
  

 
   

■稲沢市議選立候補予定者説明会開催 

 ８月 4 日に９月１3 日告示、同２0 日投開票の稲沢市議

会議員選挙の立候補予定者説明会が開催、当日の３7 陣営

に加え資料受領者を含めると 38 人が立候補を検討のよ

うです。【右表参照：地区別に整理、敬称略、○は現職、数字は期数、文責すずき純】 

 前回 2011 年の選挙は合併後初めて稲沢市全域で定数

30（前々回は旧稲沢 24、祖父江 6、平和 4 の選挙区選挙）で行われ

ました。今回は稲沢市全域で２６となる定数に対し現職 26

人、元職 2 人、新人 10 人となります。勿論、検討中の

方などもあり 13日の告示日まで流動的です。後援会活動

や選挙戦を通じ、地域包括ケアシステムや施設の統廃合な

ど山積する稲沢市の課題、稲沢市や地域の未来に向けて積

極的に議論して頂くよう期待しています。 

■全国都市緑化あいちフェア開催 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■重点事業等調査研究会 
例年行われる民主党県議団の重点事業等調査研究会が

8 月 4 日から 4 日間にわたり各部局ごとに開催されまし

た。ヒアリング項目(抜粋)は以下の通りです。 

知事政策局・総務部 

県財政の状況/行財政改革の取組状況/企業庁発注の衣  

浦港 3号地護岸工事に関する検証結果 

●まち・ひと・しごと創生に係る愛知県版「人口ビジョン」及び

「総合戦略」の策定 

 昨年11月の「まち・ひと・しごと創生法」の公布・施行を受け、本

年 2 月に「愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部」を、

同 4 月に有識者や関係団体で構成する推進会議を設置。今秋に

策定、シンポジウム開催予定。 

 

 

 

 

地区 150801 人口 説明会出席者等 備考 

稲沢 25,132 ⑤野々部尚昭 

②遠藤 明(民主) 

①きまた信明 

①大津丈敏 

①向嶋政雄 

 

 

 

 

 

●内藤悦雄勇退 

小正 22,135 ⑥渡辺幸保(共産)

③星野俊次 

②六鹿順二 

 山本秀男(元) 

 上石昌紀 

 山田賢司 

 

下津 11,260 ③杤本敏子(公明) 

①東野靖道 

 寺澤義人 

 

 

 

明治 13,827 ③杉山茂和  

 

●桜木琢磨勇退? 

千代田 8,069 ③山田一己 

 家田秀樹 

 服部礼美香 

 

●今井公平後継 

 

大里西 12,045 ②魚住 明 

②木村喜信 

②平田光成 

 

 

 

大里東 11,222 ②加藤錠司郎 

②長屋宗正 

①加藤孝秋(公明) 

 金子吉晴 

 

祖父江 21,832 ③河合正剛 

③野村英治 

③栗田文雄 

③曽我部博隆(共産)

②網倉信太郎 

 吉川隆之(元) 

 津田俊樹 

 石原康夫 

 志智 央 

 

 

 

 

 

 

●渡辺菱後継 

平和 12,844 
 
③服部 猛 

③出口勝実 

②平野寛和 

 渡邉ちなみ(共産) 
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 前 回 (2011.9.25)
の投票率は 
稲沢  54.40％
祖父江 62.99％
平和  64.47％
全体は56.80% 

(前々回 61.68％)

でした 
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 全国都市緑化あいちフ
ェア：愛称花と緑の夢
あいちが9月12日から
11 月 8 日まで愛・地球
博記念公園をメイン会
場に開催されます。稲
沢のサテライト会場は
稲沢公園バラ園で 10
月 17・18 日植樹です。 



