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県政レポート ❷
未来に誇れる愛知を目指して！

愛知県議会議員  嶋口 忠弘
常任委員会 ： 農林水産委員会 民主党愛知県議員団監事
特別委員会 ： 産業振興・環境対策委員会 全トヨタ労連顧問

時　期 平成28年4月~

対　象 既存車・新規車を問わずすべての軽自動車

内　容 新規登録から13年を経過した軽四輪車に係る税率を引き上げる
併せて軽課についても検討を行うこととする

車種区分 現行税率 改正後
H28年度時点で

13年超え
概ね20%重課

四輪
乗用 自家用 7,200 10,800 12,900

営業用 5,500 6,900 8,200

貨物用 自家用 4,000 5,000 6,000
営業用 3,000 3,800 4,500

三輪 3,100 3,900 4,600

単位 ： 円

自動車取得税 環境性能課税
（平成26年度与党大綱より）

課税時期 自動車の取得時 自動車税の取得時

税　率 3%（自家用自動車）
2%（営業用自動車・軽自動車）

0~3%
（燃費基準値の達成度に応じて変動）

課税標準 取得価格 取得価格

その他 取得価格50万円以下は非課税
（平成30年3月31日まで）

控除及び免税点のあり方につい
て検討する

自動車取得税の廃止を無意味にし、税制を更に複雑化させる
「簡素化・負担の軽減」に逆行する制度が検討されている

　定例議会の一般質問に立ち、①自動車関係諸税抜本改革に向けた取り組み
②安全運転支援システム（DSSS）による交通安全対策について③障害者の
就労支援について質問しました。 一般質問に登壇する嶋口議員

答弁する大村知事

背 

　
　景

•自動車取得税・重量税は、課税根拠を失っていることや自動車取得税が消費税と二重課税になっている
ことなど、公平・中立・簡素という課税の三原則に照らし、様々な課題が山積。
•更に消費税10％時点での取得税廃止にかわって自動車税同様に軽自動車税への環境性能割導入が検討
されるなど、ユーザーの負担軽減には何ら繋がらない状況。
•税制抜本改革法案に明記された「簡素化・負担の軽減」に逆行した見直しが繰り返されている。
•国内の四輪新車販売状況は、非常に厳しい状況が継続し今年度の国内販売台数は500万台を割込む厳し
い見通しになっている。

■ 軽自動車税の改正について

質問
❶ 自動車関係諸税の抜本改革に向けて、愛知県としてどのように活動していく予定か。

回答
❶

■ 環境性能割の制度設計について
●自動車取得税と環境性能課税

　本年4月の軽自動車税の税率引上げ等により、昨年度から、国内販売は前年度を下回
る水準で推移し、8月の実績では前年同期比5．4％減、特に軽自動車は16．6％減と大幅
な落ち込みとなっております。
　こうした状況を放置すれば、国内生産はさらに縮小し、基幹産業としての自動車産業
の維持が難しいといった事態になりかねないとの危機感を持って、今年度の税制改革に
おいても、県内の政労使関係や有志知事、同じ考えを持つ首長にも私から声を掛け、一
体となり、自動車諸税の抜本的改革の実現に向けて、引き続き全力で取り組んでいきた
いと考えております。 （大村知事答弁）

