
   

 

 

■県の重点事業・新年度予算編成・・・新政あいち県議団重点事業等調査研究会から 
 県の新年度予算や重点事業等について、1 月 10 日

から 16 日の 4 日間にかけて、政策企画局・総務局・

人事局、防災局、建設局・都市整備局・建築局、県民

文化局・環境局、警察本部、教育委員会・スポーツ局、

農業水産局・農林基盤局、経済産業局・労働局・観光

コンベンション局、企業庁、福祉局・保健医療局・病

院事業庁から説明(質疑応答含む)を受けました。 

【令和 2 年度財政状況の試算…当初予算編成案は

2 兆 5,700 億円と最大規模だが 1,400 億円の収入不足】 

歳入の県税は 1 兆 1,700 億円(対前年 117 億円

の減)、そのうち法人二税は上場企業の 3 月期の減益

見込みや法人県民税の税率の引き下げなどで対前年

度 388 億円減の 3,300 億円、地方消費税は 276 億

円の増(但し実質収入ベースでは 46 億円程度の微増)、県債は

409 億円の減、その他では地方消費税清算金 519 億

円の増があるものの基金の取崩し 1,176 億円が皆減

により全体で 699 億円の減、地方交付税・臨時財政

対策債の 400 億円増を加えても歳入合計は対前年

825 億円減の 2 兆 4,300 億円にとどまっています。 

 歳出の人件費は人事委員会勧告の反映・会計年度任用職員制度導入などで 101 億円の増、扶助費は後期

高齢者医療費負担金や幼児教育・保育無償化の平年度化に伴う増などで 198 億円の増、税交付金等は地方

消費税清算金及び交付金の増や法人事業税交付金の皆増などで 848 億円の大幅増、一方投資的経費は国

際展示場や運転免許試験場などの減により 596 億円の大幅減となりますが歳出合計は対前年 575 億円増

の 2 兆 5,700 億円となっています。 

現時点での 1,400 億円の収入不足に対し、今回も今年度中

の財源確保や経費削減による基金取崩しの取止め(新年度再活

用)、新年度の最大限の財源確保で対応としています。 

【重点事業等から】 

●第 2 期 愛知県人口ビジョン・まち・ひと・しごと創生総合戦略  

2015 年 10 月策定の第１期の計画期間が 2019年度終了

のため第２期の人口ビジョン・総合戦略を本年３月に策定。 
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【16 年連続を返上！交通事故死者数の推移】 
昨年は交通死亡事故死者数 156 人と 2018 年よ

り 33人減の大幅減少を果たし 16年続いていた全

国ワースト 1位を返上しました。稲沢市はじめ北

区、瑞穂区、名東区、尾張旭市、瀬戸市、常滑市、

田原市、設楽町は交通死亡事故ゼロを達成。各位

のご協力のもと高齢者、交差点、歩行者などへの

重点対策やドクターヘリなど複合的な要因でよ

うやくこれまでの取組が実を結びました。県警は

じめ皆さんに感謝して交通安全運動再出発です。   
●令和元年はワースト 1 千葉、2 愛知、
3 北海道。愛知がワースト 1 の 16 年間
の 2 位は千葉 5 回、北海道 4 回、埼玉
3 回、東京 2 回、神奈川・大阪各 1 回。 

稲沢市成人式では新成人代表の松元氏青山さんが誓いの言

葉を、蓮村氏牧田さんが司会進行を務めました。新成人 1,403

人(1999 年 4月 2 日から 2000 年 4月 1 日生まれ)に輝ける未来を！ 

 

 
【愛知県と稲沢市の新成人数の 10 年間の推移】 

 

                                     81,192 人 
75,223 人                        (男 42,092 女 39,100) 
(男 38,995 女 36,228) 

 

1,385 人                                 1,403 人 
(男 709 女 676)                        (男 706 女 697) 
 

 

第１期：2015～2019 年度 

       人口展望         

ピークは 2020 年頃の 750 万人 

 

実際は 2019 年現在 755 万人 

 

2060年の将来人口約 700万人 

 

第２期：2020～2024 年度 

     人口展望(試算)         
 
人口のピークは 2025 年頃の

756 万人に後ずれ 

 

