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ONE TEAMで国難を乗り切ろう!!

議員もマスクを着用して対応しました。
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年初より新型コロナウイルスによる影響は想像をはるかに超え、多くの行事が中止・延
期となる中、
学校にも波及し「休校」措置となりました。
このような状況のもとマスク不足
に端を発した悪質な高額転売やトイレットペーパー・ティッシュ不足など根拠のない情報
に市民が混乱する事態も起きました。
９年が経過した東日本大震災の際には、大きな混
乱の中でも被災地では順番に並んで支援物資を受け取るなど、秩序を保った行動が多
く見られ世界から称賛の声が上がりました。先の見えない不安な時こそ、
情報を見極め、
落ち着いた行動を心掛ける必要があります。
一日も早く平穏な日々が戻ることを望みます。

一般質問に立ちました！

少し回り道をしましたが2月議会で一般質問に立つ機会をいただき県の取組を質しました。

テーマ1

これからの産業政策に求められるもの

Q

従業員が安心して働ける環境づ
くりに向け、労働者目線に立っ
たうえで子育て支援や介護問題につ
いてどう取組まれ、また、その課題を
踏まえた今後の取組を伺う。

テーマ2

Q

子育てとの両立に向け、体験談を聞くセミ
ナーを開催し、今後開催回数を増やすととも

に内容の充実に努める。介護との両立は、介護離職防
止に向けた啓発動画をWebサイトで公開する。今後
は、市町村とも緊密な連携を図り全ての人が安心して
働ける環境づくりに取組む。

教員の多忙化解消に向けた取組

これまでの取 組についてどう
統括するのか？また、給特法が
改正され、月当たりの勤務時間外の
在校等時間が45時間を上限とするこ
とになるが、今後、現行プランの改定
でどう取組んでいくのかを伺う。

質問を
通じて

答弁

答弁

現状分析をおこない多忙化解消プラン
の中で4つの柱を掲げ、期間中に市町村

の教育委員会や教職員の意見を聞きながら取組み、
３割から４割減少できたが目標達成が出来なかっ
た。今後法改正を受けてプランを改定する中で、
より厳格な労務管理が必要となり更なる働き方
改革に取組んでいく。

県議会に出て実感することは、多くの事業は市町村が担っていることを踏まえると、
愛知県の
役割は制度を創設することも含めた後方支援であると思います。
今後は多くの政策提言が
出来る議員を目指してまいります。
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令和2年 2月定例議会

愛知の更なる飛躍に向けた『愛知新起動』予算が成立！

2月議会が2月19日（水）〜3月25日（水）までの会期で開催され、自由民主党・新政あいち・公明党の3会派

代表
質問

が代表質問をおこない、新政あいち県議団からは会派の団長である安藤としき議員（清須市、北名古屋市及び
西春日井郡選出：4期）が登壇し、県政諸課題について

令和２年度の予算
令和2年度 県予算のポイント

県の考えを質しました。

法人二税は一割を超える
歳入
大幅な減収

Q

持続可能な財政基盤の確立に向けどのように取組むのか伺う。

大村知事 答弁

これまで累次の行革大綱において中長期的な財政運営の方針を定め、行財政
改革に取組み、財政の健全化を進めてきた。また、
「あいち行革プラン２０２０」に

おいても今後５年間の財政運営目標を明記した。令和2年度当初予算では、基金からの繰入運用を
対策」に掲げた施策に計画的に取組み、持続的な経済成長を実現していく。
代表質問する安藤県議

交通事故防止対策の推進について

Q 昨年ワースト1位返上を継続的に進めるためにどのように取組むのか伺う。
大村知事 答弁

交通事故死者数全国ワースト１位を返上できたが、未だに多くの尊い
命が失われていることから高齢者運転の対策では、安全運転サポート

車の普及や運転免許証自主返納制度の周知を図るとともに、市町村と協力して新たに後
付けの安全運転支援装置の購入設置に対する補助制度を設ける。また、自転車では安全
利用に関する条例の制定などの対応を検討していく。さらに歩行者では、
ドライバーの歩行
者保護意識、運転マナーの向上を進め、歩行者の方々には、明るい色の服装や反射材の着
用を推奨するなど取組んでいく。

質問3

Q

予算総額

歳入

その他 494億円
・ 使用料及び手数料
・ 分担金及び 負担金
・財産収入
・ 寄附金 など

県債
2,380億円
国庫支出金
2,039億円

その他 2,212億円

・ 地方譲与税
・ 地方交付税 など

2兆5,722億4,500万円

教育・スポーツ費
5,027億円

福祉関係諸費は、幼児教育・保育の無償化の
影響が平年度化するほか、後期高齢者医療
費負担金や、障害者自立支援介護・訓練等給
付費負担金などの伸びにより一貫して増加。

令和2年度の主な取組
■ 2022年秋開業

『ジブリパーク』の整備推進

①ジブリパーク整備工事
青春の丘エリア、ジブリの大倉庫エリア、
どんどこ森エリアの整備工事
②愛・地球博記念公園内
の施設整備や改修
駐車場増設、公園北口
総合案内センター整備 等

