
　昨年は新型コロナウイルスの感染拡大に加え、急激な物価上昇など、
皆様にとって厳しい生活を強いられた一年であったと思いますが、その
一方で、ポストコロナを見据えて社会が動き出した一年でもありました。
　今年は下記の通り「県政150周年記念事業」を核として、更なる発展
に向けて大きく踏み出す一年となれるよう、私自身は4月末の任期満了
をもって引退させていただきますが、残された間も全力で取り組んでま
いりますので、変わらぬご指導ご支援を宜しくお願い申しあげます。
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樹神義和
誰もが魅力を実感できる“愛知”を目指して！！

あらゆる脅威を乗り越え、
更なる飛躍に繋がる一年として行きましょう。

明けましておめでとうございます。

愛知県政トピックス①

昨年11月27日をもって、愛知県は県政150周年を迎えました。
　1872年に名古屋県から改称した当時の愛知県と額田県が
合併し、現在の愛知県が誕生してから、昨年11月27日をもって
150周年という大きな節目を迎えましたが、前日となる26日に
は航空自衛隊のブルーインパルスによる記念展示飛行が行わ
れるとともに、当日には記念式典も執り行われ、県を挙げて
150周年を祝いました。

　この150年の間、本県が我が国屈指の産業力を備
えた大都市圏として成長できたのも、先人たちのた
ゆまぬ努力の賜物であり、現在はコロナ禍の非常に
厳しい状況下ではありますが、そうした先人たちの英
知を引き継ぐべく、11月27日を「あいち県民の日」と
して定めるとともに、将来の発展を牽引する象徴的
なプロジェクト（6事業）が「県政150周年記念事業」
として選定されておりますので、これらの事業を通じ
て愛知が更に住みよく働きやすい街となるよう努め
てまいります。

県政150周年記念事業

1 ジブリパークジブリパーク
愛知万博の理念を次世代へ継承するため、愛・地球博記念公
園にジブリパーク（5エリア）を整備。その内の「ジブリの大倉
庫」エリアをはじめ３エリアは昨年11月に開園。

2 国際芸術祭
「あいち2022」
国際芸術祭

「あいち2022」
あいちトリエンナーレに替わる国内最大規模の国際芸術祭
の一つであり、昨年７月30日～10月10日までの会期で開催。

3 ステーションAiステーションAi
スタートアップの創出・育成や地域企業とのオープンイノ
ベーションを促進する支援拠点「STATION Ai」を整備。
2024年10月オープン予定で、ソフトバンクが代表を務める
企業が整備・運営を担う。

4 愛知県
新体育館
愛知県
新体育館

現在の体育館は老朽化とともに、機能等が国際水準を満たし
ていないため、2026年のアジア競技大会に利用できるよう
整備。2025年夏オープン予定で、NTTドコモ等が参画する
企業が整備・運営を担う。

5 愛知県基幹的
広域防災拠点
愛知県基幹的
広域防災拠点

大規模災害時に全国からの物資等を円滑に受け入れ、被災
現場や地域の防災拠点に迅速かつ的確に供給する拠点を県
営名古屋空港隣接地に整備。平常時機能については「公園」
「消防学校」も計画。

6 愛知県畜産総合
センター種鶏場
愛知県畜産総合
センター種鶏場

名古屋コーチンの種鶏を供給する全国唯一の増殖機関で、
名古屋コーチン原種鶏を維持し、品質向上に努めながら生産
者に優良なひなを供給できる体制を強化するため、安城市か
ら小牧市に移転。

１５０周年記念式典の開催風景



　令和3年度一般会計においては、企業収益の
回復による法人二税の増加や地方財政措置の決
定増などにより、財政調整基金及び減債基金（任
意積立分）の取崩しを全額取り止めた上で、令和
2年度に引き続き実質収支が黒字となりました。
　しかしながら、本県財政は単年度の歳入だけで
歳出を賄えない厳しい財政状況が続いており、
今年度当初予算においても、多額の収支不足に
対し、県債を活用した財源確保を行うとともに、
多額の基金の取崩しを行うなど、2か年にわたる
財源調整により対応しています。
　このように、極めて厳しい財政状況ではあります
が、新型コロナウイルス感染症の克服後を見据え
た幅広い施策を推進し、産業の活性化や雇用の維
持拡大を図ることで、税収の確保につなげ、健全で
持続可能な財政基盤の確立を目指してまいります。

