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■愛知県議会 2 月定例会開会
令和３年度予算等を審議する２月県議会
は 19 日開会、3 月 25 日に閉会しました。
新年度一般会計当初予算は 2 兆 7,163 億
に上り今年度当初比約 1,441 億円 5.6％の
増(コロナ対策 1,308 億円を除くと 100.5％の増)です。

【令和 3 年度当初予算規模】

伸率(％)

一般会計 2 兆 7,163 億余円 105.6
特別会計 1 兆 3,515 億余円 99.7
企業会計
2,356 億余円 92.5
合 計
4 兆 3,034 億余円 102.9

歳出では、人件費(5 億円減)・扶助費(84 億円増)・公債費(133 億円増)の①義務
的経費が 1 兆 3,033 億円(212 億円増、構成比 48.0％)、ジブリパークなどの②投資
的経費が 2,932 億円(135 億円の増 10.8％)、税交付金等(179 億円減)やコロナ関連
事業(1,249 億円の皆増 歳出全体では 1,308 億円)などの③その他経費は 1 兆 1,198 億円(1,093 億円の大幅増 41.2％)です。
歳入は、コロナの税収への影響が本格的に表れ法人二税 684 億円、地方消費税 228 億円、個人県民税
144 億円の各減などで①県税全体では 1 兆 532 億円(1,137 億円の減で構成比 38.8％、地方贈与税 481 億円の減を合
わせて 1,618 億円の大幅な減収はリーマンショックの 2009 年度、赤字決算の 1999 年度に次ぐ過去 3 番目の減収幅)、②地方交

付税は 800 億円(2.9％)、臨時財政対策債 1,400 億円の増や通常の県債 363 億円の減等で③県債は 4,080 億
円(1,700 億円増、15.0％)、また新型コロナウイルス感染症対策関連国庫支出金 997 億円の皆増を含め今年度
同様基金の取崩しなどにより財源を確保した④その他は 1 兆 1,751 億円(878 億円増、43.3％)です。
また、コロナ対策予算は、3 回の追加を含む今年度の 2 月補正予算は 843 億円まで跳ね上がり、さらに新年度
当初予算の 1,308 億円に、子育て世帯生活支援特別給付金(町村分)の新年度補正予算第 1 号が追加されコロナ
対策予算は今年度までの 4,519 億円に新年度分 1,311 億円を加えた総額は 5,850 億円です。

【愛知克服前進予算―令和３年度の重点施策等から】
当初予算は新型コロナウイルス感染症の克服と With/After コ
ロナを見据えた成長戦略(再掲多数)の 2 大項目に、重点事項 13 の
柱(今年度は 11 の柱でした)で編成しています。以下、新規事業等超抜
粋です。(12 は東三河の振興、13 は地方分権・行財政改革の推進です)
新型コロナウイルス感染症の克服

新年度(2021)
２大項目
コロナ克服と成長戦略
重点事項 13 の柱
❹次代を創る教育・人づくり
❺
❻
拡大
❼誰もが活躍できる社会づくり

今年度(2020)
２大項目
ジブリとステーション Ai
重点事項 11 の柱
④人が輝くあいち

⑤観光あいち魅力発信
統合 ⑥文化・スポーツの振興

感染拡大防止・医療面での対策/県民生活への対策/経済対策

●ワクチン接種体制の整備など医療提供体制の確保、PCR 検査体制の確保、医療従事者応援金・加算金や
回復患者転院受入医療機関応援金(患者 1 人 10 万円)等県独自の支援など感染拡大防止・医療面での対策
【1,043 億円】介護施設等で感染が発生した際の施設消毒費用等の助成など福祉分野の対策【25 億円】
●SNS 等による相談など児童・生徒の心のサポート体制の充実【8 億円】ICT の活用や体力づくり推進な
ど新しい生活様式に対応した学校教育の充実【27 億円】福祉分野における県民生活への対策【2 億円】
●新サービス・新製品開発や金融支援などコロナの影響を受ける中小企業や商店街を支
援【1,802 億円】未就職卒業者等の就職支援やオンライン化への中小企業支援など雇
用維持・確保対策を推進【3 億円】Go To トラベル事業への上乗せなど観光関連産業
を支援【4 億円】介護ロボット導入支援など福祉分野における経済対策【6 億円】
With/After コロナを見据えた成長戦略
ステーション Ai プロジェクトの推進/ジブリパークの整備推進/リニア中央新幹線の推進/二本
目滑走路の整備を始めとする中部国際空港の機能強化/国際展示場の最大限の活用/アジア
競技大会の推進/官民における DX の推進
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※MaaS(Mobirlity as a Service) マースは出発地から目的地までの移動に対
し様々な移動手段・サービスを組み合わせて一つの移動サービスとして提供

●昭和区に建設するステーション Ai 整備事業やグローバルゲート名

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、港湾の整備
●MaaS※の導入へ実証実験を実施【0.61 億円】

