
安心・安全な社会の
構築に向けて

　愛知県議会９月定例会も閉会を迎えましたが、本会議・一般質問にお
いて、超高齢社会に向けた『地域包括ケアシステム』の確立と、交通死
亡事故撲滅に向けた『ＩＴＳ（高度道路交通システム）』の活用について、
県の考えを質しました。
　詳細については県政レポートの３頁目をご参照いただければと存じま
すが、今後も安心・安全な社会の構築に向け、全力で取り組んでまいり
ますので、変わらぬご指導・ご支援をお願い申しあげます。
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　アジア・オリンピック評議会の総会がベトナム（ダナン）において9月25日に
開催され、2026年の夏季アジア競技大会が、日本では1994年の広島以来
32年ぶりに、「愛知・名古屋」で開かれることが決定しました。

　愛知県と名古屋市は、今年５月に共
同で立候補を表明しておりましたが、
開催経費等を巡り調整が難航したた
め、名古屋市が一旦は撤退を表明した
ものの、開催経費850億円・負担上限
600億円・負担割合県２市１で合意し、
共同で開催する運びとなりました。

愛知県政トピックス❶

2026年『アジア競技大会』愛知・名古屋で開催決定!!

　国から『国家戦略特別区域』の指定を受け、県内有料道路８路線
が10月1日から全国の有料道路として初めて民営化されました。
　これまで、対象８路線は県道路公社が管理してきましたが、特別目
的会社「愛知道路コンセッション」が運営権料として県に１,３７７億円
を支払い、料金収受や道路の運営管理を30年間実施していきます。

愛知県政トピックス❷

『有料道路 民営化（コンセッション方式）』がスタート!!

　アジア競技大会は、その
参加選手はオリンピックに
次ぐ数を誇り、競技種目数
ではオリンピックをも凌ぐ、
まさしく“アジア最大のス
ポーツの祭典”です。

アジア競技大会

開催都市決定の様子

①知多半島道路

②南知多道路

③知多
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⑤衣浦トンネル

⑧名古屋瀬戸道路 ⑥猿投
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国際空港
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①～④知多4路線
⑤衣浦トンネル
⑥猿投グリーンロード
⑦衣浦豊田道路
⑧名古屋瀬戸道路

平成58年  3月31日まで
平成41年11月29日まで
平成41年  6月22日まで
平成46年  3月  5日まで
平成56年11月26日まで

路線名 料金徴収期間

日本初!!

柔道（スカイホール豊田）、カヌー・カヤック（矢作川）、サッカー
（豊田スタジアム＆豊田市運動公園球技場）、射撃（愛知県総合射撃場）

豊田市が競技会場として想定されている種目

　民営化スタートに合わせ、中部国際空港連絡道路の普通車料
金が１８０円とこれまでの半額となり、更に知多半島道路（大高―

半田、普通車片道４６０円）で平日の６～９時、17～20時にＥＴＣを使うと３３０円になりました。
　また、４～７年後をめどに、知多半島道路に武豊北インターチェンジが新設され、阿久比
パーキングエリアそばに特産品を販売する大型施設が整備される予定など、今回の民営化が
有料道路と周辺地域の更なる活性化に寄与する事が期待されています。

民営化によるメリット



「一般会計補正予算」について主な議案❶ 「超高齢社会に向けた地域包括ケアシステムの確立」について質問テーマ❶

『交通死亡事故撲滅に向けたITSの活用』について質問テーマ❷

Q ＪＲグループとの連携による大型観光キャンペーン
（デスティネーションキャンペーン）をどのように活用していくのか？

「手話言語の普及 及び 障害の特性に応じたコミュニケーション
  手段の利用の促進に関する条例」の制定について

主な議案❷

「あいち観光戦略」について主な質問
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特定財源  42億14百万円 国庫支出金（10.6億円）、県債（29.94億円）　等
一般財源  10億16百万円 繰越金
　　　　 小計  52億30百万円 
第20回アジア競技大会  25百万円 2026年「第20回アジア競技大会」の開催決定を受け、　　　　　　　 推進費   開催周知・開催に向けた関係者との調整を実施

地域医療介護   基金を活用し、病床機能の転換を進めるための人材育成、

　 総合確保基金事業費  11億54百万円 在宅医療の提供体制の強化、医療従事者及び介護従事者   確保の取り組みを推進
   経済的に困窮している家族における生活実態や様々な

子どもの貧困調査費  47百万円 課題を把握し、実効性のある子どもの貧困対策を行うため、   県内全域において「愛知子ども調査」及び「ひとり親家庭等
   実態調査」を実施

