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関西圏

北陸圏

5千万人リニア
大交流圏

世界へ直結
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40分交通圏

首都圏中京大都市圏

中津川
飯田方面

5千万人リニア大交流圏の中で
一大産業拠点として存在感を発揮

リニア中央新幹線
東海道新幹線

名古屋
中京大都市圏内の主要都市

●平成25年 上位10都道府県
　製造品出荷額など

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0 愛知 大阪 静岡 兵庫 千葉 埼玉 茨城 三重 広島神奈川

（兆円）

愛知県に政府関係機関を移転するメリットとして、日本一のモノづくり産業の新
たな研究や、その成果を東海地域・中部圏の活性化、ひいては日本の競争力強化に
寄与するものであり、「政府関係機関の愛知移転を実現」するため、愛知県創生総
合戦略に織り込み推進を図ってまいります。

■ 知の拠点あいち
豊田市
瀬戸市

■ 飛行研究センター
豊山町

■ 産業振興センター
刈谷市

■ サイエンスパーク
名古屋市

▲FCV

介護支援ロボット

提案された7機関とメリット

愛知県創生総合戦略における背景
◀愛知県議会本会議場◀愛知県議会本会議場

製造品出荷
額

37年間トッ
プ

▶世界屈指のモノづくり産業の集積と
　直結した研究
▶研究成果の広域波及による好循環

先進パワーエレクトロニクス研究センター
ロボットイノベーション研究センター

知的財産専門人材育成機能

医療機器・介護製品等開発研究機構

医薬品医療機器総合機構

農業・食品産業技術総合研究機構

航空機の構造技術・飛行技術研究機構

●中京大都市圏

愛知県創生総合戦略

▶研究成果の産業間交流による好循環
▶日本の縮図「愛知」としての地理的特性を
　活かした研究

愛知県に
移転する
メリット

「政府関係機関の移転に関する提案」➡７機関の実現に向けて

▶日本一を誇る産業力
▶愛知県は大交流圏の西の拠点
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安全運転支援システム実証実験現場を実験用車両にて試乗

からくり改善®くふう展2015を現地現物で観て、刈谷市でも実現を!!

県税
47％

県債
14％

諸収入
10％

国庫支出金
8％

地方消費税
清算金 7％

地方譲与税
6％

地方交付税
3％

繰入金 2％

歳入
2兆3,963

億円

その他2％

0
1
2
3
4
5
6

（兆円）■特例的な県債　■通常の県債

（年度）
2019 21 22 23 24 25 26 27

平成26年度「一般会計決算」の概要

教育費
24％

諸支出金
12％ 公債費

15％

健康福祉費
16％

産業労働費
9％

建設費
8％

総務費
6％

警察費
7％

歳出
2兆3,812

億円

農林水産費3％
その他1％

県債残高の推移

県税の内訳
県民税
　・ 個人　　 3,489億円（＋ 53億円）
　・ 法人 　　 892億円（＋353億円）
　・ 利子割　 66億円（－ 1億円）
事業税
　・ 個人　　 123億円（＋ 5億円）
　・ 法人　　 2,833億円（＋905億円）
その他（自動車税等）
　　　　　　 3,782億円（－118億円）
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
合計　1兆1,185億円（＋1,197億円）
注：カッコ内は対前年度の増減を表す

注：平成26年度までは決算額、平成27年度は当初予算ベース

県民一人当たり
約71万円の

借金

　9月議会において、総額83億3,700万円余の補正予算案をはじめ28議案及び、平成26年度決算関連は特別
委員会を設置し継続審議となりましたが、その他の議案は全て可決承認しました。
　また、「難病対策の充実」他6件の意見書を採択し国の関係機関に提出しました。

健全で持続可能な愛知の実現に向けて!!
　交通安全対策として高度
道路交通システム（ITS）の
取り組みが、愛知県ではじ
まっています。
　交差点の右折時衝突防止
支援システムなどの実証実
験で交差点に設置したセン
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
ライバーにモニター画面を
使って知らせる仕組みとな
ります。
　平成27年10月現在で安全運転支援システムが使用可能な愛知県内の交差点整備状況は18交差点〔名古屋市・豊田市〕で
あり、今後、さらなる交差点整備の拡大を働きかけてまいります。

　製造現場で働く人達が、技術・技能のレベルアップを図ることにより、
作業効率・品質・職場環境などの向上を目指し、現場の知恵と工夫で改
善した現物やモデルを一堂に集め、展示・
紹介する「からくり改善®くふう展」です。
　2000年から東京都と愛知県で交互に
開催し、経済産業省、愛知県後援のもと
ポートメッセなごやにて平成27年10月1
日（木）～10月2日（金）に開催されました。

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

③表示や音によって
　ドライバーへ情報を提供 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

実証実験 名古屋市北区：2カ所

これまでの活動報告

大津通

1
2

城見通2 城見通3

❶城見通2を東進、右折 ❷城見通3を西進、信号待ち

主な質問1

社会保障費や県有施設の維持・更新費用の増大見込みに対し、
今後どのように財政運営を行っていくのか？

「健全で持続可能な財政運営」について

　9月議会が9月17日から10月14日の会期で開催され、自民・民主・公明の3会派が代表質問
を行い、民主党幹事長の安藤としき議員が県政運営の諸課題について知事の考えを質しました。代表質問

