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民主党県議団・２１年度は４つのプロジェクトチームが活動中

＜編集・発行＞

愛 知 県 議 会 議 員
＊ AICHI ＊ AICHI ＊ AICHI ＊

平成 21 年度は下記のプロジェクトチーム（以下「ＰＴ」）を設置して県政の推進のための活動を
行っています。
●議員定数等調査ＰＴ
●県民が望む「あいち」づくりマニフェスト検討ＰＴ
●政務調査費ＰＴ
●議員提案条例ＰＴ
（議員提案条例ＰＴには、
条例ごとの６つのＰＴも設置しています）
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った「障害者差別禁止条例ＰＴ」では、本年
度は法曹・医療・労働・教育・交通・経済界
等の各分野の団体との意見交換を行い、条例
５月２２日の障害者差別禁止条例ＰＴ

意見交換会

～議会傍聴のご案内～
愛知県の議会の様子を直接ご覧になりませんか？
【本会議】は、県庁本庁舎東側の議事堂４階で名前と住所の記入のみで傍聴できます。
質問者や質問内容については、
「愛知県議会 HP」で検索してください。
開会日に「質問通告」の欄に載ります。
【委員会】は、３０分前までに議事堂１階の議事課に申し込んで下さい。
定員は 10 人です。多数の場合は抽選になります。

※長江正成は９月議会で一般質問を行う予定です。質問日等については、議会が近くな
りましたら「長江正成事務所」にお問い合わせ下さい。

議事堂ロビー展示作品
三沢厚彦氏作「Ａnimal 2008－1」と
来年８月開催の「あいちトリエンナーレ２０１０」に向け
て、現在、現代美術作品が、県議会議事堂ロビーと県庁
本庁舎玄関ロビーに設置されています。
議事堂におかれた三沢氏の作品は、クスノキを彫り出
したユニークな表情のライオンの彫刻です。触れること
はできないものの木の温かみを感じることができます。

県政へのご意見、各種お問い合わせ・お申し込みは
～

長江正成は、街頭での県政報告を民
主党愛知７区総支部長の山尾しおり
と行うとともに、「県政報告会」を座
談会形式でも行っています。
３人以上のグループで「長江正成事
務所」にお申し込み下さい。
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補正予算・８４２億円！

※昨年度、障害者の方々からの意見をうかが

～ 県政報告会のご案内

務

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費の広報費を充当して製作・配
布しています。
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の提案をめざしています。

事

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

「 長江正成事務所 」まで
妻の真弓が昼間事務所に常駐して

シンボルマークが、今後
いろいろな場面で皆さんの
目に触れると思います
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国の補正予算を受け、愛知県でも８４２億円
という過去２番目の大きな額の補正予算が６月
議会に提出され、可決しました。県としての緊
急雇用・経済対策などの充実が図られています
が、こうした施策ができるだけ早く生活実感に
結びついていくことが、県民のみなさまが望ん
でみえることと感じています。
愛知の県財政の場合、法人関係の税収が大き
なウエイトを占めているため、景気の影響を直
接受けることが、今年度の予算編成において明
らかになりました。景気の大きな好転が見込ま
れない中、これまでの福祉関連を始めとした愛
知県下の市町村への補助事業など、県の単独事
業の維持のためにも、県税徴収と国からの歳入
確保とともに、歳出を減らす努力が必要となっ
ています。また、県の財政を担う新産業を創出
することや人材を育てるための、現段階での投
資も必要です。
私ども民主党県議団では、現在、夏季におけ
る知事への要望を取りまとめ、検討をしていま
す。愛知県の施策が、将来を見据えながらも、
具体的にみなさまの生活の安心や安全につなが
っていくよう、実効性を求めてまいります。
暑い時期を元気にお過ごしくださいますよう
ご自愛いただきますとともに、今後ともご支援、
ご指導の程よろしくお願いいたします。

います。お近くにお越の際、
是非お寄り下さい。

長江正成 プロフィール
1982 年：中央大学 卒業

お問合せは事務所まで

2000 年：瀬戸市小中学校 PTA 連絡協議会 会長

瀬戸市熊野町 83-8

2007 年：愛知県議会議員 初当選

電話（0561）85-5195

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

2009 年:「総務県民委員会」および

地域振興環境委員会および

「安心・安全対策特別委員会」
「議員定数等調査特別委員会」

地方分権・道州制調査委員会に所属

「一般会計・特別会計決算特別委員会」に所属
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６月定例愛知県議会 ★ 報 告

平成 21 年度 6 月定例愛知県議
会は、6 月 18 日に開会し、代表
質問・一般質問・各種委員会等
を経て、7 月 7 日に提案された
議題を可決、閉会しました。