技能競技大会費  20百万円 2023年の「技能五輪国際大会」の本県開催に向けて、   基本構想を策定
   交通事故多発交差点における信号灯器のＬＥＤ化（594本）交通安全施設整備費  1億30百万円 等の交通安全施設を緊急に整備するとともに、可搬式速度交通指導取締費   違反自動取締装置（2式）を新たに購入

その他  38億54百万円 災害時物流体制・避難所運営検討調査費（3百万円）、道路・   街路事業費（20億円）、河川・海岸事業費（10億円）　等
　　　　 小計  52億30百万円 

議案 等
　９月議会が9月21日から10月14日の会期で開催され、「一般会計補正予算」をはじめ36議案、お
よび「平成27年度一般会計決算」をはじめ16会計の決算報告の提案があり、1議案は提案撤回・決
算関連は特別委員会を設置のうえ継続審議となりましたが、その他の議案は全て可決承認しました。

代表質問
　自由民主党・民進党・公明党の３会派が代表質問を行い、民進党愛知県議員団からは幹事長の「か
じ山義章議員（名古屋市熱田区選出・4期）」が登壇し、県政運営に関する諸課題について大村知事の
考えを質しました。 そうだ

愛知へ
行こう!!

　障害のある方が日常生活や社会生活における意思疎通を図るためには、障害の特性に応じた
コミュニケーション手段が利用しやすい環境づくりを進めていく必要があります。また、こうした
コミュニケーション手段の利用は、愛知県障碍者差別解消推進条例の全面施行に伴い、障害のあ
る方に対して合理的な配慮を行う場合や、大規模災害時に障害のある方へ情報を提供する際に
も重要となってきます。
　このため、新たに条例を制定し、言語である手話の普及と障害の特性に応じたコミュニケー
ション手段（要約筆記・点字・代筆等）の利用の促進を図ってまいります。

　平成28年版の高齢社会白書によれば、2015年時点で4人に
1人が高齢者であったものが、2060年には実に2.5人に1人が
65歳以上となり、更に75歳以上の高齢者だけでも総人口の
26.9％を占め、4人に1人が75歳以上となると推計されている。
　また、愛知県においても、国とほぼ同様の2060年では2.8人
に1人が高齢者となると予測されている事から、国が推し進める
「地域包括ケアシステム」の確立に向けて、県として2015年度
からモデル事業をスタートさせたが、事業期間３年に対し、残す所
あと半年となった事から、モデル事業の成果・課題と、団塊の世代
の皆さんが75歳以上となる2025年までの取り組みについて
確認・提言を行う。

　本県の交通事故死者数は昭和44年の912人をピークに、昨年は213人まで減少したもの
の、平成15年から平成27年まで連続して全国ワースト１位という残念な結果となっている。
　また、近年は交通事故死者の減少幅が縮小している中で、交通事故抑止の新たな施策の一
つとして期待されているＩＴＳ（高度道路交通システム）の活用のうち、ナビゲーションシステム
などを通じて得られる車両の位置や速度、走行状況などの情報を集約したビッグデータを活
用する事により、新たな交通安全対策について質問・提言を行う。

一般質問
　9月議会・本会議において、私を含め21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、私からは『超高齢社会に向けた地域包括ケアシステムの確立』と
『交通死亡事故撲滅に向けたITSの活用』について、県の取り組みを質しました。

　本県では、平成30年秋のＪＲグループとの
連携による「デスティネーションキャンペー

ン」の誘致に成功したことから、平成29年度から３ヶ年を大
型観光キャンペーンの実施期間として、首都圏や関西圏を
始め、全国から大規模誘客を図っていく。また、平成29年春
にはレゴランド、秋にはあいち航空ミュージアムが新たに
オープンし、平成30年には名古屋城本丸御殿の全面公開

が予定されている事から、これらの新たな観光施設やイベントと連携し、今回の「デスティ
ネーションキャンペーン」を起爆剤として、観光あいちの発展に取り組んでいきたい。

　本県では地区医師会との連携モデルをはじめ、
複数のモデル事業を実施してきたが、医療・介護関係者や学識
経験者等からは、モデル事業は「概ね順調」との評価である事
から、今後はモデル事業を参考に、日常生活圏域（具体的には
中学校区）を基本単位とし、各市町村でシステムが構築できる
よう支援を行っていく。
　また、介護予防や生活支援の取り組みを進める中で、担い手
の不足やリーダー確保が困難などの課題も明らかになった事
から、ボランティア・ＮＰＯ等との連携体制づくりの役割を担う
「生活支援コーディネーター養成研修会」に加え、今年度より
資質向上を図るための「フォローアップ研修」も行う予定であ
り、こうした取り組みを通じて、県内全域で地域包括ケアシステ
ムが構築できるよう努めていく。

