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市内特別
郵 便

No.1
残暑お見舞い申し上げます。東奔西走の 3ケ月
日頃は、県政ならびに私の諸活動に対しま
して、
ご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。
皆様の多大なるお力添えを賜り、議員活動
がスタートし早 3 ケ月が経ち、議会対応はも
とより、各種総会や意見交換会への参加、地
域での各種行事などすべてが初ものづくし。
常に新鮮な気持ちでその時を迎えますが、実
は不安と緊張の繰り返しです。時の流れの速
さとともに責任の重さを実感しております。

6 月 定 例 議 会 は、6 月 24 日 〜 7 月 15 日
の会期で議案審議が行われました。大村知事
として初めて政策を盛り込んだ 1,539 億円
の補正予算や条例などを可決しました。一方、
知事公約である「県民税 10% 減税」、「中京
都構想」などの実現性や政策効果に質問が噴
出しましたが、知事からは具体的なイメージ
の提示はなく、議論は深まらず課題を残しま
6月定例議会報告をする佐波和則
した。

平成 23 年 6 月定例愛知県議会報告
◆ 議会日程
 6 月 24 日開会、29 日代表質問（4 会派）、30 日〜 7 月 4 日
一般質問（延べ 3 日間、21 名）、6 日〜 11 日の常任委員会を
経て、15 日に閉会。

◆ 提出議案結果

 今議会に提案された議案は、補正予算関係 10 件、条例関係
11 件、その他 12 件、議員提出議案「議員報酬の月額の特例に
関する条例の一部改正」1 件の全てを可決。なお、知事の特別
秘書を設ける給与条例改正案は、条例公布日を別の条例で定め
る修正案を賛成多数で可決。意見書は、民主党が提出した「基
幹的広域防災拠点の整備」「社会保障と税の一体改革への地方
の意見の反映」など 7 件を採択。

◆ 知事提案説明骨子

○電力・エネルギー対策…今後の電力・エネルギーの安定供給
の確保に努力。
○中京都構想の推進…世界と闘える愛知・名古屋を築いていく。
○経済情勢等…円高による輸出産業の収益悪化や電力不足など
から、産業の空洞化が懸念。
○補正予算編成…当初予算が骨格予算であり初めての本格予算。

◆ 補正予算編成の考え方

歳出面：知事・副知事などの特別職、管理職以上の給与抑制（減
額率の引上げ）ならびに一般職員の給与抑制。
歳入面：県税収入や交付金などの追加見込みは困難であり基金
の取り崩し。

報告者：佐波和則

・補正予算の規模
会計名

（単位

平成 23 年度
補正予算額

現計予算額

計

千円）

平成 22 年度
当初予算額

一般会計 159,250,898 2,108,442,174 2,267,693,072 2,244,914,000
特別会計

1,557,537

720,278,292

721,835,829

721,650,470

企業会計

2,047,168

178,724.253

180,771,421

164,643,395

合

計 162,855,603 3,007,444,719 3,170,300,322 3,131,207,865

※一 般会計の予算規模は、1,593 億円で現計予算額 2 兆 1,084 億円
と合わせた 6 月補正予算額は 2 兆 2,677 億円となり、22 年度当初
予算と比べ 101.0%。主な財源は、県債 360 億円、財政調整基金
の取り崩し 523 億円、減債基金の取り崩し 396 億円、国庫支出
金等の特定財源 314 億円。（県財政はより厳しく！！）
・補正予算編成の主要事業 〜地震防災に 200 億円増〜
大規模地震対策
 地震被害予測調査費、県立高等学校の耐震化の前倒し、民間住
宅耐震改修費補助金の増額など（具体的な対策は裏面をご参照
下さい）
景気対策：被災企業等緊急立地支援事業費、あいち観光振興促
進事業費など
知事公約：中京独立戦略本部費、新会計制度推進費など
そ の 他：被災児童生徒就学支援等事業費補助金、医療費の自己
負担軽減策、私学助成による教育費負担の軽減など

私たちが暮らすこの東海地方も、万が一の場合に備え、各々の
防災力向上に努めなければなりません。また、行政としても、安
価な住宅耐震工法の開発・普及や、防災拠点となる公共施設等の
耐震化の推進、地震発生後の救助や物資搬送体制の確立などによ
り、想定されている被害を減少させる取り組みを早期に進めてい
くことが重要です！（予算額は補正予算額で表示しています）

東海・東南海・南海地震
の連動発生の被害予測を
行い地震防災対策を見直
します。

予算額

58,280 千円
（新規）

東日本大震災を踏まえ、本県の被害対応
力を検証するとともに、東海地震・東南
海地震・南海地震の連動を想定した被害
予測調査に着手します。
東海地震・東南海地震・南海地震の震源域

