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　昨年の衆議院議員選挙で民進党は分裂し、私たち地方議員の政治
基盤となる国政政党の動きは迷走を深めています。
　こうした状況の中で、愛知県では政党の枠を超え地域に根差した政
策の実現を目指し「新政あいち」が設立され、県議会内会派も「民進党
愛知県議員団」から「新政あいち県議団」へと移行いたしました。
　今後は「新政あいち」を核として、仲間の議員との連携をこれまで以
上に図り、「誰もが魅力を実感できる“愛知”」を目指し頑張ってまいり
ますので、変わらぬご支援・ご指導をお願い申しあげます。

地域に根差した政策の実現を目指し

『新政あいち』が設立される!!

2月定例会一般質問❶

　人口減少に伴い、今から約40年後には水需要は約4割減少すると推計され
ており、水道事業の経営状況悪化が懸念されています。また、施設の老朽化・
耐震化対策も遅れていることから、水道事業の長期安定的な運営に向けた
県の考えを質すとともに、早期対策を講じるよう要望いたしました。

　施設管理上の基礎的事項を記載した台帳は、計画的な施設の更新などの
基礎となる有用な情報であるが、愛知県下の整備状況と今後の対応は？

『水道事業の長期安定的運営』に関する県の考えを問う!!

Q1 水道施設の台帳整備について

　水の安定供給には、財政収支の見通しを試算
し、計画的に施設を更新するよう努める必要が
あるが、愛知県下の現状と今後の対応は？

Q2 水道施設の計画的な更新について

　本県の水道供給は56事業で実施され、その内、台帳整備を行っているのは約６割となっている。
　今後予定されている「水道法の一部改正」において、水道事業者等に台帳を整備することや、点検を含む施設の維
持・修繕を行うことが義務付けられる見込みであることから、県としては立入検査等において台帳整備や施設の維持・
修繕を適切に実施するよう指導・助言していく。

本会議場における壇上からの質問風景

保健医療局長 答弁

　料金の値上げ抑制・大規模自然災害時の対応力強化等に向け、広域化・
官民連携は有効な手段であると考えるが、県としての考えと今後の対応は？

Q3 水道事業の広域化・官民連携について

　各水道事業間での水道料金等に格差があるこ
とから、先ずは隣接市町村間で施設管理の一体化等の広域化を進める
とともに、官民連携については、先進事例を情報提供するなど必要な助
言・支援を行っていく。

保健医療局長 答弁

　施設の更新需要及び財政収支を見通し
た上で財政計画に反映している事業者は約16％となっている。
　今後、高度経済成長期に整備された施設が更新時期を迎える
ことから、計画的に施設更新するよう指導・助言していく。

保健医療局長 答弁

30年後、
水道料金は

６割の値上げ
が必要？

（日本政策投資銀行の試算による）



法人二税は平成28年度の水準にまで回復するに至らず!!歳入

平成30年度の予算編成にあたって（知事提案説明抜粋）

平成30年度当初予算における主要事業（予算の柱立て）

 県税
1兆1,717億円

県債
2,610億円

諸収入
2,173億円 地方

消費税
清算金
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その他
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県税の内訳県民税
　・ 個人　　 3,145億円（－458億円）
　・ 法人 　　 577億円（＋133億円）
　・ 利子割　 34億円（＋ 2億円）
事業税
　・ 個人　　 137億円（＋ 3億円）
　・ 法人　　 2,955億円（＋432億円）
その他（自動車税・地方消費税等）
　　　　　　 4,869億円（－ 72億円）
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
合計 　1兆1,717億円（＋040億円）
　　　　　　注：カッコ内は対前年度の増減を表す
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自席からの発言風景

「環境首都あいち」の確立
★「あいち地球温暖化防止戦略2030」の推進
　（詳細は次ページを参照ください）
★低炭素水素サプライチェーンの推進
★環境学習の実施
★食品ロスの削減
★生物多様性保全の取り組み 等

中京大都市圏

医療・福祉 観光あいち・魅力発信

人財力の強化

文化・スポーツの振興 安心・安全 その他主要事業

県債残高の推移 ■臨時財政対策債等
■減収補てん債　■通常の県債
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歳出 単年度の歳入だけで歳出総額を賄う事できず!!

