
  

 

 

■愛知県議会 2 月定例会開会 

 平成 31 年度予算等を審議する２月県議会は 25 日開会、3 月

20 日閉会の予定です。新年度関係は、一般会計 1 件、特別会計

11 件、特別会計から移行した流域下水道事業等の企業会計 5 件

と予算関係が 17 議案。組織の改編に伴い教育委員会のスポーツ

事務(学校の体育は除く)の職務権限の特例、消費税等による使用料

の改訂、展示会産業振興基金及び森林環境譲与税基金の条例制定

が 4 件、愛知県部局設置条例の全部改定が 1 件、一部改正 25

件と条例関係が 30 議案、その他 11 議案の計 58 議案です。 

新年度の一般会計当初予算は 2 兆 5,124 億 5,600 万円、今年度当初比約 185 億円、0.7％の増で

す。歳出では、10 月からの幼児教育・保育無償化の増等による扶助費 109 億円増など人件費・扶

助費・公債費の①義務的費は 1 兆 2,651 億円、84 億円増で構成比 50.4％、公共事業・単独事業とも

増で②投資的経費は 3,296 億円、259 億円増で 13.1％、参議院選挙費 30 億円の増や県民税所得割

名古屋市交付金等の減などで③その他経費は 9,178 億円、158 億円減で 36.5％です。 

歳入は、法人二税が 156 億円、4.4％増、①県税全体では 1 兆 1,817 億円、100 億円増で構成比

47.0％、②地方交付税は 600 億円(100 億円減)、2.4％、③県債は 2,509 億円、臨時財政対策債の減(300  

億)、通常の県債の増(176 億)等で 101 億円減の 10.0％、また今年

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 10,199 億円、286 億円増で 40.6％です。県債残高は

5 兆 3,764 億円、県民 755 万人では一人当たり約 71 万円です。 

【進化する愛知を創る予算―平成 31 年度の重点施策等から】 

新年度当初予算は、ジブリパークを冠に、今年度の人財力の強

化と医療・福祉をまとめて「人が輝くあいち」とし 1 項目減の 1

＋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、11 は地方分権・行財政改革の推進です)。 

ジブリパークを 2022 年に実現 

万博の理念を継承するジブリパーク(青春の丘、ジブリの大倉庫、どんど

こ森の 3 エリア)を愛・地球博記念公園に 2022 年秋に開業、19

年度は実施設計等【約 9.64 億円 外に債務負担行為約 1 億円】 

1．「リニア大交流圏」の形成 

社会基盤の整備/交通・航空対策の推進/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【0.45 億円】 

○東海道本線金山駅のホームドア設置を支援【新規 0.08 億円】 

○首都圏からの移住・就業希望者向けサイトの求人情報からの移

住者に対して市町村へ補助【0.45 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 
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 ●都道府県別財政指標 
愛知県は人口では、東京、神奈川、大阪に
次いで全国 4 位ですが、一人当たり地方債
残高 9 位、将来負担比率 25 位、実質公債費
比率 36 位、指数が 1 を超えると地方交付税
の不交付団体となる財政力指数は 2 位
(0.92554)、東京はすべて 1 位で唯一の不交
付団体(1.16225)、因みに大阪府は 0.77760
で神奈川、千葉に次いで5位です。最下位は
0.25957 の島根、高知と鳥取も 0.2 台です。 

【平成 3１年度当初予算規模】 伸率(％)  
一般会計 2 兆 5,124 億余円  100.7 

特別会計 1 兆 3,398 億余円  100.6 

企業会計    3,114 億余円  184.7  
合 計   4 兆 1,638 億余円  104.2 

 