県立高等学校の耐震化を
推進します。

23 年 1 月 1 日現在

千円

県立高等学校建物について、耐震性の向
上を図り、第 2 次あいち地震対策アクショ
ンプランで目標としている平成 27 年度
までの全校完了を目指し、耐震改修工事
等を前倒し実施します。

東海地震
M8.0
今後 30 年の
発生確率
87％（参考値）
東南海地震
M8.1
今後 30 年の
発生確率
70％程度

南海地震
M8.4
今後 30 年の
発生確率
60％程度

予算額

2,295,289

地震調査研究推進本部の評価結果

予算額

民間木造住宅の
1,083,750
耐震改修補助を拡大します。
千円
旧耐震基準の住宅のうち、耐震性が劣る
民間の木造住宅を対象として、補助対象
戸数を拡大するとともに、今年度に限り、
従来の最大 60 万円補助を、最大 90 万円
まで引き上げて、耐震改修費用の助成を
行うことにより、民間木造住宅の耐震化
の一層の促進を図ります。
できる限り
金物などでしっかり
つなぎ合わせて固定す
るようにします。

基礎を補強して
建物の性能を
上げます。

屋根の軽量化により
地震力を低減します。

耐力壁の量を
増やすと建物は
丈夫になります。

代表質問・一般質問抜粋
〈県民税10%：減税について〉

〈原子力発電施設に対する対応について〉

〈中京都構想について〉

〈知事の特別職の秘書給料などの規定整備について〉

知事答弁：庁内のプロジェクトチームで秋に向けて議論しており、減税
に対する思いはいささか変わっていない。広くお伝えし意見
を伺いたい。
知事答弁：産業振興施策はもちろん、インフラ整備などソフト・ハード
面の取り組みを積み重ね、世界と闘える地域にする。企業誘
致などで県内市町村の財政基盤を強化できれば、市民生活の
向上につながる。

佐波和則の質疑と要請（建設委員会）

知事答弁：原発対応を含め地域防災計画の見直しが必要。また中部電力
との情報連絡体制を密にするため、実務者レベルの勉強会を
スタートさせた。
知事答弁：設置条例がありながら給料の条例は未整備であった。国会議
員や政党各会派との連絡・調整が必要な場面が多く秘書が必
要である。

2．西知多道路の事業の推進について

Q：本 路線は地域高規格道路として位置づけられ、東海市から常滑市ま
での調査区間の指定を受け、都市計画決定に向けた手続きが行われ
ている。現段階での計画の概要と都市計画決定に向けた今後の対応
Q：県が実施する建築工事において、資材調達遅延による工事の遅れ、
は？ また、課題等は？
工期延長は？
A：計 画概要は、東海市新宝町付近を起点に常滑市字耳切付近を終点と
A：県が実施する建築工事に与える影響は少なく、資材調達遅延による
した延長約 19Km の自動車専用道路。東海市から知多市に至る北部
工事の遅れはないと思われる。
区間では、西知多産業道路を拡幅し 6 車線に、知多市から常滑市に
Q：県営住宅建築事業も同様の趣旨で、昨年度、発注した工事を含め工
至る南部区間では、内陸部を通過する 4 車線のバイパス道路を計画。
事の進捗状況ならびに住宅建築資材の調達状況は？
IC については北部区間で新たに 2 つ加え計 7 箇所、バイパス道路と
A：建築工事、給排水工事、電気工事など、昨年度までの発注工事 79 件、
なる南部区間は 4 箇所の IC を計画。今年 4 月に都市計画の案を作成
今年度発注工事 11 件の 90 件の工事を実施している。震災直後は、
するための基本方針を作成し、関係市へ通知するとともに公表、また、
排水に使用される塩ビ管、ユニットバスの排水器具、電線などの調
今年 1 月から環境調査に着手しており、引き続き、予測及び評価を
達に影響があった。資材の代替品の使用や資材供給遅延により工事
行っていく。課題としては、事業主体が現在のところ未定であるが、
工程の組み替えも実施した。現在は通常に戻っており、工事はいず
直轄国道として早期整備されるよ
れも順調に進捗している。
佐波委員
う国に要請する。
要請：被災地での本格的な復興が始まると、建設資材や技術・技能者な
要請：知多地域のみならず、広く名古
どが全国から東日本の被災地へ集まっていく。このことは愛知県
屋都市圏の発展に寄与する役割
だけの問題ではないが、関係部署がしっかり連携をとり、まずは
を担っており、早期事業化が図
復興第一。しかし、愛知県の公共工事も大事であり必要な対応を
られるよう、きめ細やかな対応
要請する。
を要請する。
建設委員会

1．東日本大震災により県が実施する建築工事の影響について

