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平成27年3月14日に西永井田交差点手前まで開通し、
　　　　　　　　　珍重原交差点までを平成27年9月末開通を目指す。

　４月に行われました愛知県議会議員選挙の結果、晴れて２期目をスタートすることができました。
引き続き、私の重点政策であります『安心安全対策』『愛知県経済活性化』を基本に全力で取り組んで
参ります。
　私は４年前から刈谷市内の国道、県道の道路整備事業の推進が、渋滞を解消し生活環境の利便性
が向上する上、さらにモノづくりを中心とした製造業の産業競争力を支える物流の道路ネットワーク
の構築につながり、この地域の経済を活性化させていくことに結びつくと考え取り組んできています。
一日も早い開通を目指して今後も積極的な働きかけに努めてまいります。
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延長区間 2.9km 小垣江町～高浜市神明町

小垣江町西高根付近

小垣江町西高根手前付近〔平成25年6月時点〕

西永井田手前までの開通
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全トヨタ労連顧問国道419号の４車線化が着実に前進
渋滞対策・道路ネットワーク構築が地域経済を活性化する！！



子育て・医療・介護などの扶助費が大幅に増加!!歳出

　義務的経費のうち、人件費は人事委員会勧告を反映するとともに
定員の適正管理に努め、前年度当初予算とほぼ同額を計上するも、扶
助費は平成27年度から実施される「子ども・子育て支援新制度」移
行への対応などに伴い、前年度当初予算に対し108.7％と大幅な増
加となる。
　投資的経費についても、国庫補助金を活用して防災・減災対策に重
点的に取り組むほか、県単独事業としても県民の皆様の安心・安全に
繋がるような社会基盤整備を積極的に進める事とし、前年度当初予
算に対し109.4％と大幅な増加となった。

住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金ついて

　平成27年度から新たに住宅用地球温暖化対策として実施します。
設備導入促進への取り組みを紹介します。
　家庭からのＣＯ２削減の推進には、発電した電気を無駄なく効率的に
「地産地消」していくために、新たに家庭用エネルギー管理システム
ＨＥＭＳや、燃料電池「省エネ設備」、蓄電池及び電気自動車等充給電
設備「蓄エネ設備」の５つの設備を補助対象としたもの。

【制度の特徴】
●１つ目は、「創エネ・省エネ・蓄エネ」設備の中から、住
宅の大きさや家族構成に応じて自由に設備を選択し、
組み合わせることができる補助制度としたこと。

●２つ目は、市町村と協調補助を行うことによって、県民
の皆様に周知をより効果的に進め、県全体で設備の
普及拡大を進めていく。

平成２７年度の予算編成にあたって

リニアインパクトを活かした
「中京大都市圏」づくり

「産業首都あいち」づくり

少子高齢化への対応 その他主要事業

●名古屋駅のスーパーターミナル化検討

●名古屋駅からの
　４０分交通圏の拡大

●公共交通ネットワーク
　の利便性向上

●空港・港湾機能の拡充

●道路網の整備

●認定こども園・幼稚園・保育園の運営費補助
●放課後児童クラブの対象を
　小学校６年生まで拡大
●小児３次救急医療の提供
●地域包括ケアシステムの推進
●特別養護老人ホームの
　整備支援

●農林水産業の振興
●教育立県あいち、人材創造あいち
●女性の活躍促進
●障がい者福祉・支援、
　ノーマライゼーション推進
●「あいち観光元年」、
　文化・スポーツ・魅力発信
●防犯・防災対策の充実

●産業の振興・育成

　・ FCV用水素ステーションの
　　設置支援

　・ 航空宇宙産業の育成支援

　・ ロボット産業の育成支援

●中小企業支援

●産業空洞化対策減税基金の活用

の運営費補助

人件費
6,924億円

公共
事業

1,547
億円

公債費
3,744億円

扶助費
2,561億円

単独事業　
1,175億円

単独補助金　
983億円

災害復旧
事業10億円

繰出金
377億円

貸付金
1,837億円

その他
5,661億円

義務的
　経費

投資的
経費

その他
経費 歳出
2兆4,817
億円

のの拡充
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蓄電池

電気自動車等
充給電設備
■   蓄エネ、省エネ ■

HEMS

太陽光で発電した電気を
車に蓄え、走行に使用し
たり家庭で利用する装置

太陽光で発電した電気を蓄え、
夜間に利用する装置

水素を燃料として、発電と
給湯を同時に行う装置
水素を燃料として、発電と
給湯を同時に行う装置
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給湯を同時に行う装置

家庭内の電気機器を効率
よく自動制御する装置
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太陽光エネルギーを
力に変換する装置
太陽光エネルギーを
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力に変換する装置

住宅用地球温暖化対策設備導入
促進費補助金 （補助対象設備）
住宅用地球温暖化対策設備導入
促進費補助金 （補助対象設備）
住宅用地球温暖化対策設備導入
促進費補助金 （補助対象設備）

