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2月定例議会で平成30年度当初予算が決定！！

歳入歳入

平成30年度の予算編成にあたって（知事提案説明抜粋）
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県税の内訳県民税
　・ 個人　　 3,145億円（－458億円）
　・ 法人 　　 577億円（＋133億円）
　・ 利子割　 34億円（＋ 2億円）
事業税
　・ 個人　　 137億円（＋ 3億円）
　・ 法人　　 2,955億円（＋432億円）
その他（自動車税・地方消費税等）
　　　　　　 4,869億円（－ 72億円）
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
合計 　1兆1,717億円（＋ 40億円）
　　　　　　注：カッコ内は対前年度の増減を表す
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県債残高の推移 ■臨時財政対策債等
■減収補てん債　■通常の県債
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県民
一人当たり
約71万円の
借金

　歳入の大宗をなす県税は、法人二税の増を見込む
一方、名古屋市への税源移譲による個人県民税の減
により、前年度からほぼ横ばいとなる1兆1,717億円
を計上。
　また、平成29年度に大幅な減収となった法人二税
は、565億円の増を見込んでいるが、外形標準課税の
拡大などにより、企業収益が税収増につながりにくく
なっており、減収前の平成28年度の水準にまで回復
するに至っていない。
　県債については、社会資本整備などに充当する「通
常の県債」は、行革大綱に基づき着実に残高が縮小し
ているものの、国の立替借金である「臨時財政対策
債」は更に増加し、総額で5兆3,762億円（県民一人
当たり：約71万円）であることから、借金体質からの脱
却が急務の課題。

　2月20日～3月26日の会期で2月定例議会が開催され、平成30年度の『一般会計』『特別会計』『企業会計』
各予算案や条例改正等の提案があり、慎重審議の結果、すべての議案を可決承認いたしました。予算

提案説明を行う大村知事

　本県には強い経済基盤に支えられた恵まれた雇用環境に加え、高い交通利
便性や充実した教育環境、大都市圏にありながら比較的安価で良質な住宅、
豊かな自然などがあり、このバランスのとれた「住みやすさ」を背景に、人口
は753万人を突破しました。
　こうした日本一元気な愛知が先頭に立って東京一極集中にストップをかけ

る、そして、日本の活力を取り戻し、日本の成長を力強くリードしていく、そうした思いをもって予算編成にあたった
ところであり、平成30年度当初予算は、知事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、予算の柱立てを作らせていただきました。

　義務的経費のうち、人件費は退職手当の支給水準引下げを見込む一方、人事委員会勧告
に基づく給与の増額改定などにより、若干の増となる。
　また、扶助費については「障害者自立支援介護・訓練等給付費負担金」や「後期高齢者
医療費負担金」等の伸びにより増加が続いており、公債費についても、過去の特例的な
県債の増発に伴う満期一括償還分の減債基金への積立金などが増加しており、高止まり
傾向にある。
　投資的経費については、「愛知県国際展示場」や「芸術文化センター」「医療療育総合セ
ンター」などの施設整備のほか、皆様の安全・安心につながる社会基盤整備を引き続き着
実に進める事から増額となる。

　今回の予算編成では1,283億円という多額の収支不足が見込まれたが、減収補填債を
1,000億円規模で発行することにより、平成29年度に予定していた基金の取り崩しを取り止め、
その全額を再活用する等して、2か年にわたる財源調整を行い収支不足に対応!!
　本県の財政運営は、年度内に財源を確保して、翌年度当初予算の収支不足に対応することを繰
り返しており、単年度の歳入だけで歳出を賄うことができないことから、依然として厳しい財政状
況が続いております。

一般会計予算の概要
２兆4,940億円
（対前年度：９8．9％）

一般会計予算の概要
２兆4,940億円
（対前年度：９8．9％）

法人二税は平成28年度の水準にまで回復するに至らず!!

歳出歳出 単年度の歳入だけで歳出総額を賄う事できず!!

