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市内特別
郵 便

No.9
〜新年度を迎えるにあたり〜
陽春の候、皆様におかれましては、益々ご清栄
のこととお慶び申し上げます。日頃は、愛知県政な
らびに私の諸活動に対しまして、ご理解とご協力を
賜り心より厚くお礼申し上げます。
さて、2 月定例議会は、2 月 20 日〜 3 月 26 日
の会期で開催され、愛知県の平成 25 年度予算案を
はじめ、条例改正案、意見書案などを審議し、全
議案を可決しました。
平成 25 年度一般会計 2 兆 2,284 億円の当初予

平成25年度

算では、日本一の産業集積力という愛知の強みを
高めていくための予算とし、喫緊の課題である産
業競争力の強化、地震防災対策をはじめとした県
民のくらしの安心・安全の確保、愛知の飛躍に向
けた新たな取り組みを重点においています。
一方、県税収入は、一定程度の増が見込まれる
ものの、基金からの繰入運用や職員の給与抑制を
行わざるを得ず、依然として厳しい財政運営に変
わりはありません。

愛知県予算のポイント

南海トラフ巨大地震への対応

あいち国際戦略プランの推進

南海トラフ巨大地震等の発生に備え、第3
次あいち地震対策アクションプランを策定
し、総合的かつ計画的な地震対策に取り組
む。津波対策では、市町村が避難計画を策
定する際の指針を作成。住宅の耐震化・減
災化については、90万円の補助を継続する。
県立学校
の耐震化
も引き続
き 進 め、
新年度で
は105 棟
の耐震改
修を行う。

アジア諸国出身の技術系を中心とする留学
生を毎年10名、2年
6 ヵ月受入れや県立
高校の一部を先進的
な英語教育を行う拠
点校に指定し、人材
の育成を目指す。

空港機能及び
民間航空機生産・整備拠点の整備
県営名古屋空港を活用して、
「アジア No.1
航空宇宙産業クラスター形成特区」構想を
推進するため、空港機能の整備を行う。

児童生徒の心のサポート体制の充実
深刻ないじめ事案が発生した
際、専門家等からなるいじめ
対策支援チームを設
置し、市町村教育委
員会を支援。未然防止とともに、
早期発見、早期対応を図る。

PFI 導入による県有施設の建て替え調査
老朽化等による改築が必要とされる県有施
設について、民間の持つ新しい技術や手法
などの活用も視野に、PFI 導入に向けた検討
調査を実施。
（運転免許試験場の建て替え）

農林水産費 598億円
総務費 792億円

その他 297億円

警察費
1,565億円
建設費
1,671億円
産業労働費
2,150億円

教育費
5,574億円

予算総額
2兆2,284億円
（一般会計）

諸支出金
2,351億円

公債費
3,692億円
健康福祉費
3,590億円

農業用水を利用した
小水力発電施設の導入
県が管理する羽布ダム（豊田市）に小水力
発 電 施 設 を 設 置。 工 期 は、 平 成 25 年 度
〜 平 成 28 年 度
を予定、年間発
電電力量は約
3,200MWh で
一般家庭約 900
世帯の年間電力
消費量に相当。

代表質問抜粋

2 月議会は、自由民主党、民主党、減税日本一愛知、公明党の 4 会派が代表質問を行い、
県政全般について質しましたが、中京都構想と個人県民税減税に絞り報告します。

中京都構想について

個人県民税減税について

中京都構想は、日本屈指の産業集積地である愛知と大都
市機能を有する名古屋市が合体し、世界と闘える大都市
圏としての発展を目指すものであり、「産業活力」「都市基盤・防
災」などテーマを重点化し、より専門的な議論を積み重ねるなど
して、中京都構想の実現に向け、全力で取り組んでいきたい。

大規模な規制緩和と合わせて実施することにより、この地域の
経済を活性化させるための施策であると考えており、消費税率
の引き上げによる消費マインドの冷え込みを緩和するためにも、平成
26 年度に実施する必要があると考えているが、個人県民税の規模、内
容等の詳細については、議会としっかり議論していきたい。

知事

知事

佐波和則の質疑
予算案に関する議案質疑
津波避難計画策定における指針作成に
おいて、どのような考え方で進めよう
とされているのか、また、被害が想定
される沿岸全市町への活用は？
南海トラフ巨大地震に伴う
津波による大規模浸水が想
定される地域における広域避難のあり方
を検討し、ゼロメートル地帯における市
町村が津波避難計画を策定・見直しにあ
たっての指針を示す。
防災局長

