
自民：1 区熊田 4 区工藤 6 区丹羽 8 区伊藤 9 区

長坂 10 区江崎 14 区今枝 15 区根本 

(比例：数字は小選挙区重複比例復活)田畑 2 池

田 3 神田 5 鈴木 7 八木 11 大見 13 

希望：2 区古川 11 区古本 13区大西 

(比例)牧 4 岡本 9(惜敗率トップ) 関 15 

立民：3 区近藤 5 区赤松  (比例)吉田 1 松田 

維新：(比例)杉本 10  公明：(比例)大口 伊藤   

共産：(比例)本村  無所属：7区山尾 12 区重徳 

 

 

  

 

 

■９月県議会閉会 

 選挙戦最中の 10 月 13 日に閉会した愛知県議会９

月定例会は、子どもの貧困対策(9百万余円)、県体育館

の移転新築の調査費(2千万円)、杉原千畝氏の顕彰施設

(債務負担行為 6 千 4 百万円)などの一般会計補正予算

44億 7千万余円、保育の受け皿整備の促進を図るため

に家庭的保育事業等に関する愛知県県税条例の一部改

正などの条例関係 8 件、その他の議案 12 件及び追加

提案された衆議院選挙等費用 41 億 7 千万余円(全額国

庫支出金)の追加補正について可決、同意しました。 

議会側からは 9 月 29 日に中野議長提案の北朝鮮の核実験及び弾道ミサイル発射に対する抗議に

ついての決議をしたほか、地方財政の充実・強化について、子どもの貧困対策の推進と強化について(以

上民進)、道路整備の安定的な財源確保について、消防団員の確保対策の充実について(以上自民)、食

品衛生管理の国際標準化について、小中学校におけるプログラミング教育の充実について(以上公明)

の各意見書が採択され国に送致しました。また、平成 28年度決算については一般会計・特別会計並

びに公営企業会計の両決算特別委員会を設置し閉会中の継続審査としました。 

■第 48回衆議院議員総選挙 

9月 28日臨時国会の冒頭解散を受け、第 48回衆議

院議員総選挙が 10月 10日に公示、同 22日投開票(執

行)されました。天候が思わしくなかった選挙戦の最終日

も超大型台風 21号の影響で雨の中の選挙戦となり、西

尾市では開票が翌日に持ち越されました。 

投票率(衆議院 9 区)は 51.95％と過去最低の前回(平成

26 年)の 50.80％を上回りました。但し、県内投票率は

54.65％です。稲沢市は 54.25％(前回 50.68％)と 6市

2 町 1 村の中で飛島村の 66.88％に次いで高い投票率

でした。市内の投票所別上位3投票区は緑町45.23％、

稲沢北 42.54％、赤池 42.50％、市内の期日前投票率

は 16.93％と台風の影響もあり大きく伸びました。 

選挙結果は、自民党が過半数の 233議席、絶対

安定多数の 261 議席を大きく上回り現有議席

284(±0)を確保、公明 29(－5)と合わせ 311議席

と 3 分の 2(今回から議席 10 減で総議席数 465×2/3=310

議席)を維持、躍進した立憲民主が 55議席(＋40)を

得て野党第一党に、希望 50(－7)、共産 12(－9)、

維新 11(－3)、社民 2(±0)、無所属 22です。 
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愛知県議会議員  1710  

第 48 回衆院選    長坂氏(当選)   岡本(比例当選)  惜敗率    渡辺氏  

９区 計(稲沢市)  104,419 (26,589)   89,908 (26,101)   86.10   25,489 (6,841) 

同前回 2014 年   98,594 (24,827)   85,967 (23,776)   87.19   24,003 (5,771) 

 

 

 

▼当選された愛知県関係の皆様         敬称略 

 

 

 

来年度の施策及び当初予算について団五役から知事に提言 

10 月 4 日に愛知 9 区立候補予定者公開討論会が稲

沢青年会議所等により実施されました。JC の皆さん

には昨年の市長選でも企画頂きましたが政治への関

心が少しでも高まることを願います。(写真は JCFBより) 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Minshinto_Logo.png


