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平成３１年度当初予算重点要望 

 

                     平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ３ 日 

                     自民党西三河県議団 
 

 平成３１年度当初予算編成に当たり、自民党西三河県議団は、特に重要な

下記事項について、格別の配慮をされるよう強く要望する。 
 

記 
 

１ 近年の地震災害及び台風・豪雨災害を踏まえた防災対策の強化 

 （特に、海岸部における津波対策、県管理河川の豪雨対策、土砂災害対策、

停電防止等インフラを守る倒木対策） 
 

２ 地域医療を担う公的病院の運営に対する支援並びに医師・看護師確保対

策（特に、がんセンター愛知病院の岡崎市への経営移管に伴う人的及び財

政的支援） 
 

３ 高規格幹線道路及び主要幹線道路網の整備促進並びに道路整備に関する

財源の確保(国道23号名豊道路、名浜道路、名古屋三河道路、名古屋岡崎

線等) 
 

４ 農林水産業の経営基盤強化に対する支援並びに農地・森林等が有する多

面的機能の維持を図る施策の推進（土地改良事業、あいち森と緑づくり事

業及び森林環境譲与税（仮称）を活用した事業等） 
 

５ 市町村合併後の旧町村域に居住する住民に対する行政サービスの維持、

並びに鉄道・バス路線等、生活に不可欠な機能維持に対する支援 
 

６ 私学助成制度の拡充による公私格差是正 
 

７ 衣浦港、衣浦ポートアイランド及びそのアクセス道路（国道419号、国

道247号、衣浦大橋・（都）衣浦岡崎線等）の整備 
 

８ 矢作川・境川流域下水道及び公共下水道の整備促進並びに油ヶ淵等閉鎖

性水域における水質浄化対策 
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９ 豊田・岡崎地区研究開発施設用地造成事業の促進及びそのアクセス道路

（国道301号、国道473号等）の整備 
 

10 住民ニーズ及び地元市町村の意向を十分に踏まえた行財政改革の推進  
 

11 小中学校の空調設備設置に対する支援 
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平成３１年度当初予算要望 

 

                      平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ３ 日 

                      自民党西三河県議団 
 

 平成３１年度当初予算編成に当たり、自民党西三河県議団は、下記の事項

について、特段の配慮をされるよう要望する。 

記 

【総務部関係】 

＊各種県費補助事業の継続による事業の確実な実施・市町村財政の健全化

〔岡崎市、安城市〕 

＊若者への選挙啓発の推進〔安城市〕 

＊平成23年４月に合併した新・西尾市に対する継続的な支援〔西尾市〕 
 

【振興部関係】 

 ＊愛知環状鉄道の高速化に必要な複線化促進（岡崎駅まで）及びＪＲ名古

屋駅・豊橋駅への乗り入れの検討〔岡崎市〕 

 ＊愛知環状鉄道の移動等円滑化の促進に関する基本方針に基づくバリアフ

リー化の促進〔岡崎市〕 

＊生活交通路線維持費補助金、路線維持合理化促進補助金及び過疎バス路

線維持費補助金の確保・拡充〔岡崎市〕 

 ＊名鉄三河線の複線化やバス運行の充実の推進への支援〔豊田市、碧南市、

高浜市〕 

 ＊三河安城駅への新幹線ひかり号及び在来線快速電車の停車〔安城市〕 

 ＊名鉄西尾・蒲郡線利用促進事業への支援〔西尾市〕 

 ＊オリンピック事前合宿誘致やビーチスポーツ大会誘致等のスポーツ振興

事業への支援〔碧南市、岡崎市〕 

 ＊鉄道駅のバリアフリー化実施に係る補助制度の創設〔刈谷市〕 

 ＊第20回アジア競技大会に向けた施設整備の支援〔西尾市〕 
 

【県民文化部関係】 

＊私立高等学校等の県の授業料軽減補助制度の拡充〔岡崎市、西尾市〕 

 ＊文化活動事業に対する助成の充実〔岡崎市〕 
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【防災局関係】 