新規新規

新規新規

県税収入は前年度を僅かに上回る程度に留まる!!歳入
　県税収入の見通しは、地方消費税率の引上げの平年度化に伴う増収がある一方で、企業の業績予
想などを踏まえると法人二税は減収を見込まざるを得ず、県税全体としては前年度当初予算を僅か
に上回る程度に留まる。
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■臨時財政対策債等　■減収補てん債　■通常の県債

（年度）
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県税
1兆1,030
　　　億円

その他
1,680
億円

地方
消費税
清算金
2,544億円

諸収入
2,275
　 億円

繰入金
1,540億円

その他
442億円

県債
3,287
　 億円

国庫支出金
2,020億円

依存
財源

自主財源

歳入
2兆4,817
億円

※『通常の県債』は行財政改革推進等により縮小傾向。国の立て替え借金となる
『臨時財政対策債』等はさらに増加し、県民一人当たりの県債残高は約72万円強。
借金体質からの脱却が急務な課題。

新規新規

知事提案説明風景

　２月２５日から３月２０日の会期で２月定例議会が開催され、議会冒頭に大村知事より、
平成２７年度愛知県一般会計予算（案）をはじめ、提出議案に対する説明がありました。

2月議会知事提案
説明要旨（抜粋）

平成27年度当初予算における主要事業

一般会計予算の概要
２兆4,817億円
（対前年度5.1％の増）

　我が国の景気は、雇用・所得環境の改善傾向が続く中で、緩やか
に回復していくことが期待されますが、消費者マインドの弱さや海
外景気の下振れなど、景気を下押しするリスクに留意する必要があ
ります。
　その上で、予算編成にあたっては、「日本一元気な愛知をつくり、
日本の未来をつくる」、若者・女性・子ども・高齢者・障害のある方な
ど、すべての人が活躍し「人が輝くあいち」を作っていくことを特に
念頭に置き、予算を編成いたしました。
　２０２７年度の開通を目指すリニア中央新幹線、国産初のジェット
旅客機、そして世界初の燃料電池自動車（ＦＣＶ）といった日本の未
来をつくるプロジェクトは全て愛知からスタートしましたが、これら
を必ず成功させ、日本一の産業集積を誇る愛知の力をさらに高め、次代を担う若者・女性の魅力ある雇用の場を作り、「働くことを
軸とする安心社会」をこの愛知から作ってまいります。
　こうした思いをもって、平成２７年度当初予算は、今回の選挙で県民の皆様にお示しした政策集と「あいちビジョン２０２０」を踏ま
えて、予算の柱立てを作らせていただきました。

新規新規

日本一元気な愛知づくりに向けて『平成27年度予算編成の考え方』日本一元気な愛知づくりに向けて『平成27年度予算編成の考え方』日本一元気な愛知づくりに向けて『平成27年度予算編成の考え方』日本一元気な愛知づくりに向けて『平成27年度予算編成の考え方』平成27年2月定例愛知県議会平成27年2月定例愛知県議会



ITSを活用した交通対策（安全運転支援システム）ITSを活用した交通対策（安全運転支援システム）ITSを活用した交通対策（安全運転支援システム）
※「ITS」高度道路交通システム（Intelligent Transport Systems）
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ホームページ：http://www.giin-dnwu.com/nagai/

ご意見、ご要望をお寄せください。QRコードからホームページを是非ご覧ください。ら を是

①センサーが
対向直進車を検知

②路側無線機がセンサーの検知情報を
700MHz帯電波を使って送信

対向右折車の遮蔽により
ドライバーから対向直進車が
見えにくい

③表示や音によって
ドライバーへ情報を提供

右折
注意 車両検知センサー

ITS専用無線装置
歩行者検知センサー

■交差点の歩行者見落とし防止

ポンッ♪
「右折先の横断者に
 ご注意ください」

サービスアイコン表示

路センサー

カーナビ

第1光ビーコン

第2光ビーコン

信　号
制御機

実証実験のイメージ図 ナビの画面に警告

4／3当選報告の様子3／26技能五輪国際大会・国際アビリンピック出場選手壮行会

トピックス

警察庁が進める安全運転支援システム実証実験に愛知県が参画していく
　予てより交通安全対策として愛知県で実証実験を進めるために警察庁を訪問す
るなど、本会議の場を通じ繰り返し働きかけてきました高度道路交通システム(ＩＴＳ)
の取り組みが、警察庁の交通安全対策として、愛知県・神奈川県にて実証実験がはじ
まっています。
　具体的には交差点の右折時衝突防止支援システムなどの実証実験に平成27年
度から愛知県が参画していきます。このシステムは交差点に設置するセンサーと車
が連動し、車が右折する時に死角となりやすい対向車、歩行者を検知し、ドライバー
にナビゲーションの画面を使って知らせる仕組みとなります。
　今後も交通事故の減少に効果がある取り組みを積極的に働きかけて参ります。 0
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■死亡者数の年別推移
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