
 

  

 
   
■愛知の未来へ挑戦―新年度予算編成 [以下全て未定稿資料より] 

 平成 28 年度予算等を審議する２月県議会が 22 日に開会

します。委員会毎の議案説明、一般質問、議案質疑の後、委

員会審議を経て３月 25 日の最終日に採決されます。新年度

分の当初提出議案は、一般会計 1、公債管理など特別会計 11、 

県立病院事業など企業会

計 4 で予算関係が 16、公

契約条例や県議選の選挙

公報など条例関係が 33、

その他15の64議案です。 

新年度の一般会計当初予算は 2兆 5,249億円、今年度比 432 億円、1.7％の増ですが、地方消費

税関連支出(市町村交付金・都道府県清算金等)を除いた実質は 0.5％の微増。人件費・扶助費・公債費の義務的費

は 62億円増の 1兆 3,290 億円、全体の 52.6％、社会資本整備等の投資的経費は(愛知総合工科高等学校(125億円)の竣

工等もあり)136億円減の 2,596億円、構成比 10.3％です。歳入は、県税収入が法人二税(＋791億円)や地方消費

税の増(＋569(実質 299)億円)により 13.1％増の 1兆 2,480 億円に上りますが、地方交付税・臨財債の減 

 (－800 億円)や税交付金等の支出増等によりほぼ相殺、財源確保のた

め減債基金 880 億円や財調基金 205億円の取崩を計上。県債残

高は 5兆 3,036億円と 47 年ぶりに減少です(それでも県民一人70万円)。 

【平成 28年度予算の重点施策の概要(未定稿)から】 

当初予算は 12 の大項目のもと重点施策を編成しています。27 年度の 15の大項目の内、女性の活

躍と産業人材が 4.人財力の強化に、子ども子育てと障害者福祉が 5.医療・福祉に統合され、6.観光が

新たに大項目へ、11は東三河の振興、12 は地方分権・行政改革の推進です。(以下超抜粋) 

1．中京大都市圏 

○リニア開業を見据え名古屋駅のスーパーターミナル化推進費補助金：

(仮称)ターミナルスクエアに関する検討調査など名古屋市へ 1/3 の補

助【新規 0.39億円】 

○県営名古屋空港において日本初のジェット旅客機MRJ の生産・整備に

必要となる駐機場等の空港施設整備【14.98億円 外に債務負担行為約8.7億円】 

○平成２９年度にヨットの世界選手権大会が決定している海陽ヨ

ットハーバーの機能強化【新規 9 億円 外に債務負担行為約 7.37億円】 

2．産業首都あいち 

○燃料電池産業車両への補助や水素エネルギー産業社会形成パ

イロット事業など水素エネルギー社会に向けた取組を推進

【9.06 億円】また、10.環境首都あいちの確立には水素サプラ

イチェーンの構築・事業化への検討(新規 0.21億円)を計上 

○リハビリ遠隔医療・ロボット実証推進事業費や自動走行実証推

進事業費など次世代産業の育成・振興【一部新規 1.05 億円】 

○商店街地域連携促進事業費等「あいち商店街活性化プラン 2016

‐2020」により商店街支援【一部新規 2.66 億円】 
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【平成 2８年度当初予算規模】 伸率(％)  
一般会計 2 兆 5,249 億円  101.7 

特別会計    7,517 億円   96.0 

企業会計    1,665 億円   99.7  
合 計   3 兆 4,431 億円  100.3 
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(仮称)ターミナルスクエア：乗換先が一目で見渡せ上下移動も円
滑にでき案内機能も備えた広場空間(駅東側３箇所、西側２箇所) 

地方法人課税の見直しについての意見書 
税制改正で地方法人特別税等は廃止になります
が、法人住民税法人割の一部国税の拡大・法人事
業税交付金の創設と地方分権に逆行する改正が
行われるため、開会初日に意見書を議決します。 

2016 年(クラシノ)底上げ春闘に連合の神津会長をお
迎えして名駅前での連合の街宣に参加。会長の 4つ
の KW：持続性、月例賃金、広がり、底上げを受け、
公正な取引に関して連合愛知の思いのこもった、大
村知事はじめ理事者側の努力により 2 月県議会に
上程される公契約条例について概要紹介しました。 

日比県議    神津会長   鈴木 

燃料電池フォークリフト 
 

 
 
 

 
 
 

