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みなさまの声を県政に

愛知県議会議員

人が輝き躍動する愛知に向けて
愛知県議会平成 28 年２月定例議会は、２月
22 日から３月 25 日まで開かれ、平成 28 年度一
般会計予算約２兆 5250 億円、平成 28年度２月
一般会計補正予算約670億円の増額を含む86 議
案を審議可決成立させました。また今議会の冒頭
には、国の地方法人課税制度の見直しよって、豊
田市をはじめとする県内の７市町村で合計140 億
円程度の減収が見込まれる事について国に対策を
講ずるように求める意見書を採択した他「性犯罪
被害者に対する支援の充実について」
「子ども・
子育て支援の拡充について」など６件の意見書を
採択し、国の関係機関へ提出しました。また、新
年度の人事では、新しい愛知県教育長に前愛知
県総務部長の平松直巳氏を選任しました。
緩やかな回復基調を続ける本県景気動向の中、
平成28 年度の予算編成は愛知の経済、産業力を
強化し、若者や女性の雇用を増やし「日本一元
気な愛知」と豊かさを実感できる県民生活の実現
を目指す多くの施策が盛り込まれています。

爛漫、桜が咲く
季節となりました。
皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。
日頃からのご支援こころより感謝申し上げます。
愛知県の新年度予算では、知事が日本一の「産
業力」を更に強くすることで、すべての人が活躍
する愛知をつくるためと提案説明をしています。
７月には参議院選挙が行われすまが、民主党と
維新党が合流し、野党が結集することによって、自
民党に対抗する勢力を作らなければなりません。
党名が変更され「民進党」として再スタートします。
今後とも一致団結して全力で戦ってまいりますので、
何卒、今まで以上のご支援よろしくお願いします。
▲新年度予算案の教育問題について質問する富田昭雄

第24回 参議院議員選挙
愛知選挙区候補者２名擁立！！

斎藤 よしたか

伊藤 孝恵

●1963年
（昭和38年）
2月１8日生まれ 53歳
●愛知教育大学卒業
●名古屋市立村雲小・稲永
小・新明小に勤務
●名古屋市教育委員会指導主事
●愛知県教員組合執行委員長
●連合愛知副会長
●2010年参議院選挙愛知選挙区
で初当選

●1975年
（昭和50年）
6月30日生まれ 40歳
●金城学院大学文学部卒業
●テレビ大阪株式会社
株式会社資生堂を経て
株式会社リクルート
現在は金城学院大学
日本語日本文化学科
非常勤講師

比例代表候補者には（非拘束名簿式）
かわいたかのり
●1964年
（昭和39年）
1月29日生まれ 52歳
●立命館大学法学部卒業
●87年帝人
（株）
入社
帝人労働組合東京支部長
●07年参議院議員選挙
（比例
代表）
初当選
●13年参議院議員選挙
（比例
代表）
次点
●UAゼンセン政治顧問

社会的価値の実現を求め条例を制定 震災から5年、復興はこれから！！
公正労働など政策推進手法にも活用

この2月議会では愛知県公契約条例と県議会議員
選挙における選挙公報の発行に関する条例が制定さ
れました。民主党県議団では、昨年12月議会の障害
者差別解消推進条例制定とともに、この二つの条例
制定に向け、部会での研究や団員間での議論を重
ね、代表質問や一般質問等で制定の必要性を訴え
追求してきました。なかでも公契約に関しては、入札・
契約の公正性・透明性の確保とともに、過度な価格競争
からサービスの質の低下や労働環境の悪化などが懸念さ
れていました。埼玉県ふじみ野市の大井プールで平成 18
年に起きた死亡事故は、業務委託契約で過度な価格競
争の結果、安全性が軽視された末の事故でした。
今日、県財政は厳しさを増し、行政の効率化を求め行
政改革が進むなか、確かな行政サービスを県民皆様に
提供するための公契約において、価格要件に加え労働者
の賃金など公正な労働環境や障害者の雇用促進、男女
共同参画、環境、地域貢献など「社会的価値」を契約
の加点要件として契約者を決定する「公契約条例」は、
都道府県で初めての制定となりました。
また、低価格入札など地方自治法の規定を受けない指
定管理者制度においても、この公契約条例を準用すること
を規定しています。これからも県民のみなさまの声が形に
なる施策の実現に向け全力で取り組んでまいります。