116億の増税経年車への重課導入軽自動車税（四輪等）

電気自動車については対象外/現行税率が維持される車も同様に重課されることとなる

9月議会で一般質問に立つ

自動車関係諸税の抜本改革に向けた本県の取り組みについて



要望する嶋口議員

安全運転支援システムの路側インフラ整備に
対する取り組みの環境が、システムの商品化
により大きく変化することが想定されます。愛

知県として、各交差点におけるインフラ整備が加速するよ
う予算措置を含めた、積極的な検討をお願い致します。

その他
10,637件

11％

左折時
16,393件

17％

直進時
32,256件

33％

右折時
38,294件

39％

右折時の事故割合が
最も高く事故削減の
ためには右折事故対
策が有効

信号交差点における行動類型別事故件数
（1当四輪車　2011年度データ）

障害者雇用の現状

◆特例子会社の全国比較

【愛知県産業別の状況】

東京都 120社 神奈川県 48社
大阪府 33社 埼玉県 20社
兵庫県 17社 愛知県 14社
福岡県 13社 広島県 11社

産業別雇用率一覧　平成26年度
農・林・漁・鉱業

建設業
製造業

電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

運輸業・郵便業
卸売業・小売業
金融業・保険業

不動産業・物品賃貸業
学術研究・専門・技術サービス業

宿泊業・飲食サービス業
生活関連サービス業・娯楽業

教育・学習支援業
医療・福祉

複合サービス事業
サービス業

合計

実雇用率（％）

1.78
1.57

1.87
2.05

1.34
1.67
1.64
1.71
1.69

1.42
1.65

1.27
1.37

1.97
1.69

1.54
1.74

要 望

背 

　
　景

•昨年の交通事故の状況、死者数は全国で唯一200人を超え204人が交通事故で死亡。全国ワースト一位。
•死亡事故の半数（46.2%）近くは交差点。事故の原因として挙げられるのは、一時停止標識の見落とし
や、横断歩行者などの確認不足。
•本県の交通事故を大幅に抑止していくために、安全運転支援システム（DSSS）の活用は、交差点におけ
る交通事故の総量抑制を図っていくうえでは有効かつ重要。
•県民の命を守るべく、安心・安全な道路政策のひとつ、安全運転支援システム（DSSS）の整備が不可欠。

■ 信号交差点における事故類型分析

質問
❷ -1 愛知県における「安全運転支援システム」の整備の現状について

回答
❷ -1

■ ITS Connect 対応システムの導入

　安全運転支援システムの整備状況につきましては、一般社団法人UTMS協会が豊田市内の6交差点、名古屋
市内の11交差点の計17交差点、県警察といたしましては、名古屋市内1交差点で整備をいたしております。
本実験につきましては、県警察から同協会に対して、交通事故発生状況のデータを提供しており、また、同協会
からは、実証実験結果の情報提供を受けるなど、良好な協力関係を構築しているところです。

質問
❷ -2 「安全運転支援システム」の整備について今後どのように進めていくのか

回答
❷ -2

　ITSによる対策は、交通事故の総量抑制に繋がるものと考えております。
　県警察におきましても、新たに名古屋市内の交差点1か所にシステムの運用に必要な機器を整備するなど、
支援を行ってまいります。
　また、一般社団法人UTMS協会におきましても、名古屋市内及びその周辺の5交差点に、整備する計画であ
ると承知しております。
　今後も、交通事故を抑止するため、必要な整備支援を行ってまいりたいと考えております。

安全運転支援システム（DSSS）の取り組みについて

■ 民間企業（常用労働者50人以上規模の企業）の雇用状況

背 

　
　景

•法定雇用率2％達成の県は13県。全国平均1.82％に対し愛知は1.74％、宮城県・愛媛県と同率の全国
最下位。（45位）
•法定雇用率達成企業割合は、全国平均44.7％。愛知県は41.9％。45位/47都道府県中。
•製造品出荷額37年連続全国1位。失業率、有効求人倍率等の雇用環境は全国の中でも良好。
•「モノづくり愛知、日本一元気な愛知」において障害者法定雇用率は2.0％を順守できていない。
•これまでの支援策の延長線上ではなく、未達成事業所の実情に沿った支援策が必要。
•障害者雇用促進法の改正にともない、平成30年4月1日、算定基礎の対象に、新たに精神障害者を追加。
法定雇用率は原則5年毎に見直しが検討。
•法改正の動き、障害者の増加が予測されている現状から、雇用機会の拡大が期待できる、特例子会社の
位置づけについて再検討し県としての取り組みの必要があるのではないか？

質問
❸ -1 障害者法定雇用率2%の達成に向け、どのような課題があり具体的な対策について

回答
❸ -1

　愛知県のハローワークにおける平成26年度の障害者就職件数は、全国でも東京に続いて2位となっておりま
す。しかし、景気の回復により雇用者数も増加し、障害者の実雇用率は1.74％に留まっており、その引上げにしっ
かり取り組んでいかなければならないと考えています。
　そこで県では、愛知労働局と実施している「労働関係連絡会議」に、経営者団体、労働団体や支援機関などを
加えた分科会「障害者雇用対策強化部会」を新たに設置し、雇用率低迷の原因分析や課題共有を行い、連携して
雇用率の向上に取り組むことにしております。
　今後も課題を点検しつつ、ハローワーク、障害者雇用の支援機関や教育・訓練機関、経済団体等と連携を図り、
マッチングや相談機能の強化などきめ細かい支援を行い、障害者雇用率の向上に向けて取り組んでまいります。

