
●プロフィール
昭和57年3月　愛知学院大学法学部卒業、日刊一宮タイム編集部に入社
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
■令和3年度所属委員会
○常任委員会／教育・スポーツ委員会
○特別委員会／行財政改革・地方創生調査特別委員会

■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
令和2年5月～令和3年5月　新政あいち県議団副団長

愛知県議会議員  高橋正子 （一宮市選出）高橋正子の県政報告 身近でわかりやすい県政をお届けします。ご家族のみなさまでご覧ください。
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愛知県の令和３年度予算がスタート！愛知県の令和３年度予算がスタート！「新型コロナウイルス感染症」を克服し、
愛知をさらに前へ進める「克服前進」の予算編成！
「新型コロナウイルス感染症」を克服し、
愛知をさらに前へ進める「克服前進」の予算編成！
　「令和3年度の愛知県一般会計当初予算」は、前年度比5.6％増の
２兆7,163億700万円と過去最大規模に！これまで補正予算で対応
してきたコロナ対策費を当初予算で計上したことがその主な要因。県
財政もコロナの打撃で、企業収益の悪化により法人二税は684億円
の減、地方消費税は228億円の減、個人県民税は144億円の減とな
る。感染症対策と経済対策の両方に重点配分した新年度予算には
1,654億円の収支不足が発生し、財政調整基金の取り崩しや県債の
発行などでやりくりした厳しい台所事情がある。しかし、まずは新型
コロナウイルス感染症の克服が第一！コロナ収束後に愛知をさらに前
へ進める！そのための2021年度は「克服前進」の予算編成である。

令和3年度県予算のポイント
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教育費・
スポーツ費
5,039億円

県税
1兆532億円

地方消費税清算金
3,230億円

諸収入2,310億円 その他2,276億円

福祉医療費
5,559億円

その他194億円

公債費
3,853億円

建設費1,940億円
警察費1,772億円

総務企画費1,099億円
農林水産費750億円

諸支出金
4,652億円

経済労働費2,300億円

◯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

◯繰入金
◯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

2兆7,163億700万円

県債4,079億円　
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その他1,739億円
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（億未満は切り捨て）

「新型コロナウイルス感染症」を克服し、
愛知をさらに前へ進める「克服前進」の予算編成！

　病床確保や宿泊療養施設の運営、PCR検査体制の確保な
どのほか、医療従事者の処遇改善の促進や回復患者の転院
を受け入れた医療機関に対して応援金で対応するととも
に、経営が悪化している第二次救急医療を担う医療機関に
対しては、無利子・無担保の融資制度により経営の支援も
行うなど、県独自の対策で強化。中等症患者を集中的に受
け入れる「県立愛知病院」を運営など。

【新年度のコロナウイルス関連予算】【新年度のコロナウイルス関連予算】

　コロナ禍における雇用情勢のあらなる悪化が懸念され、
若年者をはじめ障害者や高年齢者、定住外国人など雇用促
進に向けた相談対応や就職面接会の開催、就職氷河期世代
では紹介予定派遣制度を活用した就職支援など、多様な人
材が活躍できるよう社会とつなげる支援策を措置。

　「新型コロナウイルス感染症対応資金」をはじめとした
県制度融資による支援に加え、特に中小企業への制度融資
については「経営改善等支援資金」の創設や融資対象者の
拡大や金利の引き下げ、新サービス・新製品の開発や販路
拡大について支援をしていく。また、商店街への支援では、
感染防止対策を講じて行うイベントや販売促進、オンライ
ン化の推進等の新しい生活様式に対応した事業や、市町村
のプレミアム商品券発行事業等に対して予算を盛り込む。

医　療

雇用の維持と
就労支援

事業者支援【With/After コロナを見据えた成長戦略】【With/After コロナを見据えた成長戦略】
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　道路ネットワークの整備や、名古屋高速道路の都
心アクセス向上などの取組を推進。「名岐道路」は、名
古屋高速の一宮東出口と東海北陸自動車道・一宮木
曽川インターチェンジ（延長約7.5km）の間で、都市
計画および環境影響評価手続きが進められている。

　一宮警察署は築 51 年。庁舎の老朽化
と狭隘化に加え、とりわけ駐車場不足が
課題。建替えは現在地で計画され、仮庁
舎を使用しながら令和 8 年度中の供用
開始を目指す。新庁舎は7階建で、自走
式立体駐車場を完備。新年度にはボーリ
ング調査費として 1,000 万円の予算
も盛り込まれた。

「リニア大交流圏」の形成

　がん患者の妊よう性（妊娠するための力）温存治療
に対する助成制度を創設。不妊症や不育症に悩む方
に対する相談支援事業を充実強化。がんセンターに
おいては、ゲノム解析を重点プロジェクトに「がんに
ならない、がんになっても安心な愛知県」を目指す。

安心できる医療体制の構築 安全・安心なあいち

　家庭部門の温室効果ガスの排出削減に向
けて、住宅用地球温暖化対策設備の導入補助
制度により、太陽光発電施設やHEMS、住宅
の断熱性能等を高める設備等の一体的導入
を支援。次世代自動車については、本県独自
の助成制度と併せて「自動車税の課税免除制
度」を２年間延長し、普及促進を図る。その他
では「食品ロス削減推進計画」を策定など。

環境首都あいちの推進

　「東三河振興ビジョン」を本年１２月ま
でに策定。東三河の豊かな自然を活かし、
アウトドアスポーツを中心とした「東三
河スポーツツーリズム」を推進など。

東三河の振興

　「あいちビジョン2030」の実施計画を策定し、中京大都市
圏づくりを推進。行財政改革では、業務の効率化と行政サー
ビスの向上を図り、職員のテレワークを推進など。

地方分権、行財政改革の推進

　「女性の活躍促進」では、モノづくり企業における女
性管理職登用に向けた取組を促進。「就職氷河期世代
対策」では、「あいち就職氷河期世代活躍支援プラット
フォーム」により官民一体となった取組を推進すると
ともに、市町村が実施するひきこもり対策を支援。

