
　昨年はトランプ氏のアメリカ大統領就任によって世界情勢が大きく
変化し、国内においても民進党の分裂により一強多弱の政治体制に拍
車が掛かるなど、政治面では混乱を極めた一年でした。 
　現在、我が国は人口減少が加速度的に進み、担い手不足や社会保
障制度の持続性確保などの問題を抱えており、政治の停滞は許されな
い状況にあります。 
　従いまして、引き続き「誰もが魅力を実感できる“愛知”」を目指し頑張
って参りますので、本年も変わらぬご支援・ご指導をお願い申しあげます。

希望に満ち溢れた新年をお迎えの事と
 　　　　心からお慶び申しあげます。

明けましておめでとうございます。
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　交通事故を少しでも減らそうと様々な活動を行った結果、昨年は全国統一的な統計を開始以降、県内交通事故死者数は
過去最少となったものの、残念ながら昨年も全国最多となり、15年連続ワースト１位という結果となりました。
　そこで、今年こそはワースト１位返上に向けて、現在、産学行政連携により取り組んでいる『自動車安全技術プロジェクト
チーム』の活動内容をご紹介します。

　トヨタ自動車㈱が保有するプローブ情報の提供を受け、ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）
作動データ等を、事故が発生し易い場所への交通安全対策に活用しています。

愛知県政トピックス❶

産学行政連携による『自動車安全技術』向上への取り組み

▲刈谷ハイウェイオアシス・遠隔型自動運転実証実験の様子
　　　　　　　　（車内運転席は無人）

1. プローブ情報活用ワーキング

　出合頭の交通死亡事故や自転車死亡事故の分析、更にはタクシーのドライブレコー
ダーの事故映像を分析し、交通事故の防止や事故数減少に資する自動車安全技術の開発
支援に繋げています。

2. 事故分析ワーキング

　警察庁の新ガイドラインに沿った、遠隔型自動運転システムの実験を
含む実証エリア（今年度は豊田市を含む10市町）を定め、自動運転に係る
最新技術・ノウハウを蓄積。

3. 自動運転実証実験・支援
❶ 自動運転実証実験の推進

　昨年９月に国家戦略特区事業の認定を受け、国と連携して自動運転実
証実験の実施手続きのワンストップ機能を強化。

❷ あいち自動運転ワンストップセンター

　民間事業者と市町村等とのマッチングにより、県内各所での自動運転
の実証実験を推進。また、自動運転に係るイノベーションの誘発により、新
たな事業を創出し、オールあいちによる自動運転の社会実装を目指す。

❸ あいち自動運転推進コンソーシアム

遠隔操作拠点

 昨年12月には、
全国初となる公道での

遠隔操作による
自動運転実証実験も

幸田町で実施

ＡＢＳが作動し易い場所は、
道路形状等に何らかの原因

があるはず…!!　　　



「南海トラフ地震対策」について主な質問❶ 「あいちオレンジタウン構想推進に関する調査」について
　　  ～国立長寿医療研究センターの機能強化に向けて～

主な議案❶

「平成28年度一般会計決算」について主な議案❷

「地域包括ケアシステムの推進」について主な質問❷

Q 国は南海トラフ沿いで異常現象が観測された場合の新たな防災対応に
動き出したが、この一連の動きに対し本県はどのように対応するのか？

「ラグビーワールドカップ２０１９」について主な質問❸

Q 大会開催まで残り２年を切り、豊田スタジアムでの対戦カードも
公表されたが、大会成功に向けての県としての取り組みは？

Q 地域の住民の方々に地域包括ケアシステムの理念を知っていただき、地域で高齢者を
支える担い手となっていただくために、どのような取り組みを進めていくのか？

１. 支援調査の内容

2. 調査期間

代表質問
　12月議会が12月1日から12月20日までの会期で開催され、自由民主党・民進党の２会派が代
表質問を行い、民進党愛知県議員団からは政策調査会長の天野正基議員（小牧市選出・3期）が登壇
し、県政運営に関する諸課題について県の考えを質しました。

　12月議会では『あいちオレンジタウン構想推進に関する調査』を含む『一般会計補正予算』をはじ
め47議案の提案があり、９月議会から閉会中継続審査となっていた『平成28年度一般会計決算』を
はじめ16会計も含め、慎重審議の結果、全ての議案を可決承認しました。

　認知症の人が住み慣れた地域で暮らし続けることができる「認知症に理解の深いまちづくり」（あいちオレンジタウン構
想）の実現を目指し、国立長寿医療研究センターの認知症リハビリテーション機能等の強化を図るため、構想推進のコーディ
ネーターを担う県として、老朽化・狭隘化した病棟の建替計画等に関与し、支援するための調査を実施します。

議案 等

補正予算額
1,800千円

　気象庁が11月から運用を開始した、南海トラフ沿いで異常現象が観測され
た場合の「南海トラフ地震に関連する臨時情報」に対する本県の対応としては、

先ずはこの情報を市町村や防災関係機関に対し確実に伝達するとともに、県民の皆様に対し
ては、家具の固定や避難場所・避難経路の確認など、日頃の地震への備えについて再確認い
ただくよう広く呼びかけを行う。
　また、新たな防災対応の具体化に向け、国がモデル地区での検討を実施しており、この地域
でも中部経済連合会などを構成員とする「南海トラフの地震観測に基づく新たな防災対応中
部検討会」が設置され議論が開始されたので、本県としても、より実効性のある対応となるよ
う、必要に応じて意見を述べるなど、積極的に協力していく。