質問
❸ -2 雇用機会の拡大に有効的な特例子会社について愛知県としての考え方

回答
❸ -2

　特例子会社の設立は、障害者を雇用する側にとっては障害の特性に配慮した仕事の確保・職場環境の整備
が容易となり、働く側にとっては障害の特性に配慮された職場環境の中で、個々の能力を発揮する機会が確保
されるなど、障害者雇用率の向上に寄与するものと理解しております。
　県としては、障害者雇用の拡大に向けて、幅広く企業に対する取組を進める一方、規模の大きな企業での
特例子会社の設立は、障害者雇用率を向上させる一つの手段として有効であることから、ハローワークと連携
して設立を促進してまいりたいと考えております。

障害者雇用に対する就労支援について

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5



連携・協働のコーディネート

フル活用

知多半島道路
（20.9km）

南知多道路
（19.6km）

知多横断道路
（8.5km）

衣浦豊田道路
（4.3km）

衣浦トンネル
（1.7km）

名古屋瀬戸道路
（2.3km）

猿投グリーンロード
（13.1km）

中部国際空港
連絡道路
（2.1km）

愛知有料道路コンセッションが目指す三方一両得の姿

利用者・地域

民間事業者 道路管理者
（公社）

・民間事業者の創意工夫が
発揮された、より低廉で
良質なサービスを享受

・公共施設等運営権に係
る契約

・適切な業務分担と道路
運営に関する各種協力

・新たな事業機会の創出
・経験を活かした将来的な道

路インフラ運営事業の展開

・ICやPAの新設による利便
性の向上

・沿線開発等による地域経
済の活性化

・確実な償還の実施
・効率的な管理運営（技術
面・費用面）

道路運営サービスの
提供・享受 道路施設の提供

主な活動

〒446-0059　愛知県安城市三河安城本町一丁目11番地1
TEL　0566-77-2874　　FAX　0566-77-2724

発行 しまぐち忠弘事務所
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7/2 安城七夕まつり表敬訪問 7/14 福釡いきいきクラブ福寿会 8/6 戦後70年安城市平和祈念式典

8/15 愛知県戦没者追悼式 9/21 平貴三町合同敬老会 9/21 南明治町内会連合会敬老大会

　『国家戦略特別区域』とは、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推
進を図るため、いわゆる岩盤規制全般について突破口を開いていくことを目的とし、国において創設された制度です。
　愛知県では、この制度を活用することにより、国内最大のモノづくり集積地としての教育・雇用分野における産業人材の育成や、次
世代技術の実証を通じた先端産業の中枢拠点を形成、更には農地の流動化や耕作放棄地の解消等を図ることにより、第一次産業も
含めた総合的な規制・制度改革の実現を目指し、国に対し提案を行っておりましたが、この度、国家戦略特別区域として指定を受ける
と共に、有料道路管理の民間開放＆高度な先進医療の提供等に関する区域計画の認定を受けました。

愛知県が　　　　　　　　　　　 の指定を受けました!!『国家戦略特別区域』

今回、国に認定された区域計画の主な内容

　今後は、愛知県立愛知総合工科高等学校（平成２８年４月開校）高専科の民営化や、グローバル企業等に対する雇用条件の整備に
向けた「雇用労働センター」の設置等に向けて、区域計画の更なる拡大を目指してまいります。

1有料道路管理の民間開放（有料道路コンセッション）
県道路公社が管理する有料道路８路線について、特区制度を活用し、
民間事業者による運営を可能とする有料道路コンセッションを推進。

2農業の所得向上と成長産業化
生産から加工までを担う６次産業化を後押しするため、常滑市内にお
いて農地でのレストラン経営を認めるほか、農地売買の許可業務を農
業委員会から常滑市長に移し、農地の集約化を図る。

3高度な先進医療の提供
アメリカなどの先進国において承認を受けている医薬品等であって、
日本において未承認の医薬品等又は適応外の医薬品等を用いる技
術すべてを対象として、保険外併用医療に関する特例を活用し、迅速
に先進医療を提供できるようにする。

日本初!!

コンセッション対象となる有料道路8路線