 ＊地震防災対策の制度充実と財政支援〔岡崎市、西尾市、幸田町〕 

＊消防施設整備に関する補助金の拡充（消防自動車・高規格救急車の更新整備及び

消防救急無線保守等への支援）〔岡崎市、刈谷市、安城市、西尾市、幸田町〕 

＊消防団員確保施策の強化拡充（法人事業税の減税、入札において積極的

に評価する施策の推進）〔碧南市〕 

＊災害時の必需物資備蓄数量の増量及び保管場所の高等学校等への拡大〔安城市〕 

＊消防団員へ配備する装備品への財政支援〔西尾市、幸田町〕 

＊防災ヘリポートの早期開設〔西尾市〕 

＊消防団員準中型自動車運転免許取得費補助制度の創設〔刈谷市〕 

 

【環境部関係】 

 ＊合併処理浄化槽の設置に係る補助金の堅持及び拡充〔岡崎市、碧南市、

刈谷市、安城市、西尾市〕 

＊住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助制度の継続及び拡充〔岡崎市、

碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、幸田町〕 

 ＊有害鳥獣捕獲猟期の延長〔豊田市〕 

 ＊ツキノワグマ捕獲の解禁〔豊田市〕 

 ＊有害獣（イノシシ・シカ・サル等）の個体数調査〔豊田市〕 

 ＊環境関連補助制度の拡充〔安城市〕 

 ＊一色地区産廃跡地問題解決への取組〔西尾市〕 

 ＊産業廃棄物処理場の確保（衣浦ポートアイランド第２期）〔碧南市〕 
 

【健康福祉部・病院事業庁関係】 

・児童福祉・子育て支援 

＊第三子保育料無料化等事業費補助金の継続・拡充〔刈谷市、幸田町〕 

＊放課後児童クラブ事業補助制度の拡充〔安城市、幸田町〕 

＊愛知こどもの国の活性化対策の維持拡大〔西尾市〕 

＊公立保育園施設整備の補助制度の創設〔幸田町〕 
 

・障害児者福祉 

＊愛知県三河青い鳥医療療育センターにおける短期入所事業の充実及び児

童発達支援センターでの弾力的な単独通所の受入〔岡崎市〕 

＊重症心身障害周辺児への発達支援〔岡崎市〕 

＊地域生活支援拠点等の整備に対する支援〔安城市〕 

＊社会福祉施設等施設整備補助制度の拡充〔刈谷市、安城市〕 
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＊障害者通所施設の利用者への歯科健診に係る補助制度の拡充〔刈谷市、

安城市〕 
 

・地域医療 

＊民間病院における看護師確保対策の推進〔岡崎市〕 

＊がんセンター愛知病院の岡崎市への経営移管に伴う政策医療の運営に対する支援

〔岡崎市〕 

＊西尾市民病院の医師不足対策の推進〔西尾市〕 

＊地域医療を担う公的病院の医師・看護師等確保対策の推進〔岡崎市〕 

 