歳入
3兆4,079億円

県税
35％

福祉医療費
20％

公債費
14％

地方消費
税清算金
10％

経済労働費
17％

警察費
5％

農林水産費 2％ その他 1％
総務企画費

4％

諸支出金
15％

教育費・
スポーツ費
15％

建設費
7％

県債
13％ 国庫支出金

22％

地方譲与税
5％

地方交付税 4％
使用料及び手数料 2％ その他 2％

諸収入
7％

歳出
3兆3,263億円

県税の内訳

県債残高の推移

県民税　・ 個人　　 3,214億円（＋　 31億円）
　　　　・ 法人 　　 298億円（△　 76億円）
　　　　・ 利子割　 14億円（△　 8億円）
事業税　・ 個人　　 149億円（＋　 3億円）
　　　　・ 法人　　 3,282億円（＋　260億円）
その他（地方消費税・自動車税等）
　　　　　　　　　 5,026億円（＋　221億円）
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
 合計 1兆1,983億円（＋431億円）
　　　　　　　　　　　注：カッコ内は対前年度の増減を表す

注：令和2年度までは決算額、令和3年度は決算見込額、
　  令和4年度は当初予算ベース
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■特例的な県債
■通常の県債

  予算額 　  　

 令和元年度 20億円
 令和2年度 4,519億円
 令和3年度 6,512億円
 当初予算 1,920億円
 追加補正 41億円
令和 5月補正 144億円
4年度 6月補正 154億円
 9月補正 923億円
 12月補正 121億円
 合　計 1兆4,354億円

  予算額 　  　

 令和元年度 20億円
 令和2年度 4,519億円
 令和3年度 6,512億円
 当初予算 1,920億円
 追加補正 41億円
令和 5月補正 144億円
4年度 6月補正 154億円
 9月補正 923億円
 12月補正 121億円
 合　計 1兆4,354億円

議　案
　12月1日～20日までの会期で12月定例議会が開催され、県政150周年を契機とした「あいち県
民の日条例」の制定、および、新型コロナウイルス感染症緊急対策を含む「一般会計補正予算案」を
中心に審議し、全ての議案を可決承認しました。

　新型コロナウイルス感染症の克服に向けて、引き続きオール愛知で一丸となって取り組みを進めるため、臨時に診療・検査
を行う医療機関および調剤を行う薬局の支援等と同時に、コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策など切れ目
なく対策が行えるよう、令和４年度に入って総額3,303億円（内、12月定例議会では121億円）を可決しました。なお、感染の
急増や経済の急変に対応し、臨時・緊急に実施すべき対策については、状況に応じて今後も機動的に対応してまいります。

１ 感染拡大防止や医療面での対策

補正予算の主な内容

感染拡大防止に向けた施策や医療提供体制の
更なる強化のための取り組みを実施
●PCR検査体制強化推進事業費
●医療提供体制確保事業費　　　　　　等

２ 県民生活への対策
県民生活への影響を最小限に抑えるため、
様々な側面から対策を実施
●自宅療養者配食サービス提供体制確保事業費
●県立学校教育活動継続事業費　　　　等

３ 経済対策
企業等の経済活動への影響を最小限に
抑えるとともに、経済活動の回復や強靭な
経済構造の構築に対する支援策を展開
●観光消費喚起事業費
●繊維事業者燃料価格高騰対策支援金　等

令和3年度
決算

　私も委員に選任された「一般会計・特別会計決算特別委員会」は９月定例議会より継続審議を行い、
私からは昨年度に各部局が行った事業について40項目以上にわたる実績と評価の確認を行い、別に
審議された公営企業会計も含む全ての決算を認定しました。

新型コロナウイルス感染症緊急対策（予算）について主な議案

一般会計決算のポイントについて主な決算

県政150周年を契機に、愛知の更なる発展へ!!令和４年12月定例議会
代表質問

　12月定例議会では自由民主党・新政あいちの2会派が代表質問を行い、新政あいち県議団からは
政策調査会長の黒田太郎議員（名古屋市千種区選出・2期）が登壇し、直面する県政諸課題について
質問を行いました。

中小企業の地球温暖化対策について主な質問

Q 地球温暖化対策を着実に進め、一刻も早くカーボンニュートラルを実現するために、
本県産業の屋台骨を支える中小企業への支援について、どのように取り組んでいくのか？