指針作成にあたっての具体的な検討内容や今後の進め方について？
防災局長 大規模浸水時における避難対象地域の特定や、避難先の指
定及び避難経路の設定、避難困難地域の特定等の手法を検討し、地域の
実情を踏まえ、避難シミュレーションを実施していく。これを基に、最
善と思われる一時避難の方法や市町村を越えた広域避難を含めた指針の
策定を行う。

県内における微小粒状物質 PM2.5 の状況、また、環境基準値
を超えた際の最高濃度及び地域はどうであったのか？
環境基準値を超えた状況は、1月12日〜 13日、その間の最高濃度は、
1立方メートルあたり50マイクログラム、基準値を超えたのは知多
地域と西三河地域。1月31日〜 2月2日、57.4マイクログラム、尾
張地域の東側、名古屋、知多、西三河地域。2月27日は37.8マイク
ログラムで知多地域。3月7日〜 10日において測定を行っている24
局中、7日は16局、8日は15局、9日は20局、10日は1局で観測
された。いずれも広域的に基準が超過している状況から、大陸からの
影響があったと考える。

注意喚起情報の発令基準及び県民への情報提供について？
尾張区域、西三河区域、東三河区域の3区域に分けて、早朝の5時か
ら7時の平均濃度が1立方メートルあたり85マイクログラムを超え
る場合、朝の8時に注意喚起情報を発令。周知方法は県から報道機関、
市町村等に連絡するとともに、県のフェブサイトでの周知を行う。

PM2.5 の測定点を今後どのように整備していくのか？
政令市を含めて県内 25 の測定局で 24 時間連続して測定しており、
現状の濃度レベルでは県内の状況は把握できていると考えている
が、今後、よりきめ細やかな監視体制の整備を検討していく。

望

要望

要

津波災害から命を守る最大の対策は、できる限り高い場所に迅
速に避難することであり、また、災害要援護者の方々に対する
避難支援が大きな課題です。
避難に係る情報を迅速かつ的確に伝える体制を整備し、市町村
への積極的な指導・支援を要望する。

地域振興環境委員会質問抜粋

これから春にかけては、スギ花粉や黄砂の飛来も重なります。
地域ごとに細かく PM2.5 の測定を行い、迅速かつ正確な情報
提供が必要と考えます。測定体制の充実と県民ニーズにあっ
た情報提供を要望する。

興環境委員会
県外調査 地域振

〈調査期間〉 平成 25 年 2 月 4 日（月）〜 5 日（火） 福岡県福岡市・北九州市

福岡水素戦略について
水素エネルギー社会の実現に
向け、全国に先駆けて産学官
で「福岡水素エネルギー戦略
会議」を設立。社会実証、人
材育成をはじめ水素エネル
ギーの開発・普及を総合的に
展開し、世界を先導する水素
の拠点を目指して取り組ん
で い る。 具 体 的 に は、 家 庭
用燃料電池 150 台を集中的
に設置する世界最大の「福岡
水素タウン」の整備、北九州市（東田地区）
、福岡市（九州大学）の
2ヵ所に水素ステーションの整備、製鉄所から発生する副生水素
をパイプラインで市街地に直接供給する世界初のモデル地区を調
査。また、2015 年には、究極のエコカーである燃料電池自動車
の販売が開始され、4 大都市圏を中心に約 100ヵ所の水素ステー
ションが整備される予定であり、その普及促進のトップランナー
として、先進的な取り組みが行われており、産学官の連携の必要性、
都市基盤と環境共生を両立させた次世代のまちづくり、エコでク
リーンな社会づくりを目指す姿、熱意を強く感じられました。

北九州フィルム・コミッション
北九州では、テレビ番組などを活用した都市のイメージアップ
活動として、映画・TV ドラマ・旅番組などのロケ誘致、支援
業務を行われてきた。この活動をさらに強化するため、2009
年 9 月に北九州フィルム・コミッションを設立し、映画・ドラ
マ等の誘致、撮影支援、そして、支援作品のまちづくりへの活
用を 3 つの柱として取り組みが行われており、累計で 150 本
の映画・ドラマを誘致・支援。
「映画の街・北九州」という新た
な都市ブランドの確立に向けて、市民の皆さんと一体感を持っ
て進められており、知名度アップや観光客の増加等のプラス効
果はもとより、
「多くの市民に郷土愛が醸成された」ことが最大
の効果と伺い、地域の資源を有効活用した地域振興の素晴らし
い事例として学ぶことができました。