※4ページ、当初予算における主要事業へつづく



壇上から質問する嶋口県議

質問の背景 質問の背景
　交通死者数は、交通戦争といわれた時代と比較して約1/4ま
で減少してきているが、一方で人身事故件数は約3/4までにし
か減少していない。本県の交通事故死者数は、15年連続で全国
ワースト1位となっており、昨年の交通死亡事故の状況は、歩行

者・自転車乗車中の死亡事故の5割弱が自宅から500ｍ以内の生活道路で発生し
ている現状から、生活道路における安全対策が必要。

『日本一元気な愛知』、『すべての人が輝く愛知』そして『日本一住みやすい愛知』の実現へ平成30年2月 定例愛知県議会

県民の安全・安心に向けた交通安全対策の推進について2月定例議会
一般質問① 県営都市公園「油ヶ淵水辺公園」の魅力向上について2月定例議会

一般質問②

　西三河初の県営都市公園は、平成13年に県民へのアンケートを実施し、平成１８年から本格的に整
備事業がスタート、本年の４月２９日に、安城市側と碧南市側での一部が開園予定となっているが、県民
へのアンケート調査から約17年が経過し、県民の生活環境の変化、健康意識の高まりなどを考慮した
今後の整備が必要。あわせて、天然湖沼の油ヶ淵の６．３キロの周回を活用し開園するエリアは、距離的

に離れている現状から「油ヶ淵水辺公園」の魅力向上につなげるべく、まずは、今回開園する両エリアを結ぶ園路を優先的
に整備していく事が望まれている。

油ヶ淵水辺公園は、基本計画に掲げた５つのエリアの内、第１期
整備区域として、安城市側の「自然ふれあい生態園」及び碧南
市側の「水生花園」の２つのエリアと油ヶ淵を周回する園路を

含めて、約３５．７ヘクタールを対象に事業を進めてきている。
　第１期整備区域の内、未整備の主な施設としては、安城市側の「自然ふれあい生態園」では、トンボなどの生き物が観察
できる「トンボ池」、碧南市側の「水生花園」では、様々な品種の桃の花などが観賞できる「桃の園」などがあり、油ヶ淵の広
大な水面を望み周回する園路については、離れた供用区域を結ぶ連絡路となるとともに、ランニングやウォーキングなど
の健康づくりの場ともなることから、引き続き、開園区域の拡大とともに、碧南市側の水生花園から安城市側の自然ふれ
あい生態園までを東まわりで結ぶ園路の整備を重点的に進めてまいりたいと考えている。
　より多くの県民の皆様に親しまれる公園となるよう、まずは第１期整備区域全体の供用に向けて、取り組んでいく。

周回園路を優先的に整備し、開園エリアの連携と水辺公園の魅力向上に向けて質問

建設部長
 答　弁

　自動車走行情報を記録したビッグデータを活用し、潜在的な危険箇所の交
差点に注意喚起を行うためのカラー舗装、また、自動車の走行速度を抑えるた
め、ゾーン３０の指定や、ラバーポールや区画線により車道幅員を部分的に狭

める対策などを実施中。さらに、その他の事故多発地区について、市町村と連携して「生活道
路対策エリア」の登録を促進し、生活道路における交通事故の削減に向けて取り組んでいく。

ビッグデータを活用した、生活道路における交通安全対策について質問❶

建設部長
 答　弁

生活道路における対策を進め、交通事故件数の減少につなげていく必要性が高いと考えるが、
現在の取り組み状況と今後の予定はどうなっているのか?

自転車の安全で快適な利用環境の整備について質問❸

建設部長
 答　弁

　従来から、自転車交通量が多い路線では、カラー舗装や区画線により、視覚的に分離する対策に取り組ん
できている。市町村が主体となり、整備が必要となる道路を抽出し、「自転車ネットワーク計画」として位置
づけ、県としては、市町村や関係機関と連携して、計画の策定を促進し、安全で快適な自転車通行空間の確
保にしっかりと取り組んでいく。

本県の自転車ネットワーク計画の策定実績は、名古屋市・豊田市・安城市・豊橋市の4市のみであり、
県が管理している県道、国道の自転車利用環境の整備状況、および今後の自転車ネットワーク計画
の策定に向け、どのように取り組んでいくのか?

