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■大野市長急逝、稲沢市長選挙へ 

１０月20日に急逝された故大野紀明市長の市葬が11月

14 日に葬儀委員長真野副市長(市長職務代理者)、副委員長

出口議長並びに久納商工会議所会頭のもと、厳粛な中、盛大

に挙行されました。市長 3 期の半ばでの早すぎる死を悼み

多くの参列者の皆様と共にその人柄、功績に感謝しました。 

市長選挙は 11 月 27 日告示、12 月 4 日投開票となりま

すが、報道されているように民進・連合系から星野俊次市議

(41 歳)、自民・公明系から加藤錠司郎市議(61 歳)、野々部

尚昭市議(46 歳)、元共産党市議の曽我部博隆氏(62 歳)がい

ずれも無所属で立候補を表明しています。 

合併後最初で大野市長が初当選された(鈴木も挑戦しましたが次点)2006 年の市長選は投票率

46.93％、2014 年の市長選(2000 年は無投票)は 37.33%でした。現在約 11 万人の有

権者の方で投票率 45％とすると約 5 万票となり当選には 2 万票が一つの目安に？市議の人

数は民進系 5 人、自民系 16 人、公明２、共産２、その他１です。選挙権年齢が 18 歳以上

に引き下げられた 2 回目の選挙、是非投票率を上げて頂けるように声掛けをお願いします。 

■愛知県議会 12月定例会開会 

12 月議会が 12 月 1 日に開会します。当初議案は、一般会計約 207 億円、4 特別会計約 1 千万

円、4 企業会計約 2 億円の補正予算合計約 209 億円となる予算関係 9 件、空港島に建設する愛知県

国際展示場条例の制定や平成 30 年度から県が運営主体となる愛知県国民健康保険運営協議会条例の

制定、人事委員会の勧告に基づく給与改定(平均年齢 41.9 歳で年間 6.6万円程度)を行う職員の給与に関する

条例等の一部改正など条例関係が 11 件、大規模展示場建設工事請負契約の締結(約 340 億円、竹中工務

店)などのその他の議案が 18 件の合計 38 件です。 

【児童養護施設等の防犯対策の強化等】 約 2,700万円 

 児童養護施設等の防犯対策を強化するため非常

通報装置や防犯カメラ設置など安全対策を推進。 

【障害者施設設置費補助金】 約 1億 2,500万円 

障害者支援施設の防犯カメラの設置やグループホーム

のスプリンクラー設備の整備などの安全対策に助成。 

【放課後子ども教室の整備推進】 約 1,200万円 

放課後子ども教室のうち、放課後児童クラブの児童も参加できる

一体型放課後子ども教室の設置を促進するため設備備品等に助成。 

【オレンジタウン構想の推進】 350万円(外に債務負担行為 750万円) 

保健・医療・福祉の専門機関が集まるあいち健康の森地区で認知症

に理解の深いまちづくりのモデル（オレンジタウン構想）構築へ調査。 

【あいち航空ミュージアムの展示コンテンツを整備】 (債務負担行為約 8

億 8,800 万円) 平成 29 年 11 月 30 日開館予定のあいち航空ミ

ュージアムで航空機の歴史や仕組みなどを参加・体験しながら見

学・学習できる施設となるよう展示コンテンツを制作。 

 

 

 

 

 

討議資料 県政市政街宣資料 116 

県政 
２０１6Ｈ２8 

愛知県議会議員  1611  

米国大統領選の期日前投票の会場案内➡ 

 

平成28年度あいち緑のカー

テンコンテストで豊田合成

（株）平和工場が事業所部

門で優秀賞に輝きました。 

 

●国産初の旅客機 YS-11、MU-2 の実機展示等 
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●アメリカ合衆国 

人口 約 3 億 1,600 万人 

面積 約 962 万ｋ㎡ 

通貨 ドル（1＄≑100 円） 

首都 ワシントン D.C.約 60 万人 

最大都市 NY（同州）817 万人(都市圏 1,900 万人) 