・国民健康保険 

＊国民健康保険税における低所得者対策の拡充・強化〔安城市〕 

＊国民健康保険事業に対する財政支援（国庫負担の増額等）〔幸田町〕 
 

・その他 

＊高齢者介護、保育所整備など市町村が行う福祉事業に対する財政支援〔岡崎市〕 

＊生活基盤施設耐震化等補助金（救急病院、広域避難所等への給水ルート

の配水管の耐震化）の確保〔岡崎市、幸田町〕 
  

【産業労働部・企業庁関係】 

＊地域商店街活性化支援対策の充実強化〔岡崎市、安城市〕 

＊産業空洞化対策減税基金による補助制度を恒久的な措置として継続・拡

充〔岡崎市〕 

＊工業用地創出への関与・協力〔刈谷市、西尾市〕 

＊げんき商店街推進事業の継続〔刈谷市、西尾市、高浜市〕 

＊企業の設備投資に対する補助制度の継続と拡充〔刈谷市、西尾市〕 

＊融資制度の充実強化（サポート資金（経済対策特別）の延長）〔安城市、

西尾市、幸田町〕 

＊ニートへの支援の充実強化〔安城市〕 

＊東日本大震災の復興住宅への三州瓦の利用促進〔高浜市〕 

＊三州瓦の販路拡大への強力支援〔高浜市〕 

＊地域資源を活用した産業振興による活性化〔高浜市、幸田町〕 

＊産業空洞化対策の推進〔高浜市〕 

＊国道23号バイパス沿線への県企業庁による工業団地の開発促進〔安城市、

幸田町〕 

＊刈谷依佐美地区工業団地用地の早期整備と拡張の協力〔刈谷市〕 

＊幡豆地域の企業庁用地の利用促進〔西尾市〕 
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【農林水産部関係】 

＊鳥獣（イノシシ、サル、シカ等）による農作物被害対策への支援 

＊国営総合農地防災事業の推進 

   矢作川総合第二期地区〔岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、

西尾市、高浜市〕 

＊県営土地改良事業の推進 

  （かんがい排水事業） 

中井筋地区、中井筋依佐美地区〔刈谷市、安城市、高浜市〕 

明治用水西井筋地区〔豊田市、刈谷市、安城市〕 

  （水環境整備事業） 

中井筋２期地区〔碧南市、刈谷市、安城市、高浜市〕 

古川地区〔西尾市〕 

（水質保全対策事業） 

矢作西部地区、矢作東部地区、逢妻地区〔豊田市〕 

将監２期地区、高落２期地区、高落３期地区、高落４期地区〔西尾市〕 

  （経営体育成基盤整備事業）  

東牧内地区、渡下地区〔岡崎市〕 

島坂地区、矢作中部地区〔岡崎市、安城市〕 

碧南地区〔碧南市〕 

今川今岡地区、西境地区〔刈谷市〕 

中田地区〔豊田市〕 

西幡地区、荒井地区、中根新田地区〔西尾市〕 

（農地環境整備事業） 

御作西川地区、つくば地区、下山地区〔豊田市〕 

 （農業水利施設保全対策事業） 

   枝下用水３期地区〔豊田市〕 

矢田地区〔西尾市〕 

  大草地区〔幸田町〕 

（矢作川利水総合管理費） 

矢作北部、矢作南部、羽布ダム 

〔豊田市、岡崎市、安城市、碧南市、西尾市、幸田町〕 

  （農村総合対策事業） 

    荒井用水地区〔安城市〕 

    菱池開墾地区〔幸田町〕 
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＊県単独土地改良事業の推進〔岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、