大村知事
 答　弁

　大会機運の醸成に加え、選手や観戦客をスムーズに
会場へ送り届けるための交通輸送計画やボランティア

の募集・育成など、運営を支える部分での準備も本格化させる。
　また、豊田スタジアムでプレーする各国代表選手が持てる力の全
てを発揮できるよう、最高のコンディションを提供するとともに、国内
外からの観戦客の誘客、おもてなしに地域を挙げて取り組み、感動
を呼び起こし、記憶に残る大会となるよう万全の準備を進めていく。
　更に2019年には「あいちトリエンナーレ」も開催されることから、
愛知から世界に向けて、芸術とスポーツを発信し、愛知を大いに盛り
上げていきたい。

大村知事
 答　弁

代表質問する天野議員

　現在、各市町村では地域の生活支援サービスの充実・
担い手の拡大に向け、ニーズの把握や担い手の養成研修

などを行う「生活支援コーディネーター」の配置を進めており、県では
その養成や資質向上を図る研修を実施してバックアップしている。
　今後も、地域における支え合いへの参加を促進する普及啓発や人材
育成などに取り組み、地域包括ケアシステムの構築をしっかりと進める
ことで、健康寿命を伸ばし、自らの意欲や能力に応じて活き活きと暮ら
せる生涯現役社会、すべての「人が輝く愛知」の実現を目指していく。

大村知事
 答　弁

答弁する大村知事

・ 病院機能強化等のための建設計画の検討
・ 病棟建替に向けた資金調達手法等の検討

平成３０年２月～平成３１年１月

地域包括ケアシステムのイメージ

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

○あいちオレンジタウン構想とは？
　　保健・医療・福祉の専門機関が集積する「あいち健康の森」とその周辺地域が一体となって「認知症に理解の深いま
　ちづくり」の先進モデルを目指す取り組みであり、愛知県は取り組み推進のコーディネーターを担う。
○国立長寿医療研究センターについて
　　同構想において中核的な役割を担っているが、老朽化・狭隘化が課題となっており、外来棟については平成29年度
　中に竣工予定であるが、病棟に関しては建設費の高騰等の影響を受け、平成32年度着工が困難な状況。

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

　平成28年度一般会計決算においては、県内企業収益が堅調であったことに加え、地方法人特別税（国税）の3分の1が
県税に復元された影響が平年度化したことにより、法人事業税が前年度と比較し大幅な増収となったことなどから、実質収
支は平成27年度に引き続き黒字となりました。
　しかしながら、今年度当初予算にお
いては県税収入の大幅な減収が見込
まれる一方、義務的経費である医療・
介護などの扶助費が増加し、多額の
収支不足が見込まれたため、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
70万円相当）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。
　今後は経済・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。

県税収入が5年連続の
増収も、未だ厳しい

財政状況は変わらず!!

歳入
2兆4,655億円

県税
51％

教育費
23％

公債費
15％

地方消費
税清算金

11％

諸支出金
17％

警察費
7％

農林水産費 3％ その他 1％
総務費 3％

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
2兆4,655億円

県税の内訳

県債残高の推移

県民税　・ 個人　　 3,494億円（△　 68億円）
　　　　・ 法人 　　 599億円（△　 69億円）
　　　　・ 利子割　 32億円（△　 23億円）
事業税　・ 個人　　 133億円（＋　 5億円）
　　　　・ 法人　　 3,408億円（＋　420億円）
その他（地方消費税等・自動車税等）
　　　　　　　　　 4,997億円（△　 98億円）
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
　　合計 1兆2,663億円（＋167億円）
　　　　　　　　　　　注：カッコ内は対前年度の増減を表す

注：平成28年度までは決算額、平成29年度は当初予算ベース。
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■特例的な県債
■通常の県債

県民一人当たり
約70万円の借金

安心・安全で活力ある社会づくりを目指して!!平成29年12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。

豊田市駅前通り北地区市街地
再開発「ＫｉＴＡＲＡ」竣工式に出席

豊田マラソン大会開会式に出席11月
19日

11月
22日

主な活動内容 2017.11～12

豊田市社会福祉大会に出席11月
18日

国道153号豊田北バイパス
『平戸大橋』名称決定表彰式に出席

12月
16日

12月
19日

連合愛知政策推進議員懇談会
　　　　　　　　　 総会に出席

地方自治法施行70周年
　　　　　　　記念式典に出席

12月
10日

　世界の航空機需要は今後20年で2倍以上になると見込ま
れるなど、航空宇宙産業は大きな成長が期待される産業です
が、中部地域は国内航空機部品の約５割を生産するなど、航
空宇宙産業の集積が厚い地域となっております。
　また、その中でも愛知県は国産初のジェット旅客機「MRJ

（三菱リージョナルジェット）」の生産拠点となることから、県
営名古屋空港周辺を航空機の開発・生産の場という役割に加
え、人材育成＆産業観光の場を目指し、見学者の受入拠点施
設の整備を進めてまいりましたが、11月30日に『あいち航空
ミュージアム』としてオープン致しました。

「あいち航空ミュージアム」がオープンしました!!「あいち航空ミュージアム」がオープンしました!!
愛知県政トピックス❷

県内航空宇宙産業の振興について
　航空宇宙産業は関連する技術分野の裾野が広いため、他産業への
技術波及効果が高く、技術の高度化を先導する重要な産業であるこ
とから、愛知県では今後も産学行政連携による研究開発や、裾野を支
える中小企業の新規参入・人材育成支援などを推進し、航空宇宙産業
クラスターの形成促進に積極的に取り組んでまいります。

『ＭＲＪ試作初号機』初離陸の様子
（撮影：愛知県 2015年11月11日）

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。


