地補助制度として運用してきたが、来年度からの消費税率引き上げが見込まれる中で、
県民生活をサポートするという趣旨からも、個人県民税の減税及び子育て世帯を支援
するための施策を実施したいと考えている。

Q2-1 県出資法人の経営の健全化について
①リニモを運営する愛知高速交通株式会社については、平成20年度からの第一次経
営安定化策や同社の経営努力などにより着実に改善しているものの、多額の減価償
却費負担や長期借入金返済負担によって、26年度に債務超過、27年度に資金不足
が見込まれることから、沿線市等とともに第二次経営安定化策について調整・検討し
ているところである。

②愛知臨海環境整備センターについては、廃棄物搬入量が当初計画を下回り経営を圧
迫していたため、県及び銀行からの借入金返済の一部繰延べを行うとともに、経費削
減策や料金制度の見直しによる搬入量増加策などに取り組んだ結果、収支は改善し
てきたが、今後もこうした取り組みを続けていかなければならない。

③蒲郡海洋開発株式会社については、今年度は「ラグナシア」のイベント等が好調で、集客・売上が向上しているものの、別荘地等の
分譲事業が進んでいないことが会社の収益を圧迫しており、現在、県を始め主要株主の間で実効性のある経営再建策を幅広く協
議・検討しているところである。

Q2-2 「中期財政見通し」と「予算措置の優先順位」について
　中期財政試算の作成には至らぬものの、県有施設やインフラの維持・更新への対応
として、現在、固定資産台帳の整備を進めており、今後は台帳のデータ等を活用した施
設の現状分析や課題の整理を行い、来年度には中長期的な維持・更新に必要な経費の
見込みを一定の条件の下で試算するとともに、老朽化対策を軸とした基本的な方向性
を取りまとめたいと考えている。
　今後の財政運営における施策の優先順位については、インフラの維持・更新への対
応や社会保障関係経費などの増加が見込まれる中で、緊急性、優先度を考慮し効果的
な施策を推進していく必要があり、こうした考えから、限られた財源を最大限に活用す
るため、行財政改革の更なる推進を図るとともに、将来発展を見据えた産業振興策を
充実する事により、教育、福祉、社会基盤などの充実に取り組んでいく。

Q1-2 減税財源の確保について
　本県では平成１１年度以降、職員定数の約４分の１を削減し、公の施設数も半分以下
にするなど、これまでに約6,000億円の大きな行革効果額を生み出し、直近では現行

の「第五次行革大綱」及び大綱を深掘りする「重点改革プログラム」に基づき、平成23年度には190億円、24年度には146億円、そ
して25年度には172億円の行革効果を生み出した。
　平成26年度に向けても、こうしたこれまでの実績も踏まえ、引き続き行革に取り組む事により、さらなる行革効果を積み上げ、25
年度当初予算において財政調整基金に積み立てた60億円を含め、26年度に向けて減税財源を確保したいと考えている。

代表質問する中村すすむ議員

経営安定化策検討中のリニモ

　知事より再提示された「個人県民税の
対応方針」については、各会派内での議
論を行っている最中ではありますが、私
個人としては、一律1,000円/年の減税
は効果等が見込めないため否定的ですが、
子育て支援減税手当の創設については、
子育て家庭の財政的支援という意味で、
一定の効果は期待できるのではないかと
思っております。
　但し、この見直し案についても、大村知
事は議会内の理解が得られた段階で、議
会に正式に提出する旨を表明しておりま
すので、12月議会に正式
に提案されるかも不透明で
すが、多くの皆様からご意
見を頂戴しながら、最終的
な判断をしたいと思います。

8月23日

9月4日

9月18日

10月1日

知事より個人県民税1０％・５％減税案が示される

民主党愛知県議員団として、知事提案に対し会派見解を提出

知事より改めて「個人県民税減税の対応方針」が示される

９月議会での条例案提出を見送る旨を知事が表明
（但し、12月議会での可決に向けて、引き続き協議は行われると予想される）

 平均減税額 初年度影響額
一律10％減税の場合 8,300円/年 264億円
一律5％減税の場合 4,150円/年 132億円

【民主党愛知県議員団の見解概要】
　•一律減税の効果は限定的、またその財源も不明確であり、原案は容認できない。
　•県政の重要課題に財源を使うべき。
（後日、自民党愛知県議員団からも、減税案に対する反対意見が提出される）