総 務 県 民 委 員 会 報 告
６月３０日と７月１日に行われた総務県民委員会で
は、委員会に付託された「副知事の選任」など議案の審

総務県民委員会 審議の様子
写真正面奥に私の席があります。

議の後、防災や７月から始まった物品調達などについて

６月定例議会では、第８７号議案「平成２１年度愛知県一般会計補正予算（第２号）」から第１０７号議案「副

の質疑がありました。

知事の選任について」まで、２１件の議案が提出されました。
神田知事の提案理由の説明の中では、長期化が想定される新型インフルエンザに取り組んでいくことや、現在

長江正成一般質問概要
● 愛知県法規集データベースについて１０年
間の維持管理費は？歳出をへらす努力は？

の県の雇用情勢などをふまえて１３．９兆円の国の補正予算を活用していくこと、また県の財政状況について
２０年度の一般会計予算は黒字となるものの依然として県財政は厳しいことなどが示されました。

６ 月 提 出 議 案

法務文書課答弁→
８，０３７万円一社随意契約・県に著作権なし。
今後は契約内容も含め値段交渉を行っていく。
また、県民の使いやすい形も検討していく。

第８７号議案「平成２１年度愛知県一般会計補正予算（第２号）」より
財源を国庫支出金約 646 億円（内、地域活性化・経済危機対策臨時交付金約 43 億円）、基金繰入金約 104
億円、県債約 76 億円、繰越金約 14 億円などとし、以下のような事業が進められることになりました。

【主な事業】（金額は全て予算額）
○地方道路公社の料金引き下げの社会実験・・・
名古屋高速道路
：普通車（ＥＴＣ車）
土・日・祝
30％割引

法規集は県ホームページで閲覧できます。

約２２．５億円（実施予定期間 21 年 7 月下旬
～23 年 3 月）
ＥＴＣ路線：普通車以下（ＥＴＣ車）
土・日・祝 30％割引
非ＥＴＣ路線：普通車以下 全日
既存回数券の
割引率の拡充

中部国際空港連絡道路
：中型車・大型車・特大車
（ＥＴＣ車）
平日 30％割引

○県有施設の耐震改修費
★県立高等学校１２棟に約１１．９億円
瀬戸窯業高等学校定時制校舎耐震改修工事（当初予算組込）

れます。
工事の始まる窯業高校校舎
平成２３年度まで）
・・・約２５０．７億円

★介護職員処遇改善等臨時特例基金事業費
事業所への交付額は介護職員（常勤換
（平成２１年１０月サービス分から）
算）一人当たり月額１．５万円の賃金引
・・・約３３．３億円
上げに相当する額となります。
○新型インフルエンザ対策
★備蓄用抗インフルエンザ薬の追加購入・・・約４．２億円
※タミフル 14.85 万人分（累計 100 万人分）、リレンザ 2.57 万人分（累計 5.14 万人分）
★発熱外来の整備・・・約１．７億円（対象４０医療機関）
★まん延期における外来医療の整備・・・約１．１億円（対象４００医療機関）
★保健所の体制整備・・・約１．４千万円

本会議

代表質問・一般質問より

【代表質問概要（かじ山義章議員）】
Q：名古屋市とのかかわり方は？
知事：これまで県と名古屋市は、共に地域の発展を目指し、密
接な協力連携体制をとってきた。
名古屋市の今後の県との関係についてのスタンスが未だ
わからないが、県は、これまでどおり７４０万県民の立場に
立って将来をしっかりと見据え、市とよく話し合いながら、
協力・連携を進めていければと考えている。

【一般質問項目概要】
◆「ふるさと納税」
・地域資源活用のアン
テナショップ・あいちの温泉について
（高橋正子議員）
◆木曽川水系連絡導水路・名古屋高速道
路について（髙木ひろし議員）
◆国所管法人への支出・愛知県高等学校
等奨学金・投票率向上について

窯業高校には太陽光パネルも設置さ
○介護職員の処遇改善を進めるための基金の設置
★介護職員処遇改善等臨時特例基金積立金（事業終了

http://www.som.pref.aichi.jp/d1w_reiki/aiti.htm

Q：早期の雇用創出にむけて
知事：緊急雇用創出事業基金全体の４割の約３５億円を、２１
年度に活用し、３，６００人を超える雇用創出を目指してい
る。補正予算案で積み増す約１６８億円についても、その３
分の１を今年度中に活用し、さらなる雇用創出を図る。
雇用セーフティネット対策の委託訓練では、３，３５０名
の定員を確保し、巡回就職支援指導員による面接指導や職業
紹介なども行っている。
Q

道路・河川を始めとする直轄負担金問題については？
知事：将来的には直轄事業負担金制度は廃止すべきと考えてい
るが、現在、本県で国の直轄事業により実施されている名豊
道路や庄内川の整備などは、事業の進捗が滞らない仕組みが
必要である。制度の廃止は、国と地方の抜本的な役割分担の
見直しによる財源と権限の移譲と一体で行うことが必要で
ある。

（森井元志議員）

長江正成も総務県民委員会で
「私立高等学校奨学資金」につい
て返還状況を確認させていただ
きました。
◆養護学校等における福祉避難所指定
について（小山たすく議員）
◆ 新エネルギー産業の振興の振興・校庭
芝生化について（古俣泰浩議員）

