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●昭和57年3月　　愛知学院大学法学部法律学科卒業
●昭和58年4月　　㈱一宮タイムス社編集部に入社
●昭和63年8月　　一宮タウン情報誌「EGG」を創刊、編集長
●平成12年2月　　㈲お茶の間通信社を設立、代表取締役
●平成15年4月～　愛知県議会議員に初当選、現在5期目

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

愛知県議会議員おもな役職・職務実績
平成19年5月～20年5月　民主党愛知県議員団政務調査会長
平成21年5月～22年5月　愛知県議会健康福祉委員会委員長
平成24年5月～25年5月　民主党愛知県議員団幹事長
平成25年5月～26年5月　名古屋港管理組合議会監査委員
平成26年5月～27年5月　民主党愛知県議員団副団長
平成27年5月～28年5月　産業振興・環境対策特別委員会委員長
平成29年5月～30年5月　名古屋競輪組合議会議長
平成30年5月～令和元年5月　新政あいち県議団団長

事務所のご案内

愛知県議会議員　高橋正子

区分郵便

令和2年度「愛知新起動」に向けた予算が成立令和2年度「愛知新起動」に向けた予算が成立

新型コロナウィルス感染症対策緊急つなぎ資金を創設‼

収入が減少した世帯に対して資金貸付により生活費を支援‼

　愛知県議会2月定例議会は2月19日に開会し、令和2年度一般会計予算案2兆5,722億
円をはじめ、予算・条例改正など86議案を可決し、3月25日に閉会。新型コロナウィル
スの感染拡大の影響で事業活動に大きな支障を生じている中小企業を対象に「新型コロナ
ウィルス感染症対策緊急つなぎ資金」の創設をするとともに、新型コロナウィルス感染症
の影響による休業や失業で収入が減少した世帯に対して資金貸付による生活費用の支援も
行なう。また、主要農産物種子法の廃止に伴い、本県では要綱を策定して体制を維持して
きたが、さらに財政措置と併せて制度的に担保していく必要があることから「主要農産物
の品種の開発並びに種子の生産及び供給に関する条例」を議員提案で可決した。

新型コロナウィルス感染症の影響により

新型コロナウィルス感染症の影響を直接的にまたは間接的に受け、直近1か月の売上高または売上高総
利益額(以下、売上高など)が、前年同月または2年前同月の売上高などに比べて減少している中小企業。

保証協会が認めれば、無担保保証枠の利用が8,000万円以上でも、さらに本制度の融資限度額5,000万円をすべて無
担保で保証することも可能。県内47の金融機関窓口で受付け中。

融資対象者

使途・限度額 運転資金5,000万円

2020年3月9日～2020月8月31日最長1年 10／10

3年　年1.2％ ＊県が契約時の保証料補助を実施

据置期間

その他

融資期間・利率

実施期間

信用保証料

保証協会への損失補償
0％

令和2年度「愛知新起動」に向けた予算が成立

緊急小口資金

総合支援資金（生活支援費）

貸付上限 据置期間 償還期限貸付対象者

10～20万円以内で無利子 1年以内 2年以内一時的に必要（主に休業された方）

15～20万円以内で無利子 1年以内 10年以内立て直しが必要（主に失業された方等）

<実施主体>愛知県社会福祉協議会
<受付時間>2020年7月31日まで
<問い合わせ窓口>
一宮市社会福祉協議会（貸付期間は原則3月以内）

※住所変更および郵送不要の
ご連絡はHPの「お問い合せ」
からでもできます。



令和2年度県予算のポイント

「ジブリパーク（仮称）」構想を推進
2022 年度中の開業へ

予算額27億5,0０0
万円

「ロボカップアジアパシフィック
2020 あいち」を開催

予算額3億7,000万
円

令和2年度県予算のポイント

　愛・地球博記念公園（長久手市）で22年秋の一部開業
を目指す、ジブリパーク構想の総事業費は340億円を見
込み、20年度当初予算案には22年秋に先行開業させる3
つのエリア「青春の丘」「ジブリの大倉庫」「どんどこ
森」の工事費と、残る2つのエリア「もののけの里」「魔
女の谷」の設計費等27億5,050万円を計上。
＊ジブリパークは194㌶の公園内に5つのエリアを整備
し、23年に全面開業予定。世界で類をみないオンリーワ
ンとなる、スタジオジブリの映画の世界観を再現！5つの
エリアすべてが開業した後の入場者は年間180万人を見
込む。

公園施設の整備と渋滞対策も着手
　愛・地球博記念公園
で進めているジブリ
パークの公園施設の整
備・改修に関し、新た
な総合案内センター
（仮称）の設置や、駐車
場の増設、周辺道路の
渋滞対策にも着手。

