
  

 
    
■平成 26 年 9 月定例県議会閉会 

10 月 10 日に閉会した愛知県議会 9 月定例会は、一

般会計 78 億 5 千万余円、企業会計 40 億円の 2 件の補

正予算案、愛知県交通安全条例、愛知県いじめ問題対策委

員会及び愛知県いじめ問題調査委員会条例、再生可能エネ

ルギー等導入推進基 条例の制定及び薬物の濫用の防止

に関する条例の一部改正などの条例関係 13 件、その他の

議案 17 件を可決、同意しました。また、地方財政 充

実・強化 い 、自動車諸税 抜本的見直し い 等

の意見書を全会一致で採択し国に送致しました。 

都道府県初の賃 条項(作業報酬下限額等)を盛込んだ公契約条例は提出には至りませんでした。 

■次期行革大綱中間とりまとめ 

愛知県では昭和 60 年に「愛知県行政改革推進計画」を策定以来、これまで 5 次にわたる行革に取

組んでおり、策定中の第 6 次行革大綱(平成 27～31 年度 5 年間、仮称)はトヨ ホーム出身の森岡副知事

をリーダーにチーム盛岡チーム盛岡チーム盛岡チーム盛岡で｢あいちビジョン 2020 を推進する行財政体制 確立を推進する行財政体制 確立を推進する行財政体制 確立を推進する行財政体制 確立｣を改革の目標に、中間

とりまとめをしました。（以下概要） 

【さらなる改革の必要性】 

（１）県民の多様なニーズへの対応 

（２）厳しい財政状況への対応 

【改革の取組方向と主要取組事項 10 本の柱】  

県民のもてる経営資源をフル活用  
１ 人材の育成・活用とワーク・ライフ・バランスの

推進：育成 能力・実績 基 く人事管理 モ

チベーション 維持・向上 採用 女性 活躍

促進 ワーク・ライフ・バランス メンタルヘルス 

２ 組織の活性化：本庁組織 地方機関 試験研究機関 

３ 職員定数と給与の適正管理：定数 給与 

４ 県有資産の活用：老朽化対策 土地・建物 公 施設 
  

民間・地域 総力を結集  
５ 民間活力の活用：官民連携 

民間委託 PFI 指定管理者 

６ 地方分権と自治体間の連携の推進：地方分権 市町村 

７ 地域と連携・協働の推進：ＮＰＯ 大学 県民・企業等  

                       オープンデータ 
 

  

たゆま 見直し 持続 きる財政運営  
８ 事務事業の積極的な見直し：新た ＰＤＣA サイクル 見える化 業務 効率化 仕事 質 向上 

９ 公営企業や第三セクター等の経営改善：公営企業 県関係団体 第三セクター 一部事務組合 

１０ 健全で持続可能な財政基盤の確立：財政運営 財源 確保       歳出 見直し 
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戦後初 赤字決算 た

平成 10 年度 策定した第

3 次行革大綱以降(平成 11

～26 年度当初) 成果 

職員定数：14,756→10,825 人(概 1/4 削減) 

公 施設：  153→72 施設（概 半減） 

県関係団体：  37→19 団体(概 半減) 

行革効果額：累計約 6,100 億円 

11 月 10 日開幕 

ＥＳＤユネスコ世界会議 

平成 10 年代前半 採用抑
制 30 代職員が少 い 

事業用資産(建
物) 1.5 兆円 

公共サービスを地域全体 し 効果
的・効率的 提供 きるよう、県だけ

く、市町村・ＮＰＯ・民間企業・大
学多様 主体が適切 役割分担し、
幅広く連携・協働する姿を目指す。 

人材、資産、財源 、県が
持 限られた経営資源を最
大限活用するこ より、行
政サービ ス 質を向 上さ
せ、費用対効果を高める。 

 

 

