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〜平成２１年度６月議会ｽｹｼﾞｭｰﾙ〜
６月９日（木）から新しく所属する委員会の『所管事項説明会』が１５日（月）までの４日間
で開催されます。
開会日：６月１８日（木）……神田知事から議案提案の趣旨説明があります。
２２日（月）……各会派代表者による代表質問
２３日（火）……７人の議員から一般質問
２４日（水）……７人の議員から一般質問
２６日（金）
・２９日（月）
・３０日（火）の３日間で常任委員会に付託された
議案審議および一般質問が行なわれます。
閉会日：７月 ７日（火）……委員長報告→討論→採決が行なわれます。
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●国際児童年記念タイムカプセル開封事業（11 月 20 日）
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この県政レポートは、県民のみなさまからご意見・ご要望をいただくた
めの情報提供を目的に、民主党愛知県議員団に交付されている政務調査
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こぼれる新年度です。

●がんばる商店街フォーラム（仮称）（10 月 20 日、21 日）

「 長江正成事務所 」

正

新入生や新卒者の方の初々しい姿に、思わず笑みが

ＣＯＰ１０開催に向けた２００９年
「国際生物多
●いのちを支えるもりづくりキックオフイベント…（平成
21 年 5 月）

●世界劇場会議国際フォーラム 2010（平成 22 年 2 月）

江

愛知県議会議員

●愛知県植樹祭（5 月 16 日〔土〕瀬戸万博記念公園『愛・パーク』）

●「愛知県民族芸能大会」（平成 22 年 1 月 31 日〔日〕瀬戸市文化センター）

長

〒４８９−０８８１瀬戸市熊野町８３−８
TEL (0561)85‑5195 FAX (0561)82‑1375

新年度を迎えて

〜２１年度 愛知県の主な催事事業〜

●愛・地球博記念「全国水ロケット競技大会」（仮称）（平成 21 年 11 月 22 日予定）

愛知県議会議員

費の広報費を充当して製作・配布しています。

２０日間の会期中には、県民の暮らしの安定や利益になることで、国などで解決を図ってもら
う問題について、議会の意思を意見書としてまとめ、衆参両議院議長及び内閣総理大臣始め関
係大臣などに提出します。また、県行政について県民の要望（請願）を受けて審査し、その要
望を反映させる必要がある場合は、実現するよう執行機関に働きかけます。

●伊勢湾台風５０年事業（8 月）

＜編集・発行＞

長江正成 プロフィール
1982 年：中央大学

しかしながら、昨今の厳しい経済状況の中、昨年
の夏までは全く予想だにしていなかった新年度を迎
えてみえる方が多くいらっしゃるであろう、この愛
知県の２１年度の予算が、３月２５日閉会の２月議
会で決まりました。
今議会では、各派の代表質問をはじめ閉会日まで、
雇用に関する質問が多く出ました。職をなくし、明
日の生活が見えないという方々が一刻も早くその状
態から脱却し、安定感のある生活が送れるよう、国
や県の取り組みが真に効果的なものとならなくては
なりません。
愛知県自体も２１年度予算は４９００億円の収支
不足という大変に厳しい状況であり、今後について
も懸念がされています。
しかし、福祉・医療・雇用・教育など県民のみな
さまの生活の安心・安全・安定が確保されることに
加え、将来に対し明るい展望がもてるよう、外需依
存から内需拡大への転換のための次世代産業の育
成・創出などの県の取り組みが進められることが必
要です。
私もみなさまの声をもとに頑張ってまいります。
今後ともご指導、ご支援の程よろしくお願いいたし
ます。

生年月日：1959 年 10 月 22 日

卒業

2000 年：瀬戸市小中学校 PTA 連絡協議会
2007 年：愛知県議会議員

会長

初当選

地域振興環境委員会および
地方分権・道州制調査委員会に所属

2008 年:産業労働委員会および
少子高齢化・人づくり対策特別委員会に所属
民主党県議団副総務会長
2009 年：５月臨時議会で常任委員会等正式決定
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２１年度予算について

＊AICHI＊AICHI＊

＊AICHI＊
二つの重点課題との重複を除く。

安心できる健康・福祉づくり

＊ AICHI ＊ AICHI ＊

●少子化対策・子育て支援対策
･･･第三子保育料無料化事業費補助金…県全体予算 378,465 千円のうち瀬戸市に対して 5,794 千円
第三子以降の３歳未満時の保育料を無料化している市の経費に対する補助（県１/２市１/２）
･･･妊婦健康診査支援基金事業費補助金…県全体予算 2,518,835 千円のうち瀬戸市に対して 29,484 千円
妊婦健康診査のうち地方財政措置のされていない 6 回から 14 回までの補助（県１/２市１/２）
･･･１歳児保育実施費…県全体予算 191,424 千円のうち瀬戸市に対して 3,075 千円
１歳児担当保育士の配置割合を国配置基準の６：１より充実させるための人件費補助
（県１/２市１/２）
･･･子ども医療事業費補助金…県全体予算 8,249,009 千円のうち瀬戸市に対して 150,550 千円
子どもの医療費自己負担額を助成（県１/２市１/２）
･･･母子・父子家庭医療事業費補助金…県全体予算 2,082,290 千円のうち瀬戸市に対して 41,800 千円
母子父子家庭の医療費自己負担額を助成（県１/２市１/２）
･･･病院内保育所運営費補助金…県全体予算 171,201 千円のうち公立陶生病院に対して 1,852 千円
病院内保育所の運営費（人件費）に対する補助（県１/３）
･･･その他 ふたば保育園整備に 70,000 千円・せとっ子モアスクールに 7,000 千円