主な意見書  『自動車取得税及び自動車重量税の廃止』 について

主な議案  『豊田警察署庁舎建築工事』について
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▲グラフ出展先：日本自動車工業会

▲豊田警察署新庁舎完成予想図

「平成24年度決算」を除く22議案及び意見書等が審議され、平成21年度よりスタートした「あい
ち森と緑づくり税（年間500円）」の５年間継続をはじめ、全ての案件が満場一致で可決承認され
ました。なお、「平成24年度決算」については、特別委員会を設置し継続審議する事となりました。

議案 等議案 等

　自動車には取得・保有・走行時にそれぞれ何種類もの税が課せられており、来年度
から消費税率の引き上げが見込まれる中で、二重課税等の問題が解決されない限り、
自動車ユーザーの負担が一層増大すると共に、国内自動車市場の縮小・低迷により、
深刻な雇用問題を招く事が懸念されており、次の２点を国に対し要望しました。

　現在の豊田警察署は建設後44年が経過し、耐震工事が必要であるとともに、
免許更新スペースの狭隘・住民からの相談場所や留置施設等の不足、更には
治安情勢の悪化への対応など、様々な問題を抱えているため、新庁舎を建築す
ることにより、警察官増員による警察力の強化や治安基盤としての施設整備を
行います。

1. 消費税率引き上げに当たっては、自動車取得税及び自動車重量税
を確実に廃止すること

2. 二税の廃止に伴う代替財源については、地方財政に対し影響を及ぼ
さないよう措置すると共に、安易に自動車税等の増税を行わないこと

工事請負契約金額 １７億５,５６０万円
工事請負契約者 大日本土木・大井特定建設
 工事共同企業体

平成27年7月に
完成予定

個人県民税減税に関する議論は12月議会に持越し？個人県民税減税に関する議論は12月議会に持越し？平成25年９月定例愛知県議会



『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

ただいており

来年度に向けた「施策・予算に対する提言」を知事に提出！！来年度に向けた「施策・予算に対する提言」を知事に提出！！

　本県の経済状況は、輸出関連企業の堅調な回復ぶ
りを反映し、企業収益や雇用情勢に回復の兆しが見え
るものの、その果実は勤労者の賃金や地域経済にま
で反映されておらず、依然として将来不安を抱えなが
らの生活を余儀なくされています。
　また、本県の財政基盤は５兆円を超す県債残高を抱
えている事に加え、道路・橋梁等の老朽対策費や社
会保障費の増加等により、今後も更なる支出が見込まれる中で、民主党愛知県議員団は、勤労者・生活者の
視点に立ち、安心安全で活力ある社会づくりに向け政策実現にこれまで努めてまいりましたが、「持続する力強
い愛知づくり」の実現に向けて、今回の提言が確実に実行されるよう引き続き努めてまいります。

▲政務調査会での提言書検討風景

民主党愛知県議員団トピックス

持続する力強い
　　  愛知づくりのために

1 行財政改革と地方の自主・自立の推進
将来にわたり持続可能な財政構造を構築するため、
一層の財政健全化等に取り組むこと

2 安心して安全に暮らせる愛知づくり
大規模災害発生時に向けた対策の推進を図ると共
に、交通事故対策や犯罪抑止等に取り組むこと

3 産業振興と人材育成及び
雇用創出の推進

次世代成長産業（次世代自動車・航空宇宙・新エネ
ルギー・健康長寿等）の振興を図ると共に、県内中
小企業支援・就労支援等に取り組むこと

4 環境先進県としての持続可能な
社会の構築

次世代自動車の普及とインフラ環境の整備、及び、
ＥＳＤ会議開催に向けた各種啓発活動の推進

5医療・福祉・介護の充実
勤務医・看護師不足対策や、超高齢化社会に向けた
「地域包括ケアシステム」の構築等に取り組むこと

6ゆきとどいた教育と子育て支援
35人学級の拡大等による教育環境の整備を図る
と共に、待機児童対策や病児＆病後児保育等の充
実を図ること

7国際競争力強化と地域活性化
リニア中央新幹線開業を見据え、リニアインパクト
を活かした構想を早期策定すると共に、道路・空港・
港湾整備等に取り組むこと

8愛知の特色を活かした
農林水産業の推進

農林水産業の６次産業化や農商工連携等の促進を
図ると共に、三河湾の環境改善や森林整備に取り組
むこと

主 な 提 言 内 容

Facebookも
始めました!!