県勤労会館跡地に
スタートアップ企業の支援拠点整備

　スタートアップ
企業の支援拠点「

ステーションAi（
ア

イ）」を名古屋市昭
和区の県勤労会館

跡地に建設する計

画。開設時期は22
年11月で総事業費

は149億円を見込

む。20年度はPF
I事業者の選定や用

地整備などに1億

8,000万円を計上
。

予算額1億
8,000万円

予算額18億635万
円

令和2年度、一般会計当初予算は2兆5,722億余円！令和2年度、一般会計当初予算は2兆5,722億余円！

至長久手市街地
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愛・地球博記念公園

総合案内
センター

愛・地球博記念公園

P

P
P

駐車場
（増設）

総合案内
センター

公園北口

歳出教育費・
スポーツ費
5,027億円

県税
1兆1,669億円

地方消費税清算金
3,209億円

諸収入2,153億円

その他494億円

繰入金1,563億円

福祉医療費
4,352億円

その他239億円

公債費
3,720億円

建設費2,002億円
警察費1,723億円

総務企画費808億円
農林水産費755億円

諸支出金
4,942億円

経済労働費2,150億円

◯議会費
◯県民環境費
◯災害復旧費
　など

◯地方譲与税
◯地方交付税
　など

◯使用料および手数料
◯分担金および負担金
◯財産収入　◯寄付金　など

2兆5,722億4,500万円

県債2,380億円

国庫支出金
2,039億円

その他2,212億円

予算総額
（一般会計）

自

主
財 源  

依
存
財
源

歳入
（億未満は切り捨て）

愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」
を活用した展示会産業の振興
　愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」の運営権対価収入
を原資とした「展示会産業振興基金」を利用して、官民連携
による新たな展示会需要の創造などに取り組む。

予算額3億4,700万
円

◆2020年度開催予定の主な催事（公表済みのもの）
〈 6 月 〉　●第15回食育推進全国大会 in あいち
〈 7 月 〉　●ロボットテクノロジージャパン　●施設園芸・植物工場展
　　　　  2020  ●第 28回日本乳癌学会学術総会
〈10月〉　●ワールドロボットサミット2020
　　　　  ●ロボカップアジアパシフィック2020あいち
〈11月〉　●第58回技能五輪全国大会・第40回全国アビリンピック

　10月 8日（木）～12日（月）　
まで、愛知県国際展示場「Aichi 
Sky Expo」で「ロボカップアジア
パシフィック2020」を開催（12
日は名古屋国際会議場）。内容は、
自立型ロボットの研究および教育
の深化を目的とした、学生を中心
とするロボットの競技大会。
また、経済産業省などが主催
する「ワールドロボットサミ
ット2020」と同時開催。

「あいち朝日遺跡ミュージアム」   
を2020年11月22日にオープン！

予算額4億9,000万
円

名古屋ゆかりのノーベル賞受賞者
顕彰施設をオープン！

予算額4億6,000万
円

　愛知・名古屋ゆかりのノーベル賞受賞者の業績をわか
りやすく伝えることにより、次世代の科学技術人材の育成
を図るとともに、地域としての先進性や魅力の発信を図る
ことを目的とした「ノーベル賞受賞者顕彰施設」を名古屋
市との共同事業として、名古屋市科学館内に整備。

一部内容を紹介

　清須市・名古屋市西区に位置する東海地方最大の弥生
集落「朝日遺跡」の魅力を発信するため、2,028点の国の
重要文化財を適正な環境で保管展示する新資料館を整備。

高齢運転者の「安全運転支援装置」設置を促進　高齢運転者による交通事故の抑止を図るため、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）の設置を促進するため、購入設置に要する費用について市町村と強調して助成。

予算額1億9,800万円

対象は 65 歳以上で、安全運転支援装置購入設置費の 4/5に相当する額（上限：障害物検知機能付 32,000、障害物検知機能なし16,000円）で、補助率は補助対象経費の 1/2以内

◆高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金

新体育館の整備を推進
予算額1億3,000万

円

　名城公園北園の一部、約4.6 ㌶の面積に2025年夏の
オープンを目指して施設整備を行う「新体育館」の実施方
針を公表し、PFI 導入による民間事業者の募集を行う。
『基本計画における施設規模』
建設面積：2 万平方メートル程度、延床面積：4 万
3,000平方メートル程度、席数は大相撲で約11,000席、
バレーボール・バスケットボールで約15,000席。

2021年
3月オープン

◆愛知・名古屋ゆかりのノーベル賞受賞者
◯野依良治　2001年化学賞　　　　◯小林誠　2008年物理学賞　
◯益川敏英　2008年物理学賞　　　◯下村脩　2008年化学賞　
◯赤﨑　勇　2014年物理学賞　　　◯天野浩　2014年物理学賞　
◯大隅良典　2016年生理学・医学賞　◯吉野彰　2019年化学賞

　後期高齢者医療費負担金を始めとする医療・介護などの経費
や、幼児教育・保育の無償化のための経費が増加する中、ジブリ
パークの整備や安全・安心を確保するための道路、河川等の整備
など、将来にむけた投資は着実に推進。本県の財政は、単年度の歳
入だけで歳出を賄うことができず、多額の基金取崩しに依存する
厳しい財政状況が続いているが、そのような中でも県債残高の抑
制など、健全で持続可能な財政基盤の確立に向けた取組を進めて
いく。