　平成28年度から4年間を対象とした財政中期試算を作成したが、県税収入は増加して
いくものの、扶助費の増加や公債費の高止まりにより、毎年1,000億円を超える収支乖離が

発生する厳しい財政状況が続く見込み。
　こうした中、「あいちビジョン2020」に位置づけた地域づくりや、県民の豊かな暮らしの実現に向け、政策を引き続き進めていく。
また、持続可能な財政基盤の確立に向け、産業経済の活性化を進めることで、地域の雇用を維持・拡大し税収確保に繋げるとともに、
行財政改革に着実に取り組んでいく。
　さらに、地方法人二税の一部国税化の廃止や、地方交付税総額の増額など、地方税財政制度の充実強化を強く国に主張していく。

大村知事
答　弁

Q1

平成27年9月定例議会

大村知事

主な質問2

障害のある人が地域で自立した生活を送れるよう、障害者雇用
の拡大をどのように進めていくのか？

「障害者の雇用促進」について

「平成26年度 一般会計決算」について

　本県の雇用障害者数は、この5年間で5,000人以上増加し、昨年6月には26,243人と
過去最高となったが雇用拡大の取り組みを一層進める必要がある。

　従って、企業と障害者の交流機会を作るため、障害者就職面接会を県内3地域で、年5回開催し就職の
促進を図るとともに、平成30年度に雇用が義務付けられる精神障害者について、昨年度から企業や障害者の双方に雇用事例を情報
発信し、交流を図る取り組みを開始している。
　加えて、雇用相談に対応するため、国のジョブコーチ制度に加え、今年度から愛知県独自の就労支援者を新たに育成し、企業等に
派遣することで雇用の促進、職場への定着を進めていく。

　県税収入の増加などにより、基金の繰入や減債基金の
取崩しを取り止め、財政調整基金に積立てを行った上で、
実質収支は平成25年度に引き続き黒字。
　しかし、平成27年度当初予算は、扶助費や公債費と
いった義務的経費の増加に対し、減債基金の再活用や財
政調整基金の取崩しにより財源を確保する。

　県債残高は主に国の立替借金である「特例的な県
債」が半分以上を占め、依然として厳しい財政状況。

　決算内容の詳細は、特別委員会を通じ精査してま
いりますが、経済・産業の活性化や雇用確保を進め、
税源の拡大を図るとともに、昨年12月に策定した

「しなやか県庁創造プラン（愛知県第六次行革大
綱）」を着実に進め、健全で持続可能な財政運営を目
指します。

　上の写真は、CutKit（カットキット）
　ビニールシートを定寸に確実にカットする知恵
と工夫にあふれた今年の作品です。
　このような「からくり改善®くふう展」を平成28
年3月頃目途に 刈谷市でも開催されるよう、今後、
愛知県に働きかけてまいります。

大村知事
答　弁

Q2

2013年の手押し台車コンテスト最優秀賞作品

▲
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方針名 場所
二級河川汐川水系

河川整備基本方針 田原市二級河川蜆川（渥美）水系
河川整備基本方針

二級河川拾石川水系
河川整備基本方針 西尾市、蒲郡市、幸田町

二級河川前川（碧海）水系
河川整備基本方針 刈谷市、高浜市

二級河川布土川水系
河川整備基本方針

美浜町二級河川新江川水系
河川整備基本方針

二級河川大川水系
河川整備基本方針

二級河川五宝川水系
河川整備基本方針 南知多町、美浜町
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平成27年6月定例県議会

7月14日愛知県公表　河川整備方針

刈谷市　前川水門

　愛知県では「地震から県民の生命・財産を守る強靱な県土
づくり」を目指し、取り組みを推進中であるが、堤防沈下によ
る地震直後の浸水や津波による被害予測に基づく河川堤防

の耐震対策と併せ、水門・排水機場の耐震対策も重要と考える。また、
被災直後の救助活動や物資輸送に必要となる緊急輸送道路の対策も
急務と捉え、知事の考えを質した。

　水門と排水機場は、地震時の津波の遡上や、台風・大雨時の高潮または洪水による被害防止に不可欠。
津波の到達が早い地域の水門や、ゼロメートル地帯など地震後の高潮や洪水による甚大な被害が想定される地域の
水門・排水機場から順次、更新・補強を進めていく。第３次アクションプラン初年度となる本年度は、地震直後の浸水対
策として、緊急性の高いゼロメートル地帯の堤防の補強に着手するとともに、水門・排水機場や橋梁も対策に必要な調
査・設計を行い、準備が整い次第、工事着手していく。

QQ

AA

排水ポンプ
今回策定する河川整備基本方針

河川の水位の方が高い場合に、雨水
を汲み上げて強制的に河川に排水
する施設です。

ハード対策は県民の皆様の生命と財産を守るために極めて重要であることから、
全体工程を管理するロードマップを今年度中に作成し、計画期間内の完了に向け
全力で取り組んでいく！！

大村知事答弁

Topics

刈谷市　浜田排水機場

県民の命を守るために河川・海岸堤防と併せて、水門・排水機場の
 耐震対策を計画期間に完了させることを大村知事に訴える！！
県民の命を守るために河川・海岸堤防と併せて、水門・排水機場の
 耐震対策を計画期間に完了させることを大村知事に訴える！！


