
  

 

 

■県の新年度予算編成・・・民主党重点事業等調査研究会から 
 県の新年度予算や重点事業等について、初日の

1 月 12日に知事政策局・総務部、県民生活部・

防災局、13 日に警察本部、教育委員会、振興部

環境部、14 日に健康福祉部・病院事業庁、産業

労働部、企業庁、15 日に建設部、農林水産部と

各部局から説明(質疑含む)を受けました。 

【平成２８年度財政状況の試算 

―当初予算案は 2兆 5,100億円で過去最大に】 

 新年度の財政見通しは米中の下押しの懸念材料

はあるものの景気の緩やかな回復基調を受け、県

税収入は、法人二税の対前年度 785 億円増、地方 

消費税の同 566億円増等の伸びにより同 1,370 億円、12.4％増の 1兆 2,400億円を見込みます。

但し消費税の実質増は 270 億円程度、また県税収入の増収等に伴う地方財政措置が減額(地方交付税

等 800 億円の減)されるため、実質的な収入増は 136億円程度、歳入総計は 2兆 4,000億円です。 

 歳出では、人件費、後期高齢者医療費負担金・介護給付負担金などの扶助費、公債費の義務的経費

が 1.3％増の 1 兆 3,400 億円と増加、愛知総合工科高校等の竣工により投資的経費は減額となりま

すが総額は 1.1％増の 2兆 5,100億円と過去最大です。 

現時点では 1,100億円の収入不足となりますので、今

年度中に税収増や歳出節減等による基金残高の回復を

図り新年度予算に再度取り崩すという財政運営を行わ

ざるを得ない状況です。 

【重点要求事業等】･･･項目抜粋、予算額・内容等は未確定です 

●県有施設長寿命化推進事業費･･･1.1億円 総務部 

 昨年3月策定の愛知県公共施設等総合管理計画に基づいて平成32年度までに施設類型ごとの長寿

命計画(個別施設計画)を策定するとしており、総務部では庁舎等の約 150 施設について事前の巡

回点検、長寿命化改修計画の作成等の基本調査、施設の在り方も含めた検討のサイクルで実施。 

●まち・ひと・しごと創生総合戦略推進費･･･0.01億円 知事政策局 

 昨年 10 月に 2060 年時点でも人口 700 万人程度を確保し、その実現に向けた 5 か年(2015～

2019 年度)の基本目標などを示した愛知県人口ビジョン・まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定、新

年度は事業の推進を図るとともに、有識者等による総合戦略の検証組織を設置し進行管理を図る。 

●あいちトリエンナーレ 2016開催費･･･7.34億円 県民生活部 

 8 月 11 日(山の日)～10 月 23 日まで愛知芸術文化センターなどで 3 年に一度の現代芸術の祭典

を開催、テーマは 虹のキャラバンサライ 創造する人間の旅 Homo Faber : A Rainbow Caravan 。 

●第 31回国民文化祭・あいち 2016開催費･･･2.01億円 県民生活部 

10 月 29 日～12 月 3 日まで国内最大の文化の祭典を本県で初め

て開催、テーマは 愛故知新～伝統を「愛
いつく

」しみ、新しきを「知」り、文化

は動く～、愛称は あいち ものづくり王国 ゆめづくり祭典。 
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北朝鮮の地下核実験実施に対する抗議 
についての要望 

去る 1 月 6 日、北朝鮮は核実験を実施した

との発表を行いましたが、今回で 4 回目、平

成 25 年に採択された国連安保理決議後の核

実験は、我が国の安全に重大な影響を及ぼす

ものであり、国際社会に対する重大な挑戦で

断じて容認できないものですので、1月 8日、 

議長名で国へ要望書を送致しました。 

すずき純 

県政 
２０１６Ｈ２８ 

 民主党県議団                1601 鈴木じゅん事務所 〒492-8229 稲沢市稲島 11-24 

Tel 24-6600 Fax 23-0791 juneri@na.commufa.jp 

REPORT ＳＴＥＰ２１ 

 
男性 710人 女性 699人(平成7年4月2日～平成8年4月1日生まれ) 

