
  

 
 

■愛知県議会 2 月定例会開会 

 令和 2 年度予算等を審議する２月県議会は 19 日開会、3 月 25

日閉会予定です。新年度関係は一般会計などの予算関係が 17 件、

犬又は猫の譲渡し手数料の新設等の愛知県手数料条例の一部改正な

どの条例関係が 32 件、その他の議案 13 件の計 62 議案です。 

新年度一般会計当初予算

は 2 兆 5,722 億 4,500 万円

今年度当初比約 597 億円

2.4％の増(地方消費税清算金支

出を除くと 0.6％の増に止まる)です。 

歳出は、扶助費 135 億円の増など人件費・扶助費・公債費の①義務的経費は 1 兆 2,821 億円(170 億円増、

構成比49.8％)、AICHI SKY EXPOや平針試験場の完成により②投資的経費は2,796億円(499億円の大幅減10.9％)、

地方消費税関係や国勢調査費 35 億円を含む③その他経費は 1 兆 105 億円(927 億円の大幅増 39.3％)です。 

歳入は、企業収益の減速に加え法人県民税率の引下げの影響により法人二税が 430 億円の 1 割超の大

幅減で、①県税全体では 1 兆 1,669 億円(148 億円の減で構成比 45.4％)、②地方交付税は 800 億円(200 億円増、

3.1％)、臨時財政対策債 200 億円の増、通常の県債 385 億円の減等で③県債は 2,380 億円(129 億円減、9.3％)、

また地方消費税清算金 528 億円の大幅増や今年度同様減債基金 880 億円等の取崩しなどにより財源を確

保した④その他は 10,873 億円(674 億円増、42.2％)です。 

【愛知新起動予算―令和 2 年度の重点施策等から】 

新年度当初予算は、今年度のジブリパークに新たにステーションＡｉを加えて 2 冠に、今年度同様の＋11 の

柱で重点施策を編成、新規事業等超抜粋してご報告します(10 は東三河の振興です)。 

ジブリパークを 2022 年に実現 

2022 年秋開業(青春の丘、ジブリの大倉庫、どんどこ森の 3 エリア)を目指しジブリパークの整備を推進、概算事業

費約 182 億円(5 エリア合計約 340 億円)、想定来場者数約 100 万人(同約 180 万人)【約 27.5 億円 外に債務

負担行為約 107 億円】公園施設整備や周辺道路対策を推進【約 18 億円 外に債務負担行為約 27 億円】 

ステーションＡｉプロジェクトの推進 

スタートアップを起爆剤に持続的にイノベーションを創出する

愛知県独自のエコシステムを形成。新規のスタートアップ拠点

(昭和区鶴舞)整備事業費には約 1.8 億円(外に債務負担行為約

149 億円)等【約 7.1 億円 外に債務負担行為約 149 億円】 

1．「リニア大交流圏」の形成 

社会基盤の整備/交通・航空空港対策の推進/住みやすさ日本一愛知 

○リニア開業を見据え名古屋駅のスーパーターミナル

化とリニアインパクトの広域化【0.27 億円】 

2．産業首都あいち 

国際イノベーション都市あいちへの飛躍/次世代産業の創

出・育成/企業立地の推進/中小企業・商店街等の振興 

○ロボカップアジアパシフィック 2020 あいちを 10 月 8 日～12 日に

ワールドロボットサミット 2020 と同時開催【3.7 億円】 

 

 

 

 

●日光川水系改修促進期成同盟会視察研修会 
河川の流れの実験見学、狩野川は延長 46km で放水路は
700 億円、放水路は計画中に狩野川台風の襲来を受け計
画を変更・強化、日光川は 41km で現放水路は 400 億円。 
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新政あいち県議団  2002 