答弁する大村知事

　県内中小企業の温室効果ガス排出量は県全体の約４分の１を占めて
おり、カーボンニュートラル社会の実現のためには、中小企業による排出

削減が必要不可欠となっており、加えて、昨今の原油・エネルギー価格の高騰から、省
エネルギーの推進や再生可能エネルギーの導入が一層求められている。
　こうした課題に直面する中小企業を支援するため、今年度からカーボンニュートラ
ルを実現するための設備導入に必要な資金を低利で融資する制度を設けるとともに、
８月以降は補助制度を設け、多くの中小企業に利用いただいている。
　脱炭素経営に取り組むことは、エネルギーコストの削減だけでなく、企業の社会的
評価の向上や資金調達面での優位性の確保、新たなビジネスチャンスの可能性にも
つながるものと考えられ、県としては排出量の算定や削減目標の設定など中小企業
の脱炭素化に必要な支援を行い、カーボンニュートラル社会の実現につなげていく。

大村知事
 答　弁

委員会
　所属委員会である「警察委員会」において委員会に付託された議案（ヤードにおける盗難自動車
の解体の防止に関する条例の一部改正等）審議とともに、一般質問として「主催者が存在しないイベ
ントにおける雑踏警備の在り方」について警察本部の考えを質しました。

主催者が存在しないイベントにおける雑踏警備の在り方について主な質問

Q 今回の梨泰院のような、主催者不在の自然発生的に人が集まるイベントに
対し、事故の未然防止に向けてどのような対策を講じているのか？

　ここ数年、ハロウィンのような主催者のいない自然発生的なイベントが盛り上がり
をみせるようになり、こうしたイベントは集まる時間帯や人数などの事前予測が難しく、

安全確保のためには、イベントの趣旨や人出予測など事前の情報収集に努め、それに基づく対策の
検討及び当日の対応要領を確立させることが重要になる。

　そのため、県警察ではＳＮＳをはじめとしたインターネットや報
道など各方面から情報を収集し、それに対する事前対策として、施
設管理者等と連携して一部出入口の閉鎖や集まった人を安全に
誘導するための警察官の配置等を行い、危険な状況発生を未然
に防止しており、引き続き、県民の安心・安全を第一に、各種情勢
の把握・分析に加え、関係機関等と連携して雑踏警備に万全を期
していく。

愛知県警察
答　弁

質問テーマの選定理由
　昨年10月末に韓国の梨泰院（イテウォン）にて、158名の方がお亡くなりになるという悲
惨な群衆雪崩事故が発生しましたが、この事故は主催者が存在せずに自然発生的に人が
集まり過ぎた中で発生しました。
　警察としても主催者が存在すれば、事前調整のうえ綿密な警備計画等を作成するなどし
て準備万端にイベント対応することも可能ですが、今回の事故の様な主催者不在のケー
スの場合は、事故を未然に防ぐのは非常に困難ではないかと考え、質問テーマとして取り
上げました。

警察委員会の開催風景

樹神

（参考）新型コロナウイルス感染症対策予算額



こたま　豊田市
http://www.kotama.net/

検索

『こたま 義和』に対するご意見・ご要望をお待ちしております。
また、ホームページにて日頃の活動内容をタイムリーにご紹介させて
いただいております。 是非一度アクセスしてください。

主な活動内容 2022.10～12

10月
21日

10月
27日

11月
10～13日

愛知県政トピックス②

中核市サミット2022 in豊田に出席愛知県へき地・複式・小規模学校
　　　　　教育研究大会に出席

FIA WRC ラリー・ジャパンを
観戦

12月
18日

11月
21日

12月
11日連合愛知豊田地域協議会総会に出席 豊田マラソン大会を応援 一般県道宮上知立線バイパス

　　　　　　　 開通式典に出席

　愛知県では、2005年
に開催された愛知万博の
理念を次世代に継承し、
会場となった愛・地球博
記念公園の魅力と価値
を一層高めるため、同公
園内にスタジオジブリ作
品の世界観を表現し、多
くの皆さんに楽しんでい
ただく公園施設として、

県政150周年記念事業の一つとして「ジブリパーク（5エリア）」の整備を
進めてまいりましたが、「ジブリの大倉庫」を始め3エリアが11月1日に
先行オープンしました。
　なお、残り2エリアについても来年度中にはオープン予定であるとと
もに、愛・地球博記念公園全体としてもこれまで以上に皆様に親しんで
いただける公園となるよう再整備が行われていますので、是非、足をお
運びください。

ジブリパーク（3エリア）が オープンしました。ジブリパーク（3エリア）が オープンしました。ジブリパーク（3エリア）が オープンしました。ジブリパーク（3エリア）が オープンしました。

ジブリパーク内覧会 ＆ 歓迎セレモニー風景

なお、ジブリパークのチケットはすべて日時指定の
予約制なのでご注意ください。

Facebookでは
更に詳細な

活動報告をさせて
いただいておりますので、

是非フォローを
お願いします。