新年を寿ぐ国府宮氏子まつりに本郷区年番長として参内 



●消防団加入促進事業費･･･0.20億円 防災局 

 消防団は地域防災の要ですが年々減少を続けているため、消防団加入促進事業費補助金(補助率

1/2、上限 2 百万円)、消防団活性化対策事業費(消防団応援事業所制度の導入、消防団一日体験の

実施、学生消防団活動認証制度の普及)を予算化。 

●交通安全施設整備費･･･(昨年当初 60.24億円) 警察本部 

 平成 27 年の交通事故死者数は 213 人(暫定値

以下同様)と前年より9人増13年連続で全国最

多の現状を改善するため、ゾーン 30 等による

歩行者の安全確保、道路標識、道路表示、信号

機などの更新整備を進める。 

●県立学校老朽化対策費･･･1.12億円 教育委員会 

 8割以上が築30年以上の県立学校施設の現状を踏まえ平成30年度を目途に長寿命化計画の策定

に取掛るとともに、平成 15 年度以降耐震改修を優先するため中断していた一刻も早い対応が必要

な建物 34 棟(稲沢高校の 2 棟を含む)の改修計画を推進。 

●観光振興事業･･･(昨年当初 1.32億円) 振興部 

 本年 2 月策定予定のあいち観光戦略(仮称、発見、感動、伝

えたい観光県―あいち)の着実な推進のため大学・高校等と

連携した観光人材の育成や武将観光情報発信事業、ハー

ト・オブ・ジャパン誘客促進事業等。 

●環境首都あいちを支える人づくり･･･0.41億円 環境部 

 第 4次愛知県環境基本計画では県民

みんなで未来へつなぐ「環境首都あ

いち」を目標としており、今年度設

立したかがやけ☆あいちサスティナ研

究所や未就園児を対象とした自然体

感プログラムなど人づくりを推進。 

●第 16回全国障害者芸術・文化祭あいち大会開催費 

･･･0.40 億円 健康福祉部 12 月 9 日～

11 日まで障害者の芸術・文化祭活動の展示

発表を通し障害への理解と認識を深めると

ともに社会参加の促進を図る。 

●次世代産業振興対策･･･0.67億円 産業労働部 

 航空宇宙産業国際競争力強化促進事業、自動走行実証推

進事業、リハビリ遠隔医療・ロボット実証推進事業等。 

●流域下水道事業･･･127.35億円 建設部 

 昨年度からコンパクトシティの一環として下水道区域

の見直しを進めており稲沢市でも住民説明を実施中。 

●農畜産業振興対策事業費･･･29.44億円 農林水産部 

既存施設を ICT 等の活用により環境制御可能な「あいち型

植物工場」に整備する助成など農業・畜産業の振興を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

29 日叙勲祝賀会 

2月 7 日大人の婚活 in チャリティボウリング 

11 日稲沢市社会福祉大会   

20 日尾張大國霊神社儺追神事（国府宮はだか祭り）   

22 日愛知県議会 2 月定例会開会        

        

大規模展示場について 

当初技能五輪世界大会の開催を視野に

10 万㎡の大規模展示場をと検討がはじめら

れましたが、東京オリンピック開催によるプレ

ス会場となる東京ビッグサイトや室内競技場

となる幕張メッセが一定期間閉鎖されるた

め、その需要を取込むべく急遽検討が前倒し

されています。 

●海外において展示場面積は欧州が最大で

すが、経済成長著しいアジア(特に中国)では

大規模な展示場が整備され開催件数(2005

年→2013 年：中国 3800 件➡7316 件、日本

528 件→655 件)も増加しています。 

2011 年データ ヨーロッパ 北アメリカ アジア太平洋 

展示場総面積 1,560万㎡ 790万㎡ 660万㎡ 

割 合 48% 24% 20% 

●国内では面積順に東京ビックサイト(10 ホ

ール合計約 8万㎡)、幕張メッセ、インテックス

大阪、ポートメッセなごや(3 ホール合計約 3.4

万㎡)、開催件数順に東京都(327 件)、千葉

県、大阪府、神奈川県、愛知県(20 件)です。 

●展示会は東京に集中しており全体件数の

6～7 割を占めています。また、ビックサイトと

幕張では展示規模 3 万㎡未満の利用が約 7

割、3～7 万㎡が約 2 割、7 万㎡以上が 1 割

弱(同日開催含む)、但しポートメッセは手狭と

いわれています。 

●候補地の検討については、主要駅からの

所要時間 30分程度、I.Cから 5分程度、周辺

駐車場や宿泊施設に加え、限られた期間で

の整備のため用地取得が容易であることが

必要としています。このような状況ですが今

年度中の基本構想策定を目指しています。 

 

 

農地中間管理事業では 10 年後に担い手が

利用する農地面積を全農地の 8 割(現状 5

割)に拡大するため、県単位に農地中間管理

機構を整備し活用するもの。 

●日本型直接支払(多面的機能支払)では農

地・水保全管理支払を農業者のみでも対応

できる農地維持支払と地域住民とを対象とす

る資源向上支払いに拡充・組替。 

 

 

 

豊田合成本社訪問 

稲沢市にも女性消防団が
誕生するそうです。 

 
昨年の交通事故死者数 

昨年の交通事故死者は県警はじめ行政・団体・企業他

に大変ご尽力頂きましたが残念ながら増加に転じまし

た。稲沢市も人身事故は‐10.5％の減少率(45 警察署中

10 位)でしたが死者数は 4 名増の 9 名、一宮、津島＋6

蟹江＋5と尾張西部・海部地域での増加が目立ちます。

高齢者の方が 6 割弱、交差点での事故件数が 5 割弱、

シートベルト非着用の死者が四輪死者数の 44.2％！ 

自動車の保有台数全国1位、道路実延長3位の自動車

王国の愛知だからこその取組をお願いします。 

新年明けましておめでとうございます。                           都道府県対抗女子駅伝は大逆転で

愛知が初優勝！さて都道府県別健康寿命ではH22愛知県が男1位、女3位でしたが、先般公表のH25年結果では男12位、女18

位です。一年の計、健康も目標を持って… 未来へつづくまちづくり へ 本年も宜しくお願いします。 愛知県議会議員 鈴木じゅん 

かがやけ☆ 

あいちサスティナ研究所 

都道府県対抗女子駅伝

愛知初優勝 (中日新聞) 