【令和 2 年度当初予算規模】    伸率(％)  
一般会計 2 兆 5,722 億余円  102.4 

特別会計 1 兆 3,553 億余円  101.2 

企業会計    2,546 億余円   81.8  
合 計   4 兆 1,822 億余円  100.4 

駐車場の増設 
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3．農林水産業の振興 

○農福連携推進人材育成事業など農業分野における障害者の就労

機会を創出・拡大する取組を実施【0.23 億円】 

4．「人が輝くあいち」 

教育立県あいち、人財創造あいち/女性の活躍促進/子ども・子育て支

援/医療・健康長寿/障害者福祉・支援、ノーマライゼーション推進/産業

人材・雇用/就職氷河期世代対策 NEW 

○名称変更(工業→工科)や学科改編、産業担い手育成など県立高校

教育推進実施計画に基づき魅力ある高校づくり推進【2.31 億円】 

●名古屋市との共同事業として名

古屋市科学館内に 2021 年 3 月

にノーベル賞受賞者顕彰施設を

オープン【一部新規 4.67 億円】 

○行動計画策定支援など女性の活

躍促進【一部新規 0.35 億円】 

○オーガナイザー(家庭訪問ボランティアの調整役)養成研修や家庭訪問

型子育て家庭寄り添い支援モデル事業等【新規 0.04 億円】 

○高齢者がいきいきと輝くまちづくりモデル事業など高齢者の社

会参加を推進【新規 0.53 億円】 

就職氷河期世代就職支援事業やひきこもりへの支援など就職氷

河期世代の就職・社会参加を支援【一部新規 2.56 億円】 

5．観光あいち・魅力発信 

観光都市あいち/あいちの魅力発信                美濃路いなッピー▶ 

○愛知らしい観光資源を活かしたお城観光、街道観光(東海道・美濃

路・飯田街道)を関係市町村等と連携して推進【新規 0.34 億円】 

6．文化・スポーツの振興    アジア競技大会スローガン▶ 

文化・芸術都市あいち/スポーツ王国あいち 

●愛知を代表する朝日遺跡(清須市・

名古屋市西区にある東海地方最大の弥

生集落)の魅力を発信、11月22日

オープン【4.95 億円】 

○東京オリ・パラの盛り上げ、教育

推進【一部新規 1.86 億円】 

7．あいちのグローバル展開 

○オーストラリア・ビクトリア州、中国・江蘇省と

の友好提携 40 周年記念事業【新規 0.39 億円】 

8．安全・安心なあいち                     

地震・防災対策/交通安全/防犯対策/消費者の安心 

○多発事故防止の啓発や高齢運転者の を市町村

と協調助成(補助率 1/2 以内上限 3 万 2 千円等)【一部新規 2.57 億円】 

9．環境首都あいちの推進 

○プラスチック資源循環・適正処

理対策の強化など循環型社会

を推進【一部新規 6.14 億円】 

 

 

3 月 3 日中学校卒業式 
7・8 日いなざわ梅まつり 
19 日小学校卒業式 

 
新型コロナウイルス肺炎では隔離も大変                       な状況で危機管理の重要性と

困難さに直面した事態ですが、岡山県で一緒に災害ボランティアした学生から何かできることはと善意の相談があり心強

く思いました。パンデミックにならないことを… 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 

●MICE を核とした国際観光都市

の実現に向けた検討【0.95 億円】 

●第 70 回全国植樹祭の開催理

念を継承する取組【0.75 億円】 

●スクール・サポート・スタッフの配置促進

やスクールロイヤーの設置(新規)など学校

における働き方改革を推進【0.87 億円】 

●父母負担の軽減・教育条件の向上のた

めに私学助成【717 億円】 

●保育士の業務負担軽減のための保育体

制強化事業費補助金など保育人材の確保

対策を強化【7.16 億円】 

●介護従事者の心のケアや外国人介護人

材の受入支援など介護人材の確保対策を

強化【5.66 億円】 

●4 月 1 日から強化

される受動喫煙防止

について対策を推進

【0.14 億円】 

●技能五輪全国大会・全国アビリンピック

の開催、2025 年技能五輪国際大会 

の招致【9.02 億円】 

●補助制度を創設し高級ホテル

の立地を促進【新規 0.01 億円】 

●国指定史跡断夫山

(だんぷさん)古墳の発掘調査

【新規 0.1 億円】 

●有識者等検討会議

など障害者スポーツの

推進【新規 0.01 億円】 

●2021 年 1 月 27 日～31 日に第 76 回冬季

国体スケート競技会等を開催【1.59 億円】 

 

 

●2026 年の第 20 回アジア競技大会の開

催への取組及びアジアパラ競技大会の開

催可能性を調査【新規 2.42 億円ほか】 

●あいち地域日本語教育推進センター(仮

称)の設置など多文化共生社会づくりを推

進【一部新規 2.1 億円】 

●日本語指導が必要な外国人児童生徒へ

学習・就労支援を充実【一部新規 36 億円】 

第 15 回食育推

進全国大会 inあい

ち 6 月 27・28 日に

開催【0.69 億円】 

11．地方分権・行財政改革の推進 

●次期あいちビジョン策定【0.17 億円】 

●運転免許試験場 5 月オープン【0.7 億円】 

●8 月 21・22 日の

推進フェア等 SDG

ｓ未来都市あいち

推進【0.45 億円】 
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        だんぷさん古墳 

https://www.syokuikutaikai15th-aichi.jp/