●稲青会で鏡餅奉納 １年遅れの赤下帯で儺追笹奉納しました。 

http://www.city.inazawa.aichi.jp/ka_annai/kikaku/logo_use/data/png/c5.png


○産業振興の拠点として愛知県国際展示場 Aichi Sky Expo を 8

月 30 日にオープン【新規 0.47 億円】コンセッション方式の

運営権対価収入を積立、展示会産業の振興【新規 11.65 億円】 

○新たなイノベーションの創出を目指し起業支援金の支給やマッ

チングなどスタートアップ企業を支援【一部新規 2.38 億円】 

○消費税率引き上げ対策としてプレミアム商品券発行支援事業な

ど商店街の活性化を推進【一部拡充 2.89 億円】 

3．農林水産業の振興 

○国民の森林に対する愛情を培うことを目的に第70回全

国植樹祭を 6 月 2 日に森林公園にて開催、テーマは「木

に託す もり・まち・人の あす・未来」【5.64 億円】 

4．「人が輝くあいち」 

教育立県あいち、人材創造あいち/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 

○トイレの様式化や校舎等大規模改造など県立学校の教育環境を

整備【57.76 億円 外に債務負担行為 2.21 億円】 

○県立学校の全教員にタブレット端末を配備し ICT を

活用した教育を推進【一部新規 10.11 億円】 

○女性の活躍実態調査など女性の活躍促進【一部新規 0.43 億円】 

○児童養護施設入所児童等の自立や子ども食堂の支援など子ども

が輝く未来基金を活用した取組を推進【新規 0.15 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 

○無料公衆無線 LAN 接続簡易化など外国人

旅行者の受入環境を整備【新規0.12億円】 

○G20 愛知・名古屋外務大臣会合 11 月開催【新規 0.65 億円】 

6．文化・スポーツの振興 

文化・芸術都市あいち/スポーツ王国あいち 

○あいちトリエンナーレ 2019 開催【6.52 億円】 

○杉原千畝氏の中学生向け副読本の作成【新規 0.11 億円】 

○ラグビーW 杯、五輪聖火リレー等【一部新規 7.95 億円】 

7．あいちのグローバル展開 

○外国人県民早期適応推進事業など多文化共生社会づくり【一部

新規 1.78 億円】あいちグローバルハイスクールの指定も 

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 

○危険なブロック塀の除却等に補助制度創設【新規 0.32 億円】 

○伊勢湾台風 60 年事業など風水害対策【0.08 億円】 

○原付・自動二輪など事故防止へ啓発活動【一部新規 0.53 億円】  

9．環境首都あいちの推進 

○国連生物多様性の

10 年・愛知目標達成

【一部新規 0.55 億円】 

 

 

3 月 2・3 日いなざわ梅まつり 
       3 日聴覚障害者と県民の集い 

5 日中学校卒業式 
20 日小学校卒業式 

 池江選手の白血病の前を向いたツイートと                      世界からのメッセージに胸が

熱くなります。児童や動物など弱者への虐待、いじめには胸が痛みます。豚コレラでは関係者が胸を締め付けられながら死

力を尽くしています。明るい兆しが見えるよう… 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 

●ドローンや中部国際空港でのサービスロ

ボットなど近未来技術を活用し社会実装を

推進【一部新規 0.98 億円】 

 

 

 

 

 

●商工会青年部全国大会補助【新規 0.03

億円】 

●幼児教育・保育の無償化の実施【システ

ム改修等支援も含め新規分 93.71 億円】 

●医療を必要とする児童の保護

の体制強化など児童虐待防止策

を強化【一部新規 0.95 億円】 

●骨髄提供者及び骨髄提供者が勤務する

事業所に助成することにより負担を軽減し

骨髄提供しやすい環境整備 

●健康で活力ある長寿

社会の実現に向けて健

康増進法の一部改正に

伴い受動喫煙防止対策

を強化【新規 0.2 億円】 

●大会史上初 2 年連続の 2019 年度・2020

年度技能五輪全国大会・全国障害者技能

競技大会(全国アビリンピック)の開催、2023

年技能五輪国際大会の招致【8.34 億円】 

●大学対抗ハッカソン

(ソフトなどのアイディアを競

い合うイベント )の開催な

ど県内大学の魅力向

上【新規 0.05 億円】 

●第 20 回アジア競技

大会の開催への取組

【一部新規 4.15 億円】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その技に 誇りと感動 あいちから 

 ●平成 31 年度 本庁組織の再編 
平成 12 年度に行革の一環でそれまでの知
事直轄及び 11 部を 8 部(8 部 2 局 6 部内局)
に再編した本庁組織を 7 部門 17 局に再編。 
総務企画部門(政策企画局・総務局・人事局・防災安全局) 

県民環境部門(県民文化局・環境局) 福祉医療部門
(福祉局・保健医療局) 経済労働部門(経済産業局・労働局・

観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ局) 農林水産部門(農業水産局・農林基盤

局) 建設部門(建設局・都市整備局・建築局) 教育・ｽﾎﾟ
ｰﾂ部門(ｽﾎﾟｰﾂ局) ほか病院事業庁(福)、企業庁(経)、教育委員会(教) 

 

●先月の STEP21REPORT でジブリパークの開業 2022 年が 2020 年となっていました。申し訳ありません。お詫びの上 2022 年に訂正させて頂きます。 