■平成 30年度施策及び当初予算に対する提言ｂｙ民進党愛知県議員団 

愛知県議会 9月定例会閉会日に、平成 30 年度施策及び当初予

算に対する提言を、各部会での素案を基に正副政調会長が原案を

作成の後、部会長会議、総務政調合同会議、総会での熟議を経て

取りまとめ知事に提出しました。(１面写真 以下最重点要望事項抜粋) 

１．行財政改革の推進 

 未利用県有財産の効果的な利活用を促進するため民間活力の導

入や部局の連携強化、公共施設等総合管理計画及び長寿命化計

画に基づく持続可能な財政基盤の確立等。 

２．局地的大雨対策の推進 

 多発するゲリラ豪雨に対しこれまでの想定雨量にとらわれるこ

とのないインフラ整備等の促進と避難勧告などソフト面の対策。 

３．国際観光都市を目指した取組の推進 

 「国際観光都市としての機能整備に関する

研究会」での中部国際空港エリアを中心とし

たMICE誘致に係る具体的な検討及びカジノ

が及ぼす影響についての慎重な対策の研究。 

４．低炭素社会づくりの推進 

今年度策定する計画に基づき中小企業への省エネサポート、家

庭向け LED 照明の導入支援、小水力発電等の研究等支援。 

５．地域包括ケアシステムの構築 

 地域包括ケアシステムのモデル事業の効果等を市町村等へ周知

するとともに、国立長寿医療センターによる支援体制の構築。 

６．自動運転の推進 

 「自動車安全技術 PT」や近未来技術実証特区「自動走行実証プ

ロジェクト」の取組を通じた技術開発支援、「あいち自動運転推

進コンソーシアム」による一元的な支援体制の整備。 

７．農林水産物のブランド化及び６次産業化の推進 

 「いいとも愛知ブランド力強化事業」等によるブランドイメー

ジの構築・販路開拓、６次産業化 SC を核とした体制の構築等。 

８．道路整備の推進 

 道路インフラの老朽化対策及び主要幹線道路の未整備区間の早

期整備、有料道路コンセッションの確実な推進。 

９．教員の多忙化の解消と良好な教育環境の整備 

 「教員の多忙化解消プラン」による長時間勤務の改善のため勤務

時間の適正管理、教員・地域・家庭での役割分担の促進等。 

１０．交通事故防止対策の推進 

 より高度な交通事故の分析、誘導ブロック(エスコートゾーン)・ゾー

ン３０の整備、自転車事故防止対策、ながらスマホの取締強化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●稲沢市消防団観閲式が快晴のなか

挙行されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●稲沢交通安全総決起大会が愛知県

稲沢警察署、愛知県交通安全協会稲

沢支部、稲沢安全運転管理協議会の

主催で開催され交通安全功労者の表

彰、交通安全宣言等が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●稲沢北小学校創立４０周年記念式典

が挙行され、子ども達の「稲北小創立４

０年の歩み」の発表を楽しみながら先人

の方々や地域の皆さんに感謝し子ども

たちの健やかな成長を願いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●稲沢市(加藤市長ほか)からの愛知県

建設部長への要望並びに日光川水系

改修促進期成同盟会、同右岸堤防災 

道路建設促進期成同盟会の要望の 

ため地元議員として出席しました。 

 

 

 

 

 

(早すぎる)政権交代の希望が消え混迷                       する政局の中、躍進したのは聴衆

に囲まれた立憲民主、信念という言葉、一寸の虫にも五分の魂、9 区でも排除も含め様々な思いが交錯する選挙でした。地

方議員にとっても今後の正念場、心機一転して… 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 25 日稲沢市戦没者追悼式 27 日荻須記念美術館特別展開会式 

28 日福祉まつり    

11 月 1 日稲沢市制記念式典    

3 日市子連子ども会大会  5 日平和まつり 

9 日商工会議所女性会創立 10周年記念式典 

12 日シティーマラソン 18 日イチョウ黄葉まつり～26 日 