県民一人当たり
約71万円の借金

　歳入の大宗をなす県税は、法人
二税の増を見込む一方、名古屋市
への税源移譲による個人県民税
の減により、前年度からほぼ横ば
いとなる1兆1,717億円を計上。
　また、平成29年度に大幅な減収
となった法人二税は、565億円の
増を見込んでいるが、外形標準課
税の拡大などにより、企業収益が
税収増につながりにくくなってお
り、減収前の平成28年度の水準に
まで回復するに至っていない。
　県債については、社会資本整備
などに充当する「通常の県債」は、
行革大綱に基づき着実に残高が
縮小しているものの、国の立替借
金である「臨時財政対策債」は更に増加し、総額で5兆3,762億円（県民一人当
たり：約71万円余）であることから、借金体質からの脱却が急務の課題。

　2月20日～3月26日の会期で2月定例議会が開催され、平成30年度の『一般会計』『特別
会計』『企業会計』各予算案や条例改正等の提案があり、慎重審議の結果、すべての議案を可
決承認いたしました。

予算

提案説明を行う大村知事

　本県には強い経済基盤に支えられた恵まれた雇用環
境に加え、高い交通利便性や充実した教育環境、大都市
圏にありながら比較的安価で良質な住宅、豊かな自然な
どがあり、このバランスのとれた「住みやすさ」を背景に、

人口は753万人を突破しました。
　こうした日本一元気な愛知が先頭に立って東京一極集中にストップをかける、そして、日
本の活力を取り戻し、日本の成長を力強くリードしていく、そうした思いをもって予算編成
にあたったところであり、平成30年度当初予算は、知事選挙で県民の皆様にお示しした政
策集と、「あいちビジョン2020」を踏まえ、予算の柱立てを作らせていただきました。

　義務的経費のうち、人件費は退職手当の支給水準引下げを見込む一方、
人事委員会勧告に基づく給与の増額改定などにより、若干の増となる。
　また、扶助費については「障害者自立支援介護・訓練等給付費負担
金」や「後期高齢者医療費負担金」等の伸びにより増加が続いており、
公債費についても、過去の特例的な県債の増発に伴う満期一括償還
分の減債基金への積立金などが増加しており、高止まり傾向にある。
　投資的経費については、「愛知県国際展示場」や「芸術文化センター」

「医療療育総合センター」などの施設整備のほか、皆様の安全・安心に
つながる社会基盤整備を引き続き着実に進める事から増額となる。
　今回の予算編成では1,283億円という多額の収支不足が見込まれたが、減収補填債を
1,000億円規模で発行することにより、平成29年度に予定していた基金の取り崩しを取り止め、
その全額を再活用する等して、2か年にわたる財源調整を行い収支不足に対応!!
　本県の財政運営は、年度内に財源を確保して、翌年度当初予算の収支不足に対応することを繰
り返しており、単年度の歳入だけで歳出を賄うことができないことから、依然として厳しい財政状
況が続いております。

一般会計予算の概要
２兆4,940億円

（対前年度：９8．9％）

★名古屋駅のスーパーターミナル化
★中部国際空港や三河安城駅のアクセス向上調査
★港湾物流機能強化
★名古屋環状2号線を始めとする道路網の整備
★ジブリパーク構想の推進 等

産業首都あいち
★ワールドロボットサミット2020開催準備
★航空宇宙産業の海外販路拡大支援
★自動車の自動運転実証実験の実施
★企業立地の推進
★産業空洞化対策減税基金
★中小企業の支援 等

★「オレンジタウン構想」の推進
　（認知症対策）
★地域包括ケアシステムの構築支援
★国民健康保険制度の安定的運営
★子ども・子育て支援
★ノーマライゼーションの推進 等

★アジア競技大会（2026年）開催準備
★ラグビーワールドカップ（2019）開催準備
★全国高等学校総合体育大会の開催
★愛知県立新体育館の基本計画策定
★文化芸術振興条例に基づく
　文化芸術の振興（本議会で制定） 等

★被災者生活支援法の対象外世帯への補助制度創設
★消防学校の訓練施設整備
★民間住宅耐震改修補助制度の充実
★運転マナー向上
★信号機のLED化
★交通安全施設の整備 等

★地方分権・行政改革の推進
★農林水産業の振興
★グローバル展開
★東三河の振興 等

★「愛知デスティネーションキャンペーン」の展開
　（JRグループ等との連携）
★愛知国際展示場の整備
★クルーズ船係留施設の整備検討
★武将観光の推進
★山車まつりの魅力発信 等

★「教育立県あいち、
　人材創造あいち」の推進
★教員の多忙化解消
★女性の活躍促進
★産業人材の育成
★「働き方改革」の取り組み支援 等

　豊田スタジアムを含む国内12会場で行われるラグビーワールドカップは、オリンピック、サッカーワールドカップと並ぶ世界3大ス
ポーツイベントのひとつであり、我が県の国際的な知名度を大きく高め、更なるインバウンド層を取り込む絶好の機会であります。
　また、本県での開催を契機とし、本県スポーツの振興はもとより、地域の活性化が図られることが重要であり、その為には愛知全
体でしっかりとスクラムを組み、取り組んでいく必要があることから、大会成功に向けた県の考えを質しました。

「日本一元気な愛知」と「すべての人が輝く愛知」の実現へ平成30年２月定例愛知県議会

2月定例会一般質問❷

『ラグビーワールドカップ』の成功に向けて!!