２．産業首都あいち

古屋内にリニューアルするプレ・ステーション Ai 事業、世界最 ステーション Ai プロジェクトの推進/国際イノベーショ
高水準のアクセラレータープログラムの展開などスタートアッ ン都市あいちへの飛躍/次世代産業の創出・育成/
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 企業立地の推進/中小企業・商店街等の振興
エコシステムを形成【8 億円 外に債務負担行為 144 億円】
●青春の丘、ジブリの大倉庫、どんどこ森の 3 エリアの 2022 年
秋開業を目指しジブリパークの整備を推進、もののけの里と魔女の
谷エリアは 23 年開業に向け工事着手【121 億円 外に債務負担
行為 134 億円】公園施設整備や周辺道路対策を推進【68 億円
外に債務負担行為 48 億円】県内周遊観光の促進等【0.85 億円】
右はジブリの大倉庫の
モチーフの一つ天空の
城ラピュタと青春の丘
の猫の恩返しです。
(スタジオジブリの公開写真から)

●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【0.44 億円】
●航空ネットワークの回復・拡充に向けた取り組みを進め中部国際
空港の 2 本目滑走路の早期実現を推進【0.29 億円】
●音楽コンサート開催支援など愛知県国際展
示場を活用した展示会産業の振興
【2.5 億円】
今秋の SDGs AICHI EXPO 2021 及び SDGs
関連国際会議の支援など SDGs 未来都市あ
いちを推進【1.14 億円】セントレア周辺を
中心とした国際観光都市と最先端技術・サービスの社会実装フィ
ールドのあいち・とこなめスーパーシティ構想を推進【0.55 億円】
●2026 年開催のアジア競技大会の推進及びアジアパラ競技大会
の開催に向けた調査【2.28 億円】
●2025 年夏のオープンを目指し PFI による新体育館の整備を推
進【12 億円 外に債務負担行為 200 億円】
PFI の事業者が Aichi
Smart Arena(NTT ﾄﾞｺﾓ
ほ か ) に 決 定 、イ メ ー
ジのバスケ会場は 1
万 5 千人収容、隈研
吾氏設計

●愛知県 DX 推進本部を司令塔に AI・RPA※等の先進的な ICT 技
術による業務改革など行政のデジタル化を加速【5 億円】
、経営
者セミナーやデジタル化推進の人材育成など中小企業等のデジ
タル化・DX を推進【0.44 億円】
、中小企業等へのテレワーク導
入支援【0.52 億円】などあいち DX 推進プラン 2025 に基づき
官民における DX を推進【総額 40 億円】
24 日国府宮はだか祭
3 月 3 日中学校卒業式
19 日小学校卒業式
昨年 2 月にはパンデミック

●ロボカップアジアパシフィック 2021 あい
ちを 11 月 25 日～29 日に開催、高校
生のトライアル大会も【3.8 億円】
●第 38 回伝統的工芸品月間国民会議全国大会を
11 月 26 日～29 日に開催【0.92 億円】
３．農林水産業の振興
●農業分野の障害者の就労機会を創出
【0.2 億円】
４．次代を創る教育・人づくり
教育立県あいち、人財創造あいち/グローバル人材
の育成・獲得
●小学 3 年生に少人数学級を拡充【12 億円】
●地域部活動の推進やスクールローヤーの設置
など教員の働き方改革の実現【16 億円】
●PTA 設置の空調機設備を活用し公費により設
置運用など教育環境の整備【96 億円】
５．安心と支え合いの福祉・社会づくり
子ども・子育て支援/高齢者・地域福祉対策/障害者
福祉・支援、ノーマライゼーション推進
●子ども・子育て支援制度の推進等【311 億円】
●地域共生社会へ市町村の包括的な支援体制の
整備を支援【4 億円】
６．安心できる医療体制の構築
医療・保健対策
●がん患者妊よう性温存治療費助成など不妊症・
不育症等に悩む方の支援を推進【29 億円】
７．誰もが活躍できる社会づくり
産業人材の育成・確保/女性の活躍促進/就職氷河
期世代対策
●就職氷河期世代のデジタル人材育成など職業
訓練等を通じた中小企業の人材育成【29 億円】
８．あいちのグローバル展開
●地域日本語教育の総合的な推進計画の策定な
ど多文化共生社会づくりを推進【2.31 億円】
９．選ばれる魅力的な地域づくり
ジブリパークの推進/文化・芸術都市あいち/スポー
ツ王国あいち/観光都市あいち/あいちの魅力発信
●2022 年 11 月 27 日の県政 150 周年に向け
記念事業を推進【0.2 億円】
１０．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
防災ボランティア活動基金による防災(災害)ボ
ランティアの活動支援【0.2 億円】
ヘルメット購入費助成など自転車の安全で適
正な利用促進【0.52 億円】
犯罪被害者等見舞金など犯罪被害者等に対す
る支援を推進【0.12 億円】
１１．環境首都あいちの推進
●食品ロス削減推進計画の策定など循
環型社会の推進【4 7 億円】
にならないことを…と書きま

したがコロナとの付き合いはまだ必要なようです。ニューノーマル新しい生活様式で人と人との親密度・ぬく
もり感が薄れないように悪疫退散！ 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

※RPA(Robotic Process Automation) とは人間がコンピュータを操作して行う作業を、ソフトウェアによる自動的な操作によって代替すること。 (IT 用語辞 典より)