 県が果たすべき役割、行うべき仕事 何か い
、常 根源的に問い直し、し かり 見定めた

うえ 、そこ 経営資源を集中する（選択 集中）  地域 くりをリードし多様
県民ニーズ 答え続けられ
るよう、健全 持続可能
財政基盤 確立を目指す。 



■新・稲沢市民病院竣工式 
9 月 23 日、新・稲沢市民 

病院の竣工式が行われました。市長式辞の後、来賓

挨拶の中で大島稲沢医師会長からは病診連携・地域

包括ケアシステムの核としての期待が語られ、石黒名

古屋大学医学部付属病院長からは医師確保の問題に

対し市民病院を支えていくと熱く述べられ心に響き

ました。構想から竣工までには長い年月と情熱が必

要でしたが関係各位のご尽力に心から感謝申し上げ

ます。病院の立地・規模、開放性(省エネ・防災の観点か

ら)など気にかかる点はありますが、山口病院事業管

理者、加藤院長はじめ、医療ス ッフの皆さんの明

るく温かい対応に接し、信頼を得て市民の皆様にお

育て頂けるものと確信いたしました。１１月１日に

は入院患者の方が移転、４日には外来診療が開始、

コミュニティバスも新ルートで運行されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■稲沢市議会新しい委員会構成 (敬称略) 
議長 今井公平(新世会) 副議長 星野俊次星野俊次星野俊次星野俊次(市民クラブ) 監査委員 服部 猛(誠和会) 
委員会名 委員長 副委員長 委  員 

総務委員会 
出口勝実 

(誠和会) 
大津丈敏 

(新世会) 

今井公平 平田光成(以上新世会) 渡辺 菱(誠和会)    

魚住魚住魚住魚住    明明明明(市民ク) 加藤孝秋(公明) 野々部尚昭 

厚生委員会 
長屋宗正 

(新世会) 
遠藤遠藤遠藤遠藤    明明明明    

 (市民ク) 

山田一己 内藤悦雄(以上新世会) 野村英治 服部 

猛(以上誠和会) 曽我部博隆(共産)  桜木琢磨 

建設委員会 
網倉信太郎 

(誠和会) 

向嶋政雄 

(新世会) 

加藤錠司郎 六鹿順二(以上新世会) 星野俊次星野俊次星野俊次星野俊次(市民ク) 

渡辺幸保(共産)  栗田文雄 

文教経済委員会
杤本敏子 

(公明)  
東野靖道 

(新世会) 

杉山茂和 木村喜信(以上新世会)  川合正剛 平野

寛和(以上誠和会)     木全信明木全信明木全信明木全信明(市民ク)   

 

    

 

 

 

        

 

稲沢市戦没者追悼式で県議会を代表し                        2,386 柱の御霊に哀悼の誠を

捧げ、ご遺族の平安をお祈りしました。御嶽山の噴火では冬目前の懸命の捜索にも拘らず多くの方がお亡くなり(行方不明)

になられました。大変残念です。決意を新たに 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 

10 月 23 日杏和高校創立 10 周年記念式典 

24 日荻須記念美術館小磯良平展開会式 

28 日稲沢厚生病院(尾西病院)東館改築工事竣工式 

30 日稲沢高校創立百周年記念式典 

11 月 1 日稲沢市制記念式典 

2 日平和ま り 3 日市子連子 も会大会 

9 日稲沢シティーマラソン 

稲沢市消防団観閲式 
 
 
 
 
 
 

 
稲沢市民体育大会空手道大会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三菱電機(株)稲沢製作所創立 50 周年 

敷地面積約３５，０００㎡、延床面積約２７，０００㎡、最高
高さ３０．３ｍ、地上６階、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造
(免震構造)、駐車台数６２０台。病床数は３２０床(内ＨＣ
Ｕ１０床（ﾊｲ･ｹｱ･ﾕﾆｯﾄ：ＩＣＵよりもやや重篤度 低い患者用）)。建設総事
業費約１４６億円(土地購入費約２０億円、工事等約８０
億円、医療機器等約３４億円、移転費用等約２億円、解
体工事費１０億円程度見込)、財源内訳 一般会計繰入
約４６億円、企業債約８４億円、国・県支出 約１６億円。 

9 月議会閉会日 県政報告 尾張旭駅
山尾事務所 渡辺さ し君ほか 実施 

病室(４床)              病室(個室)             廊下(右手ナースステーション) 手術室 
                
   

術中画像装置オーアーム    ＣＴ(コンピュータ断層撮影)装置 Ｘ線血管撮影装置        マンモグラフィー装置 

ノーベル物理学賞 
おめでとうございます 

 
 