西尾市、高浜市、幸田町〕 

＊県営農地防災事業の推進 

（たん水防除事業） 

前新田２期地区〔刈谷市〕 

上郷２期地区〔豊田市〕 

北浜南部２期地区、大岡地区、荻原地区、前野地区、 

高島地区、中根地区、室場南部地区、高河原地区、生田第２地区、

平坂地区〔西尾市〕 

菱池地区、鷲田地区、新田地区〔幸田町〕 

  （老朽ため池等整備事業） 

    西中山地区、大堤池地区、本地新池地区〔豊田市〕 

  （用排水施設整備事業） 

    伊保川地区〔豊田市〕 

（防災ダム事業） 

    岩ヶ池地区〔刈谷市〕 

    大谷池地区、小土記池地区〔岡崎市〕 

    東保見大池・新池地区、伊保新池・蓮池地区、八木池上池・下池地区、 

飯野新池地区〔豊田市〕 

    小草池地区、桑畑池地区、山口上池地区、上の池・下の池地区 

〔西尾市〕 

    柿田池地区、石塚池地区、宝谷池地区、会下池地区、 

稲基池・古堤池地区〔幸田町〕 

  （特定農業用管水路特別対策事業） 

    豊田みよし地区〔豊田市〕 

（震災対策農業水利施設整備事業） 

    枝下用水地区〔豊田市〕 

    北浜古川地区、白浜地区、饗庭地区〔西尾市〕 

  （排水施設保全対策事業） 

    吉田新田地区、小山田地区、東実録第１地区、治明地区、堀割地区 

〔西尾市〕 

    安城鹿乗川地区〔安城市、岡崎市、豊田市〕 

（土地改良施設耐震対策事業）    

西三河８期地区〔岡崎市、碧南市、豊田市、安城市、刈谷市、高浜市、幸田町〕 

    豊田加茂８期地区〔豊田市〕 

    幡豆８期地区、彦田池地区、桑畑東池地区〔西尾市〕 
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  （排水施設保全対策事業） 

