
　第2回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト
が平成23年11月26日に東京工業大学にて開催

され、刈谷少年少女発明クラブチームが最優秀賞の文部科学大臣賞を受賞
するなど素晴らしい成績を収めました。受賞された児童の皆さん、竹中市
長とともに大村知事にその報告を行ってまいりました。
●競技内容：モーターとゴムを使用したハイブリッドカーを作製し、走行距離とアイデアを
競うコンテストであり、モノづくりの楽しさやチームワークの大切さを体験する中で、柔
軟なアイデアと豊かな発想力を養い自ら考え行動するチャレンジ精神を育成します。

大村知事表敬訪問

平成24年度一般会計当初予算

警察委員会警察警察察委員委員会員会警察委員会 全国ワースト1 交通死亡事故多発への対応一般質問
　昨年12月末時点における愛知県の交通死亡事故者数は、225人。前年比＋28人と大幅に増加し尊い人命を失う
という事態にあり、全国ワースト１位という憂慮すべき状況にあります。

　これまで推進してきた歩車分離式信号機、歩行者感応式信号機などの他にITSの導入も欠かせないと考
える。今後は交通実態、道路実態も踏まえ、交通事故抑止に最も効果的なシステムの導入を検討していく。

愛知県警
答弁

　情報通信技術を活用し、道路と自動車の間で情報のやり取りを行い、交通事故、交通渋滞などの道
路問題を解決する仕組みであり、その実現に向け現在、警察庁が交通事故防止を図る安全運転支援シ
ステム通称：DSSSを実証実験中である。そこで、愛知県警は交通死亡事故の撲滅に向けた新たな取
り組みとして、安全運転支援システムの導
入をどう考え、進めていくのか。

●安全運転支援システム概要
　警察庁が平成23年度～東京都、神奈川県
で実証実験中の内容
○信号の見落とし防止支援システム
○追突防止支援システム
○出会い頭衝突防止支援システム
○一時停止規制見落とし防止支援システム

新たな取り組みを提案
「ITS」 高度道路交通システム（Intelligent Transport Systems）の導入

■交差点の歩行者見落とし防止 ■追突防止、信号見落とし防止

■死亡者数の年別推移 ■シートベルト着用状況■時間帯別状況■年齢別状況
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2兆2,546億円　※予算編成の詳細は裏面をご覧下さい。



年 度 被害予測調査
《被害予測調査検討委員会》

災害対応力の検証
《愛知県防災会議地震部会》

23年度 ●地盤調査等データ収集
●災害対応力の現状把握 ●東日本大震災の検証

24年度 ●被害の予測
●災害シナリオの作成

●災害対応力の検証
●地震防災対策のまとめ

25年度 ●地震防災対策の最終とりまとめ
●公表（６月予定）

開業予定年度 平成39年 平成57年

開業区間 東京ｰ名古屋 東京ｰ大阪

所要時間
リニア 40分 67分

新幹線 89分 138分

建設費 5兆４,300億円 9兆300億円

平成24年度おもな事業
産業空洞化対策の推進洞洞 策策対対化化業業 化業空洞化産産業空洞化対策対対産産業空洞 策化対化対空洞洞 策策策策対対産業空洞化対策の産産産業産業業空洞業空洞空洞化空洞化洞化化対化対化対対策の対策の推推進のの 進推進進進のの推推の推進策の推策のののの推進の推進推進推進産業空洞化対策の推進産業空洞化対策の推進

県外企業の誘致・県内企業の海外移転抑制に向けて、
新たに「産業空洞化対策減税基金」を造成し、投資案
件等を支援。
①大規模投資案件の誘致
 （補助限度額： 100億円）
②中小規模の投資案件への支援
 （補助限度額： 10億円）
③研究開発・実証実験への支援
 （補助限度額： 2億円）

大規模地震対策の推進策策対対 推規模地震対策の推進大大規模地震大大規模地震対策の推規規 のの対対 進進震震地模地震対策の策大大規大大規模地震対策の推進推推対対策策の推進進進のの模模 策策 推推規規 対対規規大規模地震対策の推進大大大規模大規模規模地規模地模地震模地震地震対地震対震対震対対策の対策の策の推策のののの推進の推進推進推進大規模地震対策の推進
東日本大震災を踏まえ、本県の災害対応力を検証する
とともに、3連動地震を想定した被害予測調査を引き続
き実施。

りくづくりづした地域づトを活用しクパクインパインパアイアイニアリニアインパクトを活用した地域トトイインパクトを活用したククリリニアインパクトを活用したンニアインパクトを活用した地域パクパク 活を活用した地域したした地た地リリニアインパクトを活用用活用した地ををリリ たたニアインパクトを活用した地域づリリニニアイアアイアインパンンパクパパンパパククトをトを活トを活を活用を活用用活用したしたた地した地た地た地地域づ地域づ りりくくづづ りりづくり域づくづづくづくりりリニアインパクトを活用した地域づくり
平成39年リニア中央新幹線開業を見据え、今後の地
域づくりにおける検討課題を整理。