　豊田スタジアムでの4試合での観客見込数と、大会開催による経済波及効果額は？
Q1 観客数予測と経済波及効果について

　各試合とも満席となる38,500人を目指しており、その内、
海外からが25％・県外からが15％・県内は60％と予測している。経済波及効果については、38,500人の観客数による4試合
開催を前提に、豊田市の試算では県全体で約112億円と見込んでおり、その達成に向けて様々な機会を捉えてPRに努めていく。

振興部長 答弁

　海外・県外からお越しになる皆さんへの「おもてなし」の準備を加速することにより、県民意識
の醸成を図るべきと考えるが、県の今後の取り組みは？

Q2 県民意識の醸成について

　観戦客を温かく迎えられるよう、大会組織委員会と連携し、県民の皆様にボラン
ティアの協力を呼び掛けるなどして、県民意識の醸成を図っていく。また、街灯バナー等による都市装
飾などを通じ、国内外からの観戦客をお迎えする雰囲気を作り出していく。

振興部長 答弁

　「交通ネットワークの充実」や「都市の国際化」の推進、更には地域再生などを推
進することにより、新たな街づくりにつなげるべきでは？

Q3 ワールドカップを通じた新たな街づくりについて

　大会開催を契機として、愛知環状鉄道のICカード乗車券導入が
2019年春を目標に進められており、豊田市駅前についても再開発が大きく進展して
いるところである。引き続き、多くの観戦客の受入れに必要な環境整備を進めるととも
に、大規模大会を活用した地域活性化に取り組み、新たな街づくりに活かしていきたい。

振興部長 答弁

2019年 ラグビーワールドカップ 豊田スタジアム 試合日程
9/23（月・祝）19：15～　　ウェールズ ×　　ジョージア
9/28（土）　 18：45～　　南アフリカ × アフリカ地区代表
10/5（土）　 19：30～　　日本 × ヨーロッパ・オセアニア プレーオフ勝者
10/12（土）  13：45～　　ニュージーランド ×　　イタリア



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。

　愛知県では平成17年1月に「あいち地球温暖化防止戦略」を策定以降、平成24年2月に「あいち地球温暖化防止戦
略2020」へ改定するなどして施策の充実強化を図ってまいりましたが、京都議定書に代わる2020年以降の新たな国
際枠組みである「パリ協定」の採択・発効や、我が国における2030年度までの温室効果ガス排出量削減目標を定めた
「地球温暖化対策計画」の閣議決定などを受け、県としての中長期な取り組みを更に積極的に推進するため、新戦略とし

て「あいち地球温暖化防止戦
略2030」を策定しました。
　今後は、戦略に掲げた温室
効果ガス排出量の削減目標
の達成に向け、県民の皆さ
ん・事業者・市町村などのあ
らゆる主体と問題意識を共
有しながら、積極的に取り組
みを進めてまいります。

愛知県政トピックス

戦略のポイント
ポイント1
2030年度の県内の温室効果ガス総排出量を、2013（平成25）年度比で26％削減することを目指します。
【2030年度の部門別の温室効果ガス削減率（2013年度比）】

部門
削減率

産業
▲13.5％

業務
▲49.5％

家庭
▲47.1％

運輸
▲28.9％

その他
▲23.0％

総排出量
▲26.0％

ポイント2

新たな温室効果ガス排出量の削減目標を設定

「徹底した省エネルギー」と「創エネルギーの導入拡大」による温室効果ガスの大幅削減
温室効果ガス削減に向け、以下の３つの視点に基づいた取り組み（緩和策）により「徹底した省エネルギー」と

「創エネルギーの導入拡大」の推進を図ります。

県民、事業者、市町村などすべての
主体による積極的な取り組み

強みや地域資源を最大限に
生かした愛知らしい取り組み

徹底した省エネルギーと創エネルギーの導入拡大の推進

2030年度の温室効果ガス総排出量を2013年度比で26％削減

関係部局と連携し
あらゆる施策の実施

「新政あいち」設立総会に出席「SDGs推進 国際シンポジウム
2018 inとよた」に出席

2月
2日

2月
3日

主な活動内容 2018.1～3

「豊田市交通安全市民大会」に出席1月
27日

豊田市消防団「観閲式」に出席3月
11日

3月
24日

豊田・岡崎地区研究開発施設用地
造成事業「中工区引渡し式」に出席

猿投地区
「豊田市合併50周年記念式典」に出席

2月
19日

『あいち地球温暖化防止戦略2030』が策定されました!!

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。