子育て支援を始めとした少子化対策の取組について

財 源

繰入金 1,563億円

（億未満は切り捨て）

医療・介護などの福祉関係諸費
歳出 を始めとする義務的経費が
引き続き増加

行わない予算編成を６年連続で実現するとともに今後の財源確保に向け、
「Ａｉ
ｃｈ
ｉ
［愛知］
・総合経済

質問2

主

自

歳入の大宗をなす県税は前年度から148億
円減の1兆1,669億円を計上。このうち法人二
税は企業収益の減速に加え、法人県民税法
人税割の税率引き下げの影響。一方、地方消
費税は昨年10月から税率引上げの影響が本
格的に表れ増収となるが都道府県間の清算
金や市町村交付金の支出増があり減収。

今後の財政運営について

県税
1兆1,669億円

財源
存
依

質問1

地方消費
税清算金 諸収入
3,209 2,153
億円 億円

福祉医療費
4,352億円

（一般会計）

歳出

その他 239億円

・ 議会費
・ 県民環境費
・ 災害復旧費 など

諸支出金
4,942億円

警察費
経済
1,723
公債費 労働費 建設費 億円
3,720 2,150 2,002
億円
億円
億円

農林水産費 755億円
総務企画費 808億円

■ 私立高校授業料実質無償化
年収720万円未満の世帯まで授業料及び入学納付金
を実質無償化
専修学校高等課程と通信制高校を併修する者に対す
る授業料及び入学納付金の補助を新設

■ あいちのスマート林業推進事業
ICT等の先端技術を活用し、低コスト木材生産に向けた
実証を進めるとともに効率的な木材生産・流通体制の構
築を進めます。
木材の生産情報

少子化対策計画「あいち はぐみんプラン」を策定するにあたって、保育士確保や病児・
病後児保育、児童虐待、子どもの貧困問題などの課題にどう取組を進めていくのか伺う。

大村知事 答弁

生産現場

次期プランでは、すべての子ども・子育て家庭への切れ目ない支援に重点的に
取組む。待機児童解消では、令和6年度までに常勤換算で３万人分の保育士確保

を目指し、保育士の養成、処遇改善による離職防止、潜在保育士の再就職支援を

■ ロボカップアジアパシフィック 2020 あいち

柱とした施策を推進。また、増加する児童虐待相談に対応するため、児童相談

日程：2020年10月8日（木）
〜12日（月）
会場：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）

センターの専門職員を計画的に増員・育成するとともに、市町村における児

「ワールドロボットサミット
（WRS）2020」
同時開催

童相談の要となる「子ども家庭総合支援拠点」が全市町村に設置されるよ
う相談支援体制の強化に加え、貧困対策では子どもの学習支援や子ども
食堂の開設支援、相談体制の充実などの取組を推進していく。
答弁する大村知事

内容：自律型ロボットの研究及び
教育を目的とした学生を中心とする
ロボットの競技大会

木材の需要情報

製材工場

■ 高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金
高齢運転者の「後付けの安全運転支援
装置（ペダル踏み間違い急発進等抑制装
置）の購入設置」に要する費用について
市町村と協調して助成。
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新型コロナウイルス感染症について

愛知県議会でも国に対して「新型コロナウイルス感染症対策の強化」についての意見書を
採択しました。企業活動など様々な影響が出始めていることへの対応について紹介します。

愛知県の対応

新型コロナウイルス感染症の電話相談窓口

中小企業への緊急つなぎ資金の創設

豊田市

資金繰り悪化による緊急的な運転資金への対応。
融資限度額 5,000万円
信用保証料 無料（県が契約時の額を全額補助）
●

厚生労働省

●

※今回の対応は東日本大震災と同水準

収入が減少した世帯に対して資金貸付

愛知県

休業／失業された方等への資金貸付による生活費用を支援。

学校の臨時休業に伴い放課後デイサービスの負担軽減
利用が増加した児童について保護者と市町村の負担分
を助成。
桜井の

意見！

受付時間：午前9時〜午後5時まで（土・日、祝日を除く）
電話番号：0565-34-6052（豊田市保健所内）
受付時間：午前9時〜午後9時まで
電話番号：0120-565-653（フリーダイヤル）
愛知県保健医療局健康医務部健康対策課
感染症グループ
受付時間：午前9時〜午後5時まで（土・日、祝日も実施）
電話番号：052-954-6272

愛知県LINE公式アカウント

「新型コロナ対策パーソナルサポート」

「明けない夜はない」という言葉もあります。必
ず良い方向に向かうと信じ、県民一人一人が明る
い心で前を向き、
この難局を乗り切りましょう！

友だち登録をし、必要事項を入力すると「最新
情報」や「よくある質問」などのコンテンツを
利用することが出来ます。

日々の活 動
豊田市消防出初式

1

11

土

豊田市長選挙結果報告会

2

9

分列行進や訓練の披露では士気
の高さが窺えました。
日々の活動
に感謝いたします。

日

4年間の豊田市のかじ取り役が
決まりました。

職場トーク

1

21 火

2

13

木

1月に3支部10回のトークを開
催していただき現場の声を伺い
ました。

連合愛知豊田地域協議会
街頭活動
労働相談ダイヤルの開設を告知・
PRしました。

ホームページを是非ご覧ください ▶

発行 : 桜井ひでき事務所

1

25 土

2

29 土

豊田市交通安全市民大会
講演会では「ながらスマホ運転」
で次男を亡くされた則竹崇智さ
んのお話を聞きました。

オイスカ普及拡大の集い
地球温暖化防止とアジアの人々
が豊かになるよう応援します。

https://sakurai-hideki.com/

〒471-0832 豊田市丸山町10-5-1
TEL 0565-71-1555 FAX 0565-29-0274