▲名取市閖上地区の丘の上にて復興を願う富田昭雄

東日本大震災も３月 11 日で発生から５年目を
迎えます。全国の避難者は、今なお、17 万 4000
人に上ります。仮設住宅では、福島・宮城・岩
手県で 5万人以上の人が暮らしています。
今回も福島県の名取市閖上地区、亘理町、宮
城県石巻市に行ってきました。閖上地区は、未だ
全く何も建っていません。被災地復興をめぐって住
民と名取市の間に大きな隔たりがあるようで、内
陸に移住したい住民と海辺に可能な限りの人を集
めて街を再建したい行政。石巻市は人口が急減し
ていますが、要因の一つは復興の遅れといわれて
います。これからも、少しでも早く復興が進むこと
を願いながら見守っていきたいと思います。
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食糧問題を考える

輸入大国日本は廃棄大国

絶対にあるはずのないカレーチェーン店
ＣｏＣｏ壱番屋の冷凍ビーフカツがスーパー
の店頭に並んでいました。
壱番屋の従業員が
見つけ、本社に報告し横流しが発覚しまし
た。処分を依頼された産廃業者が処分せず
に転売していました。産業廃棄物が「食品」
に化け流通していたのです。
そして、
そのカツを売った岐阜県の業者の
施設には、
他にも108品目が見つかっており、
安心安全と思っていた日本の
「食」
に対する
信用が大きく揺らいでいます。
まずは再発防
止ですが、
食品を廃棄する際に、
そのまま転

食品廃棄量は世界でもトップ !!

売できないように印をつけたり、他のごみと
混ぜたりするなどの対応を業者に求めるほ
か、廃棄物管理のシステム上でチェックする
仕組みをつくることだと思いますが、現在環
境省の有識者会議で取りまとめています。
しかし、
一年で、
日本は年間1900万トンの食
品廃棄物が出ており、
これは世界で2000万人
が一年間食べていける量だといいます。
日本の
食品の半分以上は、
世界各国から輸入したも
ので、
年間5500万トンの食糧を輸入しながら
半分捨てていることになります。世界では飢
餓が原因で年間1000万人以上の人が亡く

2016年 愛知県予算のあらまし

実質収入ベースは前年度当初

歳入 予算から微増に留まる !!

県税 1 兆 2,480 億円

地方消費税清算金 2,592 億円

諸収入 2,213 億円
その他 1,815 億円

県税収入は対前年度当初予算からは1,450
・繰入金
・使用料及び手数料
億円の増額となりますが、
交付税等の地方財政 （主な税目）
など
県債 2,155 億円
個人県民税 2,592
措置は800億円減の1,600億円となると共に、 法人事業税 3,240
国庫支出金
法人県民税 567
2,122 億円
税収に連動する税交付金等の歳出の増がある 自動車税 1,134
軽油取引税 561
歳入
その他1,869 億円
ため、
実質収入ベースの一般財源は、
対前年
・地方譲与税
・地方交付税
予算
度当初予算に対し219億円増に留まります。
億
万円 など
総額 兆
県債については、
国の立替借金である
「臨時
その他 4,657 億円
教育費
・議会費
歳出
財政対策債」
の大幅減とともに、
社会資本整備
5,723 億円
・振興費
・県民生活費
などに充当する
「通常の県債」
についても、
その
・環境費
など
残高縮小に努めた結果、
県債残高総額でも47
農林水産費 704 億円
年ぶりに減少する見通しですが、
未だ県民一人
総務費 752 億円
健康福祉費
警察費 1,661 億円
当たりの県債残高は約70万円強である事から、 4,030 億円
建設費 1,849 億円
借金体質からの脱却が急務な課題です。
公債費 3,757 億円 産業労働費 2,102 億円
億円

億円

億円

億円

億円

2 5,249 5,800

県営名古屋空港周辺は、
日本初の国産ジ
ェット旅客機であるＭＲＪが生産される我が
国唯一の地域となることから、
航空機の開発、
生産の場という役割に加え、
学校教育、
社会
教育といった人材育成の場、産業観光の場
を目指し、
その中核となる航空機をテーマと
した見学者の受入拠点施設として、
あいち航
空ミュージアム
（仮称）
を整備します。

妊娠した女性が抱える不安や孤立感の解
消にむけて、名古屋市は2016年度、妊産婦
への寄り添い態勢の充実を図ります。
保健師
や助産婦らによる
「妊婦・出産期サポーター」
を新設するほか、支援が必要な妊婦への家
庭訪問事業を拡充します。
将来的な児童虐
待の芽を摘む狙いもあります。