アメリカは 50 の州と連邦区からなる連邦

共和国。 

●フロリダ州 
人口 1,880 万人 面積 17 万ｋ㎡ 

州都 タラハシー18 万人 

最大都市ジャクソンビル 82 万人 

サンシャイン・ステートといわれるフロリダ

半島の州、マイアミは人口 40 万人、都市

圏人口は 500 万人を超え州内最大、ディ

ズニーはオーランドに。 

 

 
 
 
 
       
●テキサス州 
人口 2,524 万人 

面積 69 万ｋ㎡ 

州都 オースティン 84 万人 

最大都市ヒューストン 210 万人(同５９２万人) 

愛称は Lone Star State（ひとつ星の州）

サンアントニオのアラモ砦に代表される

独立心旺盛な州。ダラス郊外（プレイノ）

には北米トヨタが拠点を整備している。中

電、JR東海のプロジェクト等もあり 4月に

愛知県と相互協力に関する覚書締結。 

■北米(フロリダ州・テキサス州)海外調査 

調査団は民進党県議団から 3 名、自

民 8 名、公明 1 名の合計 12 名で構

成、団長は自民の松川氏(5 期)が務め

られました。10 月 30 日の早朝にセ

ントレアを飛び立ち―成田国際空港

―アメリカテキサス州ヒューストン

を経由してフロリダ州のマイアミに入り、

在マイアミ日本総領事館でマイアミ

が南米の首都といわれる所以などフ

ロリダ州の経済最新事情やスイング

ステートと呼ばれるフロリダの大統

領選挙の状況などを伺いました。 

また、世界のクルーズ首都といわれるマイアミのマイアミ港湾局、

ロイヤル・カリビアン・インターナショナルでクルーズ船誘致につい

て調査しました。港湾関係の開発や拡張は港湾局とクルーズ会社が

採算ベースで実施しており寄港地としての本県との違いや CIQ の手

続きなどでは政府関係者と友好な関係を築いていました。クルーズ

事業については、現在注目を集めている 7 日間の大型船のカジュア

ルクルーズよりも 3～4 日もしくはラグジュアリクルーズが中心と

の指摘もあり愛知県の判断が迫られるところです。 

テキサス州ヒューストンでは、在ヒューストン日本総領事館及びジェ

トロ・ヒューストン事務所にてテキサス州の経済最新事情を伺い、グ

レイター・ヒューストン・パートナーシップで経営・労働環境の多文

化共生について、ジョージ R ブラウン・コンベンションセンターで

は大規模展示場の運営について調査しました。 

最後の調査地となるテキサス州の州都オースティンでは、テキサス州

議会を表敬訪問するなど関係を深めたほか、商工会議所等との意見

交換、多文化共生、自動走行の実証実験、スポーツコミッションなど

多枝に亘り精力的に調査し、11 月 6 日の夜に帰国しました。確り

と県政発展のために役立ててまいります。 

■連合愛知尾張南地域協議会定期総会 

働く仲間、連合愛知尾張南地協の定期総会が盛大に開催され

2017 年度活動方針が決定され、星野俊次市議も挨拶に臨みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トランプショック！米国の大統領選                        は予想外のトランプ氏が当選し

ましたが最初の誠実な会見で失礼ながらまた吃驚
びっくり

です。先月の街宣で大野市長の訃報をお伝えしましたが次のステージに

向かう市長選 Let’s Vote! ぜひ投票へ！… 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 

鈴木です 

11 月 26 日そぶえイチョウ黄葉まつり 
27 日市長選告示、12 月 4 日投票 

12 月 1 日県議会 12 月定例会開会 

～年末の交通安全県民運動～10 日 
9 日全国障害者芸術・文化祭あいち大会～11 日 

18 日愛知県身体障害者福祉大会 in 稲沢 
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