家庭を応てて育て育て育子育育育育育子子育て家庭を応応を応てて 庭庭 応家庭を応をを応応家家庭をを家家庭を応をを子育て家庭を応援子育子育子育て育育てて家て家庭を家庭を庭を庭を応援を応援援援援応援応援子育て家庭を応援
安心して子どもを生み育てることができるよう、様々な
取り組みを推進。

①「あいち小児保健医療総合センター」
に小児救急専門病床を整備
②待機児童解消に向けて保育所整備
を促進
③延長保育・放課後児童クラブ運
営等への助成
④私立学校に対する助成等の実施

地球温暖化防止対策の実施防防 対対化化化地球温暖化防温暖化防止暖化防止対球温暖化防止対球球温暖地地球温暖化化化 止対止対防防防止止球球球温球温暖球球地地 対対地地地球温暖化防止対策地球地地球温地球温球温球温温暖化温暖化暖化暖化化防止化防止防止対止対止対策策の実のの実策の実策策のの策策策の実施対策の対策の策の実策のののの実施の実施施実施実施地球温暖化防止対策の実施
CO2排出量を削減し、地球温暖化を防止するため、新
たな戦略に基づき、各種取り組みを実施。
①電気自動車＆PHV車の自動車税を
　5年度分免除

②住宅用太陽光発電施設導入経費
　を助成

③森林整備と県産木材利用を促進

歳出
2兆2,546億円

警察費
1,568億円
建設費

1,680億円

産業労働費
2,284億円

諸支出金
2,488億円

公債費
3,559億円

健康福祉費
3,592億円

教育費
5,678億円

その他 302億円農林水産費 651億円
総務費 740億円
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一般会計予算
2兆2,546億円

平成24年度
当初予算 税収不足・県債依存体質の改善が課題

　平成24年度の予算を審議する2月議会が2月20日～3月23日の会期で開催され、予算を
はじめ関連条例などの審議を行いました。東日本大震災の影響や超円高水準による企業業績
の悪化に伴い、平成23年度に引き続き厳しい県税収入となる中、行財政改革＆県債発行、更に
は緊急避難的措置によって何とか乗り切ったという予算の内訳となりました。

■給与抑制・事業総点検も追いつかず
①行財政改革の推進により、146億円を捻出
②職員の給与抑制（△3％）によって166億円を捻出
　（議員報酬は予算とは別枠で11％を抑制）
　それでも収支不足を埋めるには遠く及ばず、基金からの繰入運用等の臨時
的・緊急避難的措置で360億円を確保し、何とか予算の編成を行いました。

■県債残高5兆円に迫る勢い
　このペースで推移すると、平成25年度
には県債残高は5兆円超えに。県民一人
当たりの県債残高も70万円弱になり、行
財政改革の更なる推進による自主財源確
保が急務な課題。

歳入
2兆2,546億円
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平成24年3月7日　産業労働部 部長答弁

　前向きな多くの中小企業が早く元気を出すためにも市町村に対して、4月1日以降着工案件について支
援を受けることができる制度として頂きたい。市町村からの声に応えるためにも柔軟かつ、配慮を反映した
制度の運用、スピードある対応を強く要望する。

２月議会
代表質問

議案質疑

知事就任２年目の抱負と決意を問う!!

平成24年度当初予算に対し、柔軟かつ、スピードある対応を訴える

　２月議会において、各会派が代表質問を行い、民主党愛知県議員団からは、団長の中村友美議員（名古屋市緑区選出・
７期）が、知事就任２年目を迎える大村知事に対し、今後の県政運営に関する諸課題について、知事の考えを質しました。

　2月議会本会議において議案質疑に立ち、愛知県独自の新たな産業空洞化対策である中小
企業向けの「市町村と連携する県内再投資の支援」が、効果的な支援強化につながるよう具
体的な運用について問う。

　地方分権を推進し、地方自らの責任で地域経営が行えるようになることは大切である。しかし、
全国の地方財政が極めて厳しい状況の中、県債残高は５兆円にならんとし、基金も枯渇状況にあ
る中で、知事は国からの完全独立を提唱し、国との対立軸を明確にしているが、今後の県政に及
ぼす影響について不安を抱かざるを得ない。知事の考えをお聴きする。

　新たな補助制度について、中小企業の再投資を柔軟に支援できるよう、具体的に
要件の設定にあたり、どのような配慮を行うのか。

補助金の効果を高めるため、今後、市町村との連携をどのように強化していくのか。

　配慮については、長年にわたり地域経済や雇用の基盤を支えている中小企業を支援する制度とする
よう、従来の「高度先端産業立地促進補助金」に比べ、対象分野、設備投資や雇用規模について利便性