    安城鹿乗川地区排水機場の地元負担の軽減〔安城市〕 

＊排水機維持管理事業〔岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市､ 

 高浜市、幸田町〕 

＊緊急農地防災事業の推進 

コウズゾレ池地区、鎌切池地区、上ヶ根池２号地区、枝下用水地区

〔豊田市〕 

高棚地区、安城鹿乗川地区〔安城市〕 

笹曽根大塚地区、西小梛地区〔西尾市〕 

＊海岸堤防の耐震整備等 

碧南２期地区（海岸整備）、西三河地区（緊急海岸）〔碧南市〕 

奥田地区、生田地区、一色・藤江地区、高島地区（海岸整備）、 

幡豆地区（緊急海岸）〔西尾市〕 

＊団体営事業の促進 

（基盤整備促進事業） 

榎前地区〔安城市〕 

（農業集落排水事業） 

  小美・生平地区〔岡崎市〕 

（緊急農地防災事業） 

西三田ヶ入池地区〔岡崎市〕 

上和会地区、大成地区〔豊田市〕 

鮫川地区〔安城市〕 

  （調査設計事業） 

    梁野・河合北部地区〔岡崎市〕 

    西尾３期地区〔西尾市〕 

    幸田地区〔幸田町〕 

＊多面的機能支払交付金に係る助成と指導支援〔岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、

安城市、西尾市、高浜市、幸田町〕 

＊漁業経営の安定化〔碧南市〕 

＊水資源機構による愛知用水三好支線水路緊急対策事業の推進〔刈谷市、豊田市〕 

＊あいち森と緑づくり税がより現場で活かされるような事業の推進〔豊田市〕 

＊中山間地における農地法の緩和〔豊田市〕 

＊担い手の確保・育成・指導等の支援〔安城市、幸田町〕 

＊農業と地域住民等との交流事業に対する支援〔安城市〕 

＊食育推進に対する支援〔安城市〕 

＊環境保全型農業推進のための支援〔安城市〕 



 - 9 - 

＊耕畜連携による飼料用稲の栽培の拡大対策〔西尾市〕 

＊あさりの不漁対策の推進〔西尾市〕 

＊地域特産物の奨励支援〔幸田町〕 

＊耕作放棄地再生促進と担い手への農地貸付支援〔幸田町〕 

＊学校・保育園等における県内産農作物利用促進（補助金制度の創設）

〔幸田町〕 

＊倒木による停電の防止等、インフラを守る対策〔岡崎市〕 
 

【建設部関係】 

・道路（国道） 

＊国道１号・国道248号八帖交差点の渋滞対策〔岡崎市〕 

＊国道473号の整備促進（蒲郡市～国道１号、夏山町、桜形町）〔岡崎市〕 

＊国道301号の整備促進（野見山、外環状線から松平橋まで等の拡幅、切山町地内

等）〔岡崎市、豊田市〕 

＊衣浦豊田道路の整備促進（４車線化、有料料金無料化）〔碧南市、高浜市〕  

＊国道155号豊田南バイパス及び国道153号豊田北バイパスの整備促進〔豊田市〕 

＊国道153号伊勢神トンネルと雨量規制区間の整備〔豊田市〕 

＊国道419号の整備促進（上原町～西中山町）〔豊田市〕 

＊国道420号バイパスの早期着工〔豊田市〕 

＊国道23号名豊道路（岡崎バイパス）の４車線化事業と蒲郡バイパスの早

期整備の促進〔西尾市、幸田町〕 

＊国道23号名豊道路（蒲郡バイパス）の早期整備の促進〔安城市〕 

＊国道23号バイパスの渋滞解消と高河原町交差点の渋滞解消に向けた衣浦

岡崎線の４車線化〔西尾市〕 

＊国道247号の衣浦大橋トラス橋架け替え工事の早期実施〔碧南市、高浜市〕 
 

・道路（地方道その他） 

＊主要地方道の整備促進 

岡崎足助線、岡崎設楽線、岡崎環状線（ＪＲ立体交差・光ヶ丘交差点    

の渋滞解消）〔岡崎市〕 

岡崎碧南線〔碧南市〕 

力石名古屋線（猿投グリーンロード延伸調査費の予算化）〔豊田市〕 

力石名古屋線（猿投グリーンロード）力石―中山区間（２車線区間）

の無料化〔豊田市〕 

豊田安城線（（都）安城高浜線）、名古屋岡崎線、安城碧南線、 

西尾知多線（歩道設置）〔安城市〕 
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豊田一色線、西尾幸田線〔西尾市〕 