大村知事
 答　弁 　本県では事故集中箇所においてカラー舗装や路面標示など、県独自の

速効対策を推進し、対策箇所における事故件数が約３割減少してきた。
　一方、近年は交通事故死者数の半数を歩行者と自転車利用者が占め、さらにその半
数が自宅から500ｍ以内の身近な道路で亡くなられていることから、交通事故の発生
状況などに基づき、豊田市の越戸地区を始め25市町・31地区を選定し、国・県・関係
市町が連携してエリア対策の検討に着手した。
　今後はビッグデータを活用し、幹線道路における交差点改良に加え、生活道路にお
ける総合的な交通安全対策も実施し、交通事故撲滅に取り組んでいく。

建設部長
 答　弁

健康福祉部長
答　弁

代表質問する
かじ山義章議員

壇上での一般質問風景

答弁する大村知事

(1)愛知子ども調査
　調査内容 ： 子どもの生活実態等に関する事項
　対　　象 ： 県内在住の子どもとその保護者
　　　　　　　　　　　　　　　　35,000人
　 対象内訳
　小学1年生の保護者　　　　　　： 　7,000人
　小学5年生の子どもとその保護者 ： 各7,000人
　中学2年生の子どもとその保護者 ： 各7,000人

(2)ひとり親家庭等実態調査
　調査内容 ： ひとり親家庭の生活実態等に
　　　　　　 関する事項
　対　　象 ： 県内在住のひとり親と寡婦6,000人

「子どもの貧困調査」の概要

地域包括ケアシステムのイメージ

主な質問内容

主な質問内容

医療ケア・
サービスの提供

介護ケア・
サービスの提供

活動の場の提供

通院・入院

地域包括
支援センター
ケアマネジャー

自治会や
ボランティアへの参加

通所・入所医療

住まい

生活支援
介護予防

介護

ITSITS
道路・インフラ 車両

操作・観測観測

通信

ドライバー・歩行者

安心・安全な社会の構築と共に、地域経済の活性化に向けた諸施策の実施へ平成28年9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。

　平成27年度一般会計決算においては、地方消費税率の引上げの影響が平準化した事による税収増などにより、実
質収支は平成26年度に引き続き黒字となりました。
　しかしながら、平成28年度当初予算においては、義務的経費である扶助費が確実に増加し、公債費も高止まり傾
向にある事から、財政調整基金や減債基
金の再活用によって財源を確保しており、
更には県債残高も、主に国の立て替え借
金である「特例的な県債」が半分以上を
占めているとはいえ、５兆円（県民一人当
たり71万円相当）を超えており、依然と
して厳しい財政状況となっております。
　決算内容詳細については、特別委員会
を通じて引き続き精査してまいりますが、
経済・産業の活性化や雇用の確保を進
め、税源の拡大を図るとともに、2014年
12月に策定した「しなやか県庁創造プラ
ン（愛知県第六次行革大綱）」における取
り組みを着実に進め、健全で持続可能な
財政運営を目指してまいります。

「平成２７年度 一般会計決算」について「平成２７年度 一般会計決算」について
愛知県政トピックス❸

連合東海ブロック政策研究集会に
出席

8月
1・2日

豊田おいでんまつり
おいでんファイナルに出席

7月
30日

主な活動内容 2016.7～9

ラグビーワールドカップ2019愛知・
豊田開催支援委員会総会＆ラグビー
フェスタ2016に出席

7月
23日

愛知県戦没者追悼式に出席8月
15日

愛知県豊田警察署落成式に出席9月
2日

あいちトリエンナーレ2016
オープニングレセプションに出席

8月
10日

前年度に引き続き
県税収入１兆円を超す!!

歳入
2兆5,494億円

県税
49％

教育費
23％

公債費
14％

地方消費
税清算金
12％

諸支出金
19％

警察費
6％

総務費 3％
農林水産費 2％

その他 1％
環境費 1％

健康福祉費
16％

産業労働費
8％

建設費
　　　7％

県債
10％

国庫支出金 8％

地方譲与税 5％
地方交付税 3％
繰入金 1％

その他 2％

諸収入
9％

歳出
2兆5,342億円

県税の内訳

県債残高の推移

県民税　・ 個人　　 3,562億円（＋　 72億円）
　　　　・ 法人 　　 668億円（△　224億円）
　　　　・ 利子割　 56億円（△　 10億円）
事業税　・ 個人　　 129億円（＋　 5億円）
　　　　・ 法人　　 2,987億円（＋　155億円）
その他（地方消費税等・自動車税等）
　　　　　　　　　 5,095億円（＋1,313億円）
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
　　合計 1兆2,497億円（＋1,312億円）
　　　　　　　　　　　注：カッコ内は対前年度の増減を表す

注：平成27年度までは決算額、平成28年度は当初予算ベース。

0

1

2

3

4

5

6 （兆円）

（年度）
212019 22 23 24 25 26 2827

■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

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。