を配慮した柔軟な要件を設定したいと考えている。具体的には、対象分野に機械、繊維など市町村が今後も集
積や振興を図りたい分野も含める。また、投資規模は投資金額を1億円に引き下げ、雇用規模も現状維持とす
る。さらに運用面で申請手続きを簡素化するほか、商工団体など関係支援機関に相談体制を整備し、新たな補
助制度を有効に活用できるよう、きめ細かい支援を行っていく。

知事答弁 我が国の閉塞した今日の状況は、国に依存する中央集権的な社会システムに因るところが大きく、
その状況を打破していくことが重要。とりわけ財政面では、地方の税財源である地方法人特別税を地方税として
復元すると同時に、課税自主権の強化等を通じ、自らの稼ぎで地域経営を行っていく、税財政制度の確立が基

本と考える。もちろん、愛知県・名古屋など力のある大都市圏が自立を獲得すれば良いと
申しあげているのではなく、グローバル競争が激化する中で、経済活力を再生し、引続き牽
引していく役割を担うのは大都市圏であり、こうした新しい国の形を作っていく上でも、その
原動力となっていく必要がある。
　従って、今後も引続き、東京・大阪としっかり連携をとりながら、大都市圏の自立・独立を
含めた真の地方分権社会・地域主権の確立に向けて、日本を前進させていく大きなうねり
を引き起こしてまいる所存である。

要望

　現在、 31市町村（54市町村の内）で企業立地を支援する制度を有しているが、新たな制度の導入な
どを検討する動きもあり、県として的確なアドバイスを行い立地優遇措置を充実していく。また、制度

開始に向け市町村と連携のもと、各種セミナーや企業訪問など制度を一体的にPRし利用促進に努めていく。

代表質問する
中村友美議員

答弁する大村知事

Q てい財政面における国からの独立についてらのらのる国る国からから いていてに いついの独の独おけおけけるけるけけ かか財政面における国から 独立に財政財政財政面財政面政面に政面ににお面におおけにおけけるおけるる国ける国国かる国かから国かららのからのの独らの独の独立の独立独立に独立にに立についについいついいていててていて財政面における国からの独立について

Q1
Q2

A1

A2



愛知県独自の産業空洞化（中小企業）対策政策実現
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ご意見、ご要望をお寄せください。また、お気軽にお立ち寄りください。

12/17 消防団第10分団ポンプ車両入魂式
12/18 旭鉄工労働組合50周年記念式典
12/27 少年少女発明クラブ大村知事訪問
1/7 小垣江地区安全祈願祭
1/8 刈谷市成人式 
1/10 刈谷警察署感謝状贈呈式

1/11 市民クラブ産業政策研究会
1/12.13 愛知県重点事業説明会
1/18 デンソー労組議員報告会
1/21 愛教同三河地区懇談会
1/24 産業振興雇用特別委員会調査
1/26 愛知県立工業高校校長会

1/27 自衛隊春日井駐屯地調査
1/28 第67回国民体育大会開始式
1/29 平成23年度刈谷市子ども会大会
2/1 連合愛知三河西地協街頭活動
2/4 愛三工業労働組合研修会
2/7 刈谷市婦人会大会

主な活動報告

2011年 9月 本会議一般質問

●愛知県独自の施策を訴える
　企業立地に「総合的なインセンティブ」の実施
新たな工場建設や研究所等の建設に対し補助金を新設する

2011年11月 知事が愛知県独自の補助金検討を発表

●「産業空洞化対策減税対応基金」補助金制度
50億円程度を毎年基金に積み立て、企業立地・研究所開発投資等に対
する補助金制度を創設する

2012年 2月 定例県議会本会議にて可決

●「産業空洞化対策減税基金」創設（一部抜粋）
１． 大規模投資案件の誘致
●高度先端分野における工場・研究所の設備投資補助金の上限を
  １０億円→１００億円へ

２． 中小規模の投資案件へのきめ細かい支援　(対象分野等の条件有り)
●地域企業の事業活動の安定化を図るため市町村と連携した再投資
を支援

●補助金限度額は市町村と合わせて１０億円
３． 高付加価値のモノづくりを支える研究開発・実証実験の支援
(対象分野等の条件有り)
●補助限度額は２億円、中小企業は１億円

ポンプ車両に防火・防災の心を全員で入魂 会場一杯の皆さんをお祝いする地区の安心、安全を祈願する

産業空洞化対策・雇用対策議論 介護支援ロボット開発現場を確認
刈谷工業高校生の
手づくり「はやぶさ」

12/17 1/7

1/11 1/24 1/26

1/10

刈谷市

市町村と連携した
再投資支援
（中小企業支援策）

２

村と連携した