天然湖沼であり、広々とした水面を持つ油ヶ淵周辺を有効活用した周回園路を優先的に整備して
いく事で、今回開園する両エリアの連携と一体感が醸成され、県営都市公園｢油ヶ淵水辺公園｣と
しての魅力が高まってくると思われるが、油ヶ淵水辺公園の整備について、今後どのように取り
組んでいくのか?

「可搬式速度違反自動取締装置」の増設と運用方法について質問❷

　生活道路は、自動車の通行よりも歩行者・自転車の安全確
保が優先されるべき道路であり最高速度３０キロメートル毎
時の区域規制等を行う「ゾーン30」は、昨年末までに県内２３

５箇所で整備が完了している。速度規制の対策として、昨年４月全国に先駆け
て可搬式速度違反自動取締装置２式を購入、当該装置による取締りを実施し
た生活道路では通行車両の速度が低下するなど一定の効果が認められてい
ることから、平成30年度に３式を追加購入し、より効果的な速度超過違反取
締りを組織的に実施するため、本年４月可搬式速度違反自動取締装置の運用
計画の策定等に専従する新たな係を警察本部の交通指導課に整備していく。

警察本部長
 答　弁

「ゾーン30」の整備と併せ、来年度から「可搬式速度違反自動取締装置」を
増設し、より一層の取締りを強化していく計画があるが、具体的に
何基購入予定で、これまでの2基とあわせて、愛知県内でどのように運用し、
生活道路における交通事故件数を減少させていくのか?
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可搬式速度違反
自動取締装置 中日新聞 朝刊 2018年3月3日（土） 抜粋



〒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

ホームページ　http：//www.giin-aiwu.com/shimaguchi/
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主な活動

 第50回 安城シティマラソン大会  新春矢作川マラソン大会  安城市成人式 安城市新年交礼会

 安城市消防出初式  第33回 安城市民 デンパーク駅伝大会  第13回 政策推進議員懇談会 総会 NPOいのちの森づくり「第10回 植樹祭」

平成30年度当初予算における主要事業（予算の柱立て）

★「あいち地球温暖化防止戦略2030」の
　推進
★低炭素水素サプライチェーンの推進
★環境学習の実施
★食品ロスの削減
★生物多様性保全
　の取り組み 等

中京大都市圏

医療・福祉 観光あいち・魅力発信 「環境首都あいち」の確立

産業首都あいち 人財力の強化
★名古屋駅のスーパーターミナル化
★中部国際空港や三河安城駅のアクセス
　向上調査
★港湾物流機能強化
★名古屋環状2号線を始めとする道路網
　の整備
★ジブリパーク構想の
　推進 等

★「オレンジタウン構想」
　の推進（認知症対策）
★地域包括ケアシステム
　の構築支援
★国民健康保険制度の
　安定的運営
★子ども・子育て支援
★ノーマライゼーションの推進 等

文化・スポーツの振興 安心・安全 その他主要事業

★ワールドロボットサミット
　2020開催準備
★航空宇宙産業の海外販路拡大支援
★自動車の自動運転実証実
　験の実施
★企業立地の推進
★産業空洞化対策減税基金
★中小企業の支援 等

★被災者生活支援法の対象外世帯への
　補助制度創設
★消防学校の訓練施設整備
★民間住宅耐震改修補助制
　度の充実
★運転マナー向上
★信号機のLED化
★交通安全施設の整備 等

★地方分権・行政改革の推進
★農林水産業の
　振興
★グローバル展開
★東三河の振興 等

★「愛知デスティネーションキャンペーン」
　の展開（JRグループ等との連携）
★愛知国際展示場の整備
★クルーズ船係留施設
　の整備検討
★武将観光の推進
★山車まつりの魅力
　発信 等

★「教育立県あいち、人材創造あいち」の
　推進
★教員の多忙化解消
★女性の活躍促進
★産業人材の育成
★「働き方改革」の
　取り組み支援 等

★アジア競技大会（2026年）開催準備
★ラグビーワールドカップ（2019）開催準備
★全国高等学校総合体育大会の開催
★愛知県立新体育館の
　基本計画策定
★文化芸術振興条例に
　基づく文化芸術の振
　興（本議会で制定） 等