＊一般県道の整備促進 

路 線 名 要望市町村 

須美福岡線、生平幸田線 岡崎市、幸田町 

南大須鴨田線、東大見岡崎線、長沢東蔵前線、 

蘭鍛埜線、一色小久田線、岡崎幸田線 

岡崎市 

小垣江安城線 刈谷市、安城市 

泉田共和線 刈谷市 

宮上知立線、足助下山線、坂上田振線 豊田市 

道場山安城線（歩道設置）、幸田石井線（歩道設置の

早期事業化） 

安城市 

幸田幡豆線、西尾新川港線、宮迫今川線、 

西尾幡豆線 

西尾市 

芦谷蒲郡線、岡崎幸田線、三ヶ根停車場拾石線、

蒲郡碧南線、美合幸田線 

幸田町 

＊生平幸田線（舞木町地内）国道１号との交差点改良、通学路の安全確保

〔岡崎市〕 

＊衣浦大橋の慢性的渋滞対策としての衣浦トンネル通行料の低額化 

〔碧南市、高浜市〕 

＊西三河南北縦貫道の整備促進（県道西尾新川港線上塚橋西交差点、堤防

リフレッシュ道路事業、堤防未改修部分）〔碧南市〕 

＊衣浦大橋渋滞緩和の左折専用道路工事の整備促進〔高浜市〕 

＊国・県道の維持管理（草刈、舗装修繕等）〔幸田町〕 

＊一般県道宮上知立線バイパスの早期整備と未整備区間の早期事業化〔刈

谷市〕 

＊名浜道路の早期事業化〔碧南市、西尾市、幸田町〕 

＊名古屋三河道路の実現に向けた調査の推進と計画の具体化〔岡崎市、刈

谷市、安城市〕 
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・都市計画及び街路 

＊都市計画道路の整備促進 

路 線 名 要望市町村 

名古屋岡崎線 岡崎市、刈谷市、

豊田市 

本郷知立線 安城市 

衣浦岡崎線（４車線化） 岡崎市、西尾市 

岡崎刈谷線（拡幅計画） 岡崎市 

福岡線、美合線 岡崎市 

吉浜棚尾線 高浜市 

名古屋碧南線（橋りょう架け替等） 刈谷市、高浜市 

豊田刈谷線、逢見線 刈谷市 

碧南停車場線の事業着手 碧南市 

豊田則定線（高橋橋りょうの改築促進）、高橋細

谷線 

豊田市 

安城碧南線（安城南明治第一土地区画整理事業地

区内） 

安城市 

安城蒲郡線、桜井和泉線（安城桜井駅周辺特定土

地区画整理事業地区内） 

安城市 

岡崎一色線、西尾幡豆（上横須賀橋）線、安城一

色線 

西尾市 

＊区画整理事業の支援 

岡崎駅東、岡崎駅南、針崎若松〔岡崎市〕 

寺部、土橋、花園〔豊田市〕 

安城南明治第一、安城桜井駅周辺〔安城市〕 

幸田駅前〔幸田町〕 

＊その他都市整備事業の支援 

乙川リバーフロント地区整備推進事業〔岡崎市〕 

東岡崎駅周辺地区整備推進事業〔岡崎市〕 

主要地方道知立東浦線及び一般県道半城土広小路線の無電柱化事業〔刈谷市〕 

刈谷市中心市街地地区都市再生整備計画事業〔刈谷市〕 
 

・河川・砂防 

＊県管理河川の改修促進等 

  （矢作川流域） 

広田川の改修促進〔岡崎市、西尾市、幸田町〕 

鹿乗川の改修促進〔岡崎市、安城市〕 
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乙川、伊賀川、砂川の改修促進〔岡崎市〕 

安永川の改修促進〔豊田市〕 

須美川の改修促進〔西尾市、幸田町〕 

矢作古川の堤防の耐震化対策〔西尾市〕 

相見川、拾石川、柳川、尾浜川の改修促進、菱池遊水地の整備促進

〔幸田町〕 

（境川・猿渡川流域） 

境川、猿渡川、逢妻川（逢妻男川、逢妻女川）の改修促進〔刈谷市、

豊田市〕 

逢妻川洪水調整池等の整備促進〔刈谷市〕 

境川上流域の雨量観測点の新設〔刈谷市〕 

 （その他） 

水門、樋門等の改修（自動化や遠隔操作化）〔碧南市、刈谷市〕 

油ヶ淵改修事業の推進（長田川改修、油ヶ淵河川環境整備、 

高浜川高潮ポンプ場（仮称）新設、水門の耐震化・自動化・遠隔操

作化）〔碧南市、高浜市、安城市〕 

水干川排水機場、発杭川排水機場の自動起動化〔刈谷市〕 

水門の耐震化（前川左岸樋門、発杭川樋門、下り松川水門、前川水

門）〔刈谷市〕 

発杭川、江添川の改修促進〔刈谷市〕 

高浜川水系の河川浄化及び改修促進〔安城市〕 

北浜川、二の沢川の改修促進〔西尾市〕 

北浜川、矢崎川の堤防の耐震化〔西尾市〕 

水門の改修〔西尾市〕 

稗田川の改修促進〔高浜市〕 

前川水系の治水安全性の向上〔刈谷市〕 

危機管理型水位計の整備促進〔刈谷市〕 

＊砂防河川改修事業の促進 

恵田川、毛呂川、梅津川、大桑川、宮前川〔岡崎市〕 

大沢川〔幸田町〕 

＊土石流対策工事の推進 

男川第７支川、山綱川第６支川、竜泉寺川第１支川・第６支川〔岡崎

市〕、深篠谷〔西尾市〕、大坪２の沢〔幸田町〕 

＊急傾斜地崩壊対策事業の推進 

開津田―２、小デノ沢、岩田、中柴―１、天神〔岡崎市〕 

舟山―２地区〔幸田町〕 
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＊二級河川堤防の耐震化〔刈谷市〕 