予算案は、昨秋以来の景気急減速の直撃を受け、
法人２税の税収が 3 分の１しか見込めないこと等
による 4900 億円もの収支不足に対し、3800 億
円以上の各種県債発行や基金取り崩し、人件費の
大幅抑制などでしのぐという異例の「緊急避難型」
となりました。
民主党県議団としては、知事に雇用や福祉・医療、
教育など県民生活の安全・安心に直結する政策の
維持を強く要望し、来年度予算に反映させること
ができました。しかし全体としては、県債（借金）
の残高は一気に 4 兆円を大きく突破し、財政再建
目標は大幅に遅れることになります。

＝＝

２１年度の新しい事業の一部を紹介 ＝＝

●福祉・介護人材確保対策

２億９１５７万円

…進路選択学生等支援事業や、

●あいち森と緑づくり事業

１５億円

…21 年度から導入の「あいち森と緑づくり税」

潜在的有資格者等養成支援

を利用し、森林、里山林および都市の緑の整

事業などを通して、福祉・

備・保全を進め、森と緑がもつ様々な公益的

介護の職場で働く人材の確

機能を発揮させる。

保対策を進める。
● あいち自然環境保全戦略費

●総合技術高等学校（名古屋市内）
整備調査 １００万円
…より実践的なものづくり教育が推進できる施設・設
備の調査、検討。

４事業に

２５６０万円

…2010 年にＣＯＰ１０（生物多様性条約第 10
回締約国会議）が愛知県で開催されるにあた
り、
「生態系ネットワーク形成事業」などの事

●新設知的障害養護学校（尾張地区）
整備調査 ２８００万円
…一宮東養護学校および佐織養

業を行い、生物多様性の保全向上に取り組む。
ｴｸｽｶｰｼｮﾝ会場は

瀬戸市に対して２１年度予定額 3,005,790 千円【20 年度決算予定額 2,836,182 千円】

海上の森を予定

護学校の過大化解消と児童生

うち海上の森自然環境

徒がのびのびと学習できる学

保全地域の整備・管理に

校づくりのための調査・検

６５２万円

●高齢者支援対策
･･･高齢者地域福祉推進事業費補助金…県全体予算 142,729 千円のうち瀬戸市に対して 2,679 千円
老人クラブ事業に対する補助（国１/３県１/３市１/３）
･･･後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金…県全体予算 5,472,455 千円のうち瀬戸市に対して 118,533 千円
市が徴収する後期高齢者医療の保険料について、低所得者に対する軽減額の公費負担
（県３/４市１/４）
･･･後期高齢者福祉医療給付事業費補助金…県全体予算 4,421,020 千円のうち瀬戸市に対して 105,780 千円
後期高齢者のうち障害者等の医療費自己負担額を助成（県１/２市１/２）
●障害者自立支援対策
･･･障害者自立支援対策等臨時特例基金事業費…県全体予算 911,202 千円のうち瀬戸市に対して 24,950 千円
障害者自立支援対策等臨時特例基金事業に対する補助（県３/４市１/４）
･･･精神障害者小規模作業所運営費補助金…県全体予算 81,120 千円のうち瀬戸市に対して 4,614 千円
精神障害者小規模作業所の運営に対し、市町村が補助する場合に市町村を通じ補助
１施設〔花水木工房〕（県１/２市１/２）
･･･障害者医療事業費補助金…県全体予算 6,639,723 千円のうち瀬戸市に対して 140,070 千円
障害者の医療費自己負担額を助成（県１/２市１/２）
以上を含め健康福祉部の４１事業が県と市または国と共に行なっている事業です。

その他主な部局予算
一市町村一国フレンドシップ交流事業…県全体予算 220,360 千円のうち瀬戸市に対して 21,795 千円
あいち海上の森里山自然歩道整備費…8,774 千円〔COP10 開催に伴う海上の森生物多様性コースの整備〕

討・基本設計。

あいち海上の森保全活用推進事業費…3,597 千円〔海上の森サテライトのエコトイレ改修費〕

●新たな雇用・就業機会の創出

４７億円

●救急業務の高度化の推進

２２３４円

人にやさしい街づくり推進事業費…3,863 千円〔名鉄新瀬戸駅 エレベーター・多目的トイレ整備補助金〕

…「緊急雇用創出事業基金事業費」で、緊急かつ短期的

…心肺停止傷病者の社会復帰率の向上のための

な雇用を、「ふるさと雇用再生特別基金事業費」で、

救急救命士の技術のレベルアップや、交通事

県立高等学校再編整備費…85,829 千円〔瀬戸北高校 施設設備 工事費〕

継続的な雇用機会を創出する。

故外傷救急搬送の体制を整える。

耐震改修費…74,086 千円〔瀬戸窯業高校 校舎棟 工事費〕

瀬戸市立瀬戸養護学校施設整備費補助金…125,000 千円〔22 年 4 月開校「さくらんぼ学園」工事費の補助金〕