2060年の将来人口約 720万人

に上振れ 

 

●愛知県の新成人は 10 年で約 6 千
人増加、女性より男性が約3千人多い 
 
 
 
 

●稲沢市は微増、男女はほぼ同数に 



●名古屋駅スーパーターミナル化の推進 

 名古屋駅周辺の用地取得状況(開削部)は現状件数ベースで駅西 8 割、

駅東は 7 割超。総事業費は 2000 億円を超える超概算がるがモニュ

メントの飛翔を解体する東側エリアは 700 億円と想定。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●愛知県医師確保計画の策定 

 地域の実情に応じた医師確保対策を推進していくため医療法に基づ

き愛知県地域保健医療計画の一部として医師確保計画を本年 3 月 

に策定。今回の計画期間は 2020

から 2023 年度(後は 3 年毎)、長

期的な目標は 2036 年までに医師

偏在是正の達成。右表の国が算出し

た医師偏在指標では愛知県は全国

の239.8に対し224.9と全国27

位で中間に位置、稲沢市と一宮市で

構成する尾張西部 2 次医療圏も

184.9 と値は下がるが中間位置。 

■稲沢市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例 
 稲沢市議会の 12 月定例会で可決された住宅規制緩和の条例は愛知

県が平成 23 年に地域活性化を図るために市街化調整区域での住宅等 

の立地条件を緩和したものに準じ

たもの(中核市等と同様に事務処理市と

なっている稲沢市は県条例の対象にはなら

ない)だが、市街化区域が県内 38 市

中 35 位と少ない稲沢市として本

来は必要な措置。但し今回の指定区

域は下水道周辺対策地域等で敷地

面積200㎡以上は評価できるが本

来は江南市のように国府宮駅等の

市街化区域周辺の市街化調整区域

を対象とした事業で稲沢市の骨格

づくり進めるべきで下水道対象地

域の縮小等に対する整理が必要。 

 

 

 

 

 

 

●連合愛知新春交礼会が開催され星

野、遠藤、木全の各稲沢市議や連合愛

知尾張南地協後藤代表、宮地事務局

長他の皆さんと参加しました。佐々木会

長、大村知事のご挨拶や被災地への

募金活動も含め可知事務局長の進行

のもと新春を寿ぎました。 

Re Action (共感) は昨年

30 周年を迎えたコンセプト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●稲沢警察署の感謝状贈呈式が挙行

され、昨年交通事故死者数ゼロを達成

した吉田署長の式辞の前に力強い副

署長の号令のもと装備等の日常点検を

実施して頂き鈴木も視閲し稲沢市の安

心安全を願いました。感謝状は警察業

務の各般にわたりご尽力頂いた企業・

団体、個人の皆さまに贈呈されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●稲沢市消防出初式が市議会議員や

区長様等ご臨席のなか消防職員、消防

団員が一堂に会し厳粛・盛大に挙行さ

れました。消防・防災活動に精励してい

る団員に感謝・表彰したのち新春の青

空に一斉放水を披露して頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 日稲沢青年会議所（JC）賀詞交歓会 

27 日国民民主党愛知県連 2020 新年のつどい 
29 日連合愛知尾張南地協街頭活動 

2 月 5 日名古屋市西区奉賛会大鏡餅奉納 
6 日国府宮はだか祭 

新年明けましておめでとうございます。いよ                     いよ東京オリ・パラ 2020 で

日本全体が、稲沢も聖火リレーで大盛り上がりに、ものづくりの愛知もロボカップアジアパシフィック 2020 等開催です。

本年も変わらぬご支援ご鞭撻をお願いします。未来へつづくまちづくりへ 一生懸命働きます。 愛知県議会議員 鈴木じゅん 

 

【現  状】   東側エリアの構想   【目指す姿】 

  桜方          国道 155 号 
 
                 片原一色 
  二俣 
 
 
   JA 愛知西産直広場           儀長 
             日光川上流浄化センター 

              鷲尾 
                    井堀 
 
 

法立      須ケ谷 
                       観音堂 
             平池 
  西光坊 
          横池 
        
           平和支所 

 
    下起南    ※オレンジ色が指定区域 
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