医療・介護などの経費が
引き続き増加する中、
社会基盤整備は着実に推進

歳出
　歳入の太宗をなす県税は、前年度から 148 億円減となる 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、法人県民税の税率引下げの影響により1割を超える430
億円の減となる。また、地方消費税は 2019 年 10 月からの税
率引上げの影響が本格的に現れ増収となるものの、都道府県間
の清算金や市町村交付金の支出増があることから、実質収入ベ
ースの県税収入は464億円の大幅減となる。

法人二税は1割を超える減収、
県税の実質収入は大幅減

歳入

注：新型コロナウイルス感染防止のため、一部掲載催事は変更・中止されている場合がありますので、予めご確認ください。



（4） お 茶 の 間 プ レ ス

活動報告「お茶の間プレス」＆「お茶の間プラ
ス」を定期発行し、県議会を、そして愛知県の
魅力を紹介すると共に、高橋正子の活動も身
近に感じてもらえる取り組みをしています。

県政をわかりやすく！議員活動の見える化を推進！

雑学を交えてわかりやすくお話させて
頂きます。お気軽にお問い合せください。

ichinomiya topicsichinomiya topics

                        　　　　
　現在、75歳以上の免許更
新に必要な認知機能検査は

自動車教習所が担ってきたが、
高齢ドライバーの増加からなかなか予約が取れ
ず、申し込みから検査を受けるまでの待ち日数
が長期化している。この予約の取りにくさを解

重要
お知らせ

な

一宮警察署で認知機能検査が始まることに伴い、
免許更新手続きは平日午前中は行わず、12時～更新事務を実施！
一宮警察署で認知機能検査が始まることに伴い、
免許更新手続きは平日午前中は行わず、12時～更新事務を実施！令和2年6月

から

認知機能検査が　　　　　 で6月からスタート ！一宮警察署

愛知県一宮警察署
交通課長 高田恵二 

      
一宮署北館で

認知機能検査が受検
できるようになり、受
検までの利便性は格
段に上がると思い

ます。

  75歳以上のドライバーが運転免許を更新するために必要な「認
知機能検査」が本年6月から、愛知県内25の警察署等でできる
ようになり、一宮警察署でもスタートする！

消するために警察が直接に認知機能検査
を行うこととなり、これまでの自動車教
習所での検査は8月末までに終了する。
検査は平日9時から11時までの午前中
に２回実施。実施主体を警察署に移すこ
とで、一日の検査の受け入れが最大40
名可能になり、受検までの期間短縮が期
待できるなど利便性も向上される。

一宮IC←→一宮JCT間が６車線となることで渋滞緩和に期待！
「名神一宮JCT付

近」の渋滞緩和対策

　渋滞対策箇所について効果的な対策の検
討を行う「中京圏渋滞ボトルネック対策協
議会」に、新たに東名及び名神の愛知地域の
円滑な交通流を確保するための渋滞対策検
討ワーキンググループが令和2年 3月 11
日に設置。構成員は中部地方整備局、愛知
県、愛知警察本部、名古屋高速道路、中日本
高速道路㈱名古屋支社。名神一宮 JCT 付近
は渋滞のメッカで、一宮 IC～一宮 JCT 間
の交通量は平日が 90,500 台、休日が
85,700台と平日・休日ともに多く、渋滞
緩和対策は喫緊の課題。特に下り線よりも
上り線での渋滞が顕著で、東海北陸道から
合流する車両が加速車線のいたるところか
ら名神に合流することで流れが悪くなり、
一宮 JCTの渋滞発生の一因となっている。

　この対策で一定の効果は期待でき
るが、渋滞は引き続き発生するため
ピンポイント対策が必要。

渋滞緩和対策 NEXCO
中日本管内で
渋滞ランキング
1位 !!

2019年 4月
国土交通省発表の
全国渋滞ワースト
ランキング
5位 !!

し
か
し

し
か
し

　渋滞の発生を抑制するためには、ボト
ルネック部の交通容量拡大が効果的であ
ると渋滞検討ワーキンググループでは
一宮IC←→一宮JCT間が６車線
化の実現を目指すと結論。

そこでそこで

渋滞緩和対策

　加速車線から本線への合流で、これまでは
いたるところから合流することにより名神の
流れが悪くなっていたのを、車線を分離する
ラバーポール区間を延伸。先頭で１台ずつ交
互に合流する「ファスナー合流」を2019年
11月29日から一宮JCT上り線で運用開始
により交通の流れを良くした。

名神一宮JCT付近名神一宮JCT付近

変わります！変わります！
午 前認知機能検査 午前9時から午前11時まで

午 後
免許更新

午後0時から午後4時まで
＊午前中に免許更新を希望される方
平針の運転免許試験場と東三河運転免許セン
ターは、午前中も運転免許更新を受け付ける。

少人数からの座談会・ミニ集会・
講演会も行なっております。
少人数からの座談会・ミニ集会・
講演会も行なっております。
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