誰もが活躍できる社会づくり

　「あいち国際戦略プラン」に基づき、海外産業情報セ
ンターや県内企業の現地での相談窓口であるサポー
トデスクにおいて、進出企業からの相談対応や相手国
政府への要請などを行う。

あいちのグローバル展開

　本県独自の「あいち型産地パワーアップ事業費
補助金」により、農業施設の整備を支援。農業用ド
ローンで農地を撮影し、農作物の生育を診断する
技術など、新たにスマート農業推進事業を実施。

農林水産業の振興

　小学1、2年と中学1年で実施している35
人学級を、新年度から県独自で新たに小学校
3 年にも拡充。ノーベル賞受賞者顕彰施設に
ついて、名古屋市との共同事業として名古屋
市科学館内に「あいち・なごやノーベル賞受
賞者記念室」を３月23日にオープン。

次世代をつくる
教育・人づくり

　子ども、子育て支援では、生活困窮世帯やひとり親家庭の子どもの学
習支援や子ども食堂の開設支援。高齢者・地域福祉対策では、「あいちオ
レンジタウン構想」など認知症対策として先進的・重点的な取組を実施。

安心と支え合いの福祉・社会づくり

　本県独自の補助制度により、水素ステーションの整
備促進を図り、燃料電池自動車（FCV）のさらなる普
及を促進。自立型ロボットの研究および教育の深化を
目的とした、アジア太平洋地域の学生を中心とするロ
ボットの競技大会「ロボカップアジアパシフィック
2021あいち」を11月25日（木）～29日（日）まで、
愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」で開催。

産業首都あいち2

提案説明する大村知事

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。

あいち・なごやノーベル賞受賞者記念室

３月23日オープン！

３月23日オープン！
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　スタジオジブリ作品の世界を再現する「ジブリ
パーク」の整備（2022年秋第一期開業）と、国際芸
術祭「あいち2022」の開催準備。本年11月に愛
知・岐阜で開催される「FIA 世界ラリー選手権ラ
リージャパン」の開催支援。2022 年の県政 150
周年のあゆみを紹介する PR事業の実施。

選ばれる魅力的な地域づくり

〈ワンポイント〉
食品ロス（まだ食べられるのにもかかわらず捨てられてしまう食品）は国内で
1 年間に 600 万トン以上の発生がある。愛知県にて家庭系食品ロス量を調
査したところ、生活系可燃ごみに含まれる食品ロスの割合は平均で16.2％。

　愛知県では、燃料電池自動車（FCV）の初期
需要の創出に不可欠となる水素ステーション
の整備を促進。この４月２日には、一宮市城崎
通 7-１に一宮市初！県内では３１か所目の
水素ステーション「イワタニ水素ステーショ
ン愛知一宮」がオープンした。毎日9時～ 17時まで（木曜日
定休）の営業で、当面は保安員が常駐する。これまで、一宮市
近郊の FCV ユーザーからは最寄りにステーションがなく不
便だとの声が上がっていたが、これで FCVの普及に前進。

　中核市になると、新型コロナウイルス
感染症を含む保健衛生や福祉、環境保
全、都市計画など2,830の業務が県か
ら一宮市へと移譲され、自主性と自立性
が強化される。そのうちの約 1,500 が
保健・衛生に関する業務で、これまでは
保健所は県の管轄だったのが、これから
は「一宮市保健所」として一宮市が独立
運営していくこととなった。

　今、全国的に撤去の方向で進められているのが「赤・黄を
常時点滅させる一灯式信号機」＝通称”点滅信号機”（ 黄色が
「注意して進め」、赤色が「一時停止」）。道路幅が狭く信号機が
設置できない生活道路などの交差点に設置されているが、交通事
故防止の費用対効果から地元の同意が得られれば撤去される動きとなり、愛知
県一宮警察署管内でも現在42基ある一灯式信号機から、令和３年度には３か
所の撤去が決まった。撤去後はわかりやすい標識やカラー舗装などで安全対策
を講じていく。

　東海北陸自動車道へのアクセス強化
と共に、県道岐阜稲沢線の渋滞緩和を
図ることを目的に愛知県と中日本高速
道路と共同で整備を進めてきた。地域
活性化はもちろんのこと、災害時の広
域的な避難・救助活動や物資輸送を支
援する第一次緊急輸送道路としても位
置付けられる。

○問い合わせ／
イワタニ水素ステーション愛知一宮　080-8508-8716

冨塚字長田11

愛知県一宮警察署が建替え決定！
供用開始は令和8年度

< 令和３年度に廃止される一宮市内の「一灯式信号機」> 

開明東屋敷５緑1-10-15

　ゼロメートル地帯における広域的な防災活動拠点の整
備。「防災ボランティア活動基金」を設置して、県内外で災害
時に活動するボランティアを支援。交通安全対策では、「自
転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定し、若
年層や高齢者に対するヘルメットの購入補助制度を創設。

愛知県一宮警察署が建替え決定！
供用開始は令和 8年度

3月 28日、東海北陸自動車道
「一宮稲沢北インターチェンジ」開通！

一宮市初の水素ステーションが
４月２日オープン！

一宮市は 4月 1日に、
県内で 4番目の「中核市」へ！

一宮市内で 3か所の
「一灯式信号（点滅信号）機」が廃止。

NewsNews地元一宮市のの地元一宮市