      
リハビリ支援ロボット 

水素ステーション 

水素エネルギー産業社会形成パイロット事業 

海陽ヨットハーバーの整備イメージ図 

※観客席、収納庫等は仮設 

クラブハウスの拡充 
既存クラブハウス 

艇庫 

浮桟橋 
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3．農林水産業の振興 

○ICT(情報通信技術)を活用した「あいち型植物工場」を推進 【1.2 億円】 

○11 月に弥富市で開催予定のあいち花フェスタ開催負担金やアンタルヤ

国際園芸博覧会出展事業費など花の王国あいちを PR【0.3億円】 

4．人財力の強化 

○スクールソーシャルワーカーを設置する市町村への補助(1/3 上限 80

万円)など児童・生徒の心のサポート体制を充実 【一部新規 7.05億円】 

○あいち女性輝きカンパニーの認証や女性の活躍中小企業支援事業

費など女性の活躍促進を推進【一部新規 0.37 億円】 

○愛知県産業人材育成支援センター事業費や介護分野子育て女性等就

職支援費など産業人材の育成・確保の促進【一部新規 2.28 億円】 

5．医療・福祉 

○食生活チャレンジ「食べて元気に 愛知県産野菜をもう一皿！」、運動チャレンジ「動いて元気に もう

10分！」などや高齢者の社会参加の促進など健康寿命日本一を目指す【新規 0.17 億円】 

○補助制度を創設し病児・病後児保育普及促進を図るなど安心して子ど

もを産み育てられるように保育サービスを充実 【一部新規 3.84億円】 

○12月9日～11日全国障害者芸術・文化祭あいち大会開催 【0.4億円】 

6．観光あいちの推進 

○あいち観光戦略に基づきワールドサムライサミットなど【1.39 億円】 

○アジア大商談会等アジアから外国人観光客誘致【一部新規 0.35 億円】 

○空港島に展示面積約６万㎡の大規模展示場を整備へ【新規 3.64 億円】 

7．文化・スポーツ・魅力発信 

○8月 11日(山の日)～10月 23日あいちトリエンナーレ

2016 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【7.34 億円】➡続いて 10 月 29 日～

12 月 3日国民文化祭・あいち 2016を開催、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～【2 億円】 

○アジア競技大会など国際的スポーツ大会の開催可能性について調査【新規 0.12 億円】 

8．グローバル展開 

○伊勢志摩サミット(5/26、27)を契機に愛知の魅力を世界に発信 

【0.75億円 警備対策、消防特別警戒対策等含めサミット関連総予算 3.34 億円 】 

○テキサス州との経済交流等あいち国際戦略プランを推進【1.91 億円】 

9．安全・安心 

○ドライブレコーダーによる悪質危険運転等の根絶などの啓発活動の推進【一部新規 0.53 億円】 

○消防団応援事業所制度や加入促進事業補助金など消防団への加入の促進【一部新規 0.20 億円】 

○次世代ボランティアの育成など自主防犯活動の推進【新規 0.08 億円】 

10．｢環境首都あいち｣の確立 

○もりの学舎ようちえん等の自然体験型環境学習推進【新規 0.13 億円】 

○カナダ・ケベック州など先進サブナショナル政府との連合など生物多

様性保全の愛知目標の達成に向け国際的な協同の推進【新規 0.3億円】 

 

 

 

 

 

 

 

3 月 3 日稲沢市議会 3 月定例会開会 

4 日中学校卒業式 

5・6 日第 10 回いなざわ梅まつり 

18 日小学校卒業式 

19 日ルノワールの時代(名古屋ボストン美術館～8月21日) 

愛知目標達成に向けた国際
先進広域自治体連合 (仮称) 

静岡の田舎の母(齢
よわい

84)と妻と三人で Go to                         ハワイ(元手は廃止された議員年

金の返金分から)。入国審査で指紋を採られるも高齢の母は免除で本人は少々がっかり。ショッピングセンターで借りた車椅子にはご

満悦、ビーチのデッキチェアも…いつまでも元気でいてほしいものです。未来へつづくまちづくり へ 愛知県議会議員 鈴木じゅん 

参議院議員選挙経費として約 25 億円計上  7 月に執行予定の参議院選挙、昨
年戦後 70 年ぶりに公職選挙法が改正され今回から選挙権は 18 歳以上に。有権
者は全国で240万人、愛知県で14.5万人、稲沢市で2.8千人程度(推計)増えます。 

交通事故重点対策市町村(10市区) 
信号無視、歩行者妨害等に起因する人
身事故が多い市町村：中村区、中川区、
南区、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井
市、豊田市、安城市、稲沢市 

全体面積約 28.7haの一部 

暖房機 

循環扇 

ミスト 

CO2 
発生機 

温度 

湿度 

CO2 

光合成 

ICT 

①太陽光を利用した施設 
②施設内の温度、湿度、二酸化炭素の３項目を常時モニタリング 
③モニタリング結果を基に温室内環境を制御 

あいち型植物工場 

愛知県は野菜摂
取量が男女ともに
全国最下位、健康

寿命は男 12 位、
女18位に後退 
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