【愛知県人口ビジョン案概要】 

目的：創生法に基づき 2060 年に 1 億人程度を確保する中長期

展望を示した国の長期ビジョンを勘案しつつ、目指すべき将

来の方向や 2060 年までの人口の将来展望を提示する 

(1)本県人口の現状分析：総人口は 2014 年 10 月現在 745 万 5

千人、高齢化率 23.2%(全国 26.0%) 平均初婚年齢は夫 30.8

歳、妻 28.9 歳、30 代前半の男性約 2 人に 1 人、女性約 3 人

に 1 人が独身(2020 年) 3 世帯以上同居世帯の割合 5.9%(東

京 1.6%、大阪 2.5%)等 

(2)人口の動向を踏まえた愛知の強みと課題：大都市圏としては 

高い出生率(合計特殊出生率 1.46 全国平均 1.42)を維持、多くの若者が大学進学時に転入 特に西三河地域で

20～30 歳代で男性に対し女性人口が少ない、若年層を中心に東京圏に対しては一貫して転出超過等 

(3)目指すべき方向と人口の将来展望：若い世代の東京圏流入是正のため、出生率 1.8 を念頭に結婚・出産・子育

ての希望実現に向けて努力 日本一の産業県として人口流入のトレンドを維持、東京一極集中に STOP 

【愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦略骨子案概要】 

目的：創生法に基づき国の総合戦略を勘案しつつ、「愛知県人口ビジョン」で示した将来展望や方向性の実現に

向けた今後 5 か年(2015～2019 年度)の基本目標や取組む施策を提示する 

(1)基本的な考え方：東京一極集中にストップをかけ日本の活力を取戻す核となる地域を目指す 

(2)重視すべき４つの視点：産業を強くし働く場をつくる、地域の魅力を磨き上げ発信する、結婚・出産・子育ての希

望を叶える、活力ある地域をつくりバランスある発展を目指す 

(3)6 つの基本目標と施策：次世代自動車等①しごとづくり、“Heart” of JAPAN に代表される②魅力づくり、国内外

から人を呼び込む③人の流れづくり、女性の再就職支援等④結婚・出産・子育て環境づくり、誰もが社会の支

え手として活躍する⑤暮らしの安心を支える環境づくり、バランスある発展を実現する⑥活力ある地域づくり 

県民生活部・防災局 女性の活躍促進プロジェクト/交通

安全対策/あいちトリエンナーレ 2016及び国民文化祭・あ

いち 2016/愛知県地域強靭化計画 

警察本部 犯罪の抑止/交通死亡事故の抑止/暴力団の壊

滅/交番・駐在所再編強化計画の推進結果と今後の方針 

教育委員会 教育振興基本計画の取組 

建設部 全国都市緑化あいちフェアの開催/主要幹線道路の整備/主要河川の整備等/主要事業の効果 

健康福祉部・病院事業庁 次期あいち健康福祉ビジョンの策定/地域医療構想の策定/地域医療介護

総合確保基金/全国障害者芸術・文化祭あいち大会/第 2 次県立病院経営中期計画の取組状況 

産業労働部 経済・雇用情勢/次期産業労働計画の策定/中小企業対策/次世代成長産業の育成・振興

/雇用対策・人材育成/生き生きと働ける環境づくり 

企業庁 県営水道地震防災対策実施計画/豊田・岡崎地区

研究開発施設用地造成事業の進捗状況/中部臨給都市 

農林水産部 次期食と緑の基本計画の策定 

振興部 三河山間及び離島地域の振興/訪日外国人誘客及び国際会議等の誘致 

環境部 エコアクション推進事業/環境首都あいちを支える人づくり/インタープリター世

界大会/名城産業㈱に係る損害賠償請求事件の検証結果 
 
 
 

8 月 30 日総合防災訓練(西中) 

9 月 11 日愛知県名誉県民顕彰式  

12 日全国都市緑化あいちフェア開会式/敬老式   

13 日稲沢市議選告示～20日投開票    

17 日愛知県議会 9 月定例会開会     

戦後 70 年の節目、愛知県戦没者追悼                        式にはご遺族はじめ多くの方

が参列されました。悲惨な戦争を避けながらいかに家族を守るのか。義を見てせざるは勇無きなり…周辺事態が悪化して

いる中、確りと憲法論議をする時と感じます。 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 

トリエンナーレ 2016 は 2016(平成 28)年 8 月
11 日～10 月 23 日、国民文化祭・あいち
2016(愛称：あいちものづくり王国ゆめづくり祭
典)は同年 10 月 29 日～12 月 3 日開催です。 

全国障害者芸術・文化祭あいち大会(愛称：ゲ
イジュツのチカラ・あいち、ブンぞーは国民文
化祭と同一キャラ)はトリエンナーレ、国民文
化祭に続き同年 12 月 9 日～11 日開催です。 

県庁正面玄関のインフォメーション 

2060 年時点に約 700 万人の人口
が確保できるケース②を活力を
維持していく上での目安とする。 

ケース② 