保育所 28 カ所を新設
待機児童対策へ20 億円

子育て支援の柱として
「待機児童ゼロ」
を
掲げる名古屋市は2016年度、
28カ所の保育
所の新設、
マンションなどを活用した小規模
保育事業所を20カ所増やすといった対策を
講じ受け入れ態勢の拡充を図ります。
併せて、
将来的な不足も予想される保育人材の養成
支援も着手します。一時保育や24時間緊急
一時保育の制度充実も進める予定です。

2019 年までに大規模展示場を整備

常滑市の空港島に、
展示面積約60000㎡の
大規模展示場を整備します。
新たな交流によ
る新産業の創出や、
既存産業の充実を図ると
ともに、
首都圏に並ぶ交流拠点を目指します。

富吉ゴルフコンペ

富田昭雄
と行く

（水）
5月18日
午前 8 時スタート
日本ライン GC
●会費：5,000円

●申込み締切／5月1０日
（火）

医療・介護などの扶助費が

歳出 確実に増加 !!

義務的経費のうち、
扶助費は後期高齢者医
療費負担金や介護給付費負担金などの伸びに
より、
確実な増加が続きました。
また、
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が増
加しており、
高止まり傾向にあります。
投資的経費については、
三河青い鳥医療療
育センターの建設等の大規模事業の完了によ
り、
全体では平成２７年度当初予算に比べて
減少するが、
こうした中にあっても、
県民の皆
様の安心・安全につながるような社 会 基 盤
整備を積極的に進めます。

4月16日
（土）
5月21日
（土）

両日共にAM10:00よりPM5:00まで
●お問い合わせ・予約は

富田昭雄事務所：052-760-2299 まで

1 月 17 日（日）

後援会の皆様と、多賀大社と気比神宮に初詣に
行って来ました。お天気も良く楽しい旅行でした。

2 月 16 日（火）

天白区の相生山の里山をウォーキング。途中で、徳
林寺に寄り法話を聞き、自然の山を満喫しました。

妊婦サポーターを新設し、 いじめ・自殺対策へ１７億円
全区に保健婦ら22人配置
名古屋市教育委員会は、
中学校に常勤の

あいち航空ミュージアムを整備

第33回

なっているというのに、
日本では、
食べ物を無
駄に捨てています。
まだ食べられる食品を大量
に破棄しているシステムやルールを見直さなけ
ればなりません。
フランスでは、
大手スーパーは
売れ残った食品を廃棄する代わりに、
貧しい人
々へ食糧配分をする団体に寄付するか、
家畜用
の飼料として転用することが法律で義務づけら
れています。賞味期限に対する過剰な反応も
ありますが、
売る側も買う側も食べ物を簡単に
捨てることへの後ろめたさがなさすぎます。
日本人の
「食」への意識を変えていかなけ
ればならないと思います。

さくらんぼ狩りと
奈良井宿

スクールカウンセラー
（ＳＣ）
を3年かけて全て
の市立中学校110校に配置するなど、
いじめ・
自殺対策に計17億5500万円を盛り込んだ
予算案を発表しました。
昨年11月に名古屋市
西区の市立中学1年の男子生徒
（12歳）
がい
じめを苦に自殺した問題を受け、前年度か
ら対策予算を1.7倍に増額しました。

2 月 20 日（土）

後援会の皆様と、舘山寺にいちご狩り、その
後八丁味噌見学し大樹寺に行きました。

夏の路面湧き水で冷却
歩道に給水管実証実験へ

夏場の都市の熱気を地下からの湧き水
で冷まそうと、名古屋市は2016年度、歩道
に給水管を埋設して路面を湿らす実証実験
に乗り出します。効果が認められれば、再開
発が進む名駅や栄など都市部のまちづくり
に活用し、
ヒートアイランドの緩和につなげ
たい考えです。

富吉感動！

2 月 25 日（木）

講師に元NHK記者の関健一郎さんを招いて
一期一会の会の２月例会がありました。

（日）
6月19日

●参加費／大人８,５00円 こども ８,000円
※バス代・昼食代・雑費含む。
保護者同伴でお願いいた
します。
昼食時の飲み物代は
各自負担。

●申込み締切／6月3日（金）

毎月楽しい企画が満載です。
皆さん仲間づくりをしませんか？
英会話・習字・ウォーキング
同好会など、新年度生を
募集しています。

3 月 6 日（日）

春日井の商工会議所にて地方銘酒を楽しむ
会。春風亭柳橋の落語を楽しみました。