＊鹿乗川と西鹿乗川河川予定地の維持管理〔安城市〕 

＊県管理河川の維持管理（堆積土砂の浚渫、樹木伐採、草刈、護岸修繕）〔岡崎市、

西尾市、幸田町〕 
 

・港湾・海岸 

＊重点港湾の指定を受けた衣浦港の整備促進（ポートアイランド供用に向け

ての事業推進、地震・津波・高潮対策、緑地及び親水空間等の整備、港湾施設の

維持管理、第２期計画の早期着工）〔碧南市、高浜市〕 

＊海岸保全施設の耐震化及び水門、陸閘門の耐震化・自動化・遠隔操作化〔碧南市〕 

＊臨港道路の機能強化〔碧南市〕 

＊碧南緑地の老朽化対策のための施設改修〔碧南市〕 

＊漁港施設の耐震化対策と老朽化施設の改修整備〔碧南市〕 

＊西尾海岸・一色海岸・一色漁港海岸の耐震対策及び高潮対策事業の促進

〔西尾市〕 

＊東幡豆港港湾整備事業の推進〔西尾市〕 

＊一色漁港・西幡豆漁港の水産基盤整備事業の推進〔西尾市〕 

＊港湾環境整備事業「高浜緑地」の工事着工と早期完成〔高浜市〕 

＊市街地沿岸部の内水氾濫対策として防潮扉の整備点検及び強制排水施設

の整備〔高浜市〕 

＊新川～浜寺地区公有水面の環境整備（浚渫）〔碧南市〕 
 

・その他 

＊中心市街地・県道沿いの街路樹及びガードレールの整備〔岡崎市〕 

＊乙川河川敷及び伊賀川河川敷の桜並木の保全〔岡崎市〕 

＊矢作川流域下水道の整備促進（浄化センター増設・更新及び流域関連下

水道事業への補助）〔岡崎市〕 

＊県営油ヶ淵水辺公園の整備促進〔碧南市、安城市、高浜市〕 

＊（仮称）刈谷スマートインターチェンジの早期整備への支援〔刈谷市〕 

＊優良建築物等整備事業における県費補助金の確保〔刈谷市〕 

＊宅地耐震化推進事業の充実〔刈谷市〕 

＊愛知県地域住宅計画に基づく事業（空き家対策推進事業）の充実〔刈谷市〕 

＊社会資本整備総合交付金の充実・強化〔刈谷市、高浜市〕 

＊あいち森と緑づくり税がより現場で活かされるような事業の推進〔豊田市〕 

＊上郷スマートＩＣの早期整備への支援〔豊田市〕 

＊名鉄三河線の高架化〔碧南市、豊田市〕 
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＊公共下水道整備事業の推進〔安城市〕 

＊あいち森と緑づくり事業の支援〔安城市〕 

＊住宅の耐震化及び減災化の促進〔安城市〕 

＊市町村土木事業費補助金及び市町村下水道事業費補助金の確保〔岡崎市、

安城市、刈谷市、西尾市〕 

＊瓦シャモットのリサイクル材としての利用促進（あいくる材の認定）〔碧南市、高浜市〕 

＊透水性煉瓦を活用した、環境型歩道の建設促進〔碧南市、高浜市〕 

＊道の駅事業の推進〔高浜市〕 

＊公共施設等（油ヶ淵水辺公園等）への三州瓦及び瓦シャモットの利用推

進〔碧南市、高浜市〕 

＊ブロック塀等撤去費補助制度の創設 

 

【教育委員会関係】 

＊小学校３年生以上の少人数学級の実施・推進〔岡崎市、刈谷市、安城市〕 

＊正規新任教員の採用の拡大〔岡崎市、安城市〕 

＊刈谷市立特別支援学校の運営に係る支援（教職員配置の充実、構成市町

の運営費への積極的な財政支援など）〔刈谷市、高浜市〕 

＊スクールカウンセラーの増員〔刈谷市〕 

＊各小学校への英語教育コーディネーターとしての英語加配教員の配置

〔碧南市、刈谷市〕 

＊スクールソーシャルワーカー(社会福祉士)の配置〔刈谷市〕 

＊養護教諭の複数配置〔刈谷市、安城市〕 

＊部活動指導員配置事業費補助金の確保〔安城市〕 

＊学校司書の配置〔刈谷市〕 

＊県立特別支援学校（知的障害に関する部分）の増設〔刈谷市〕 

＊学校給食共同調理場の食物アレルギー対応のための栄養教諭等の配置〔刈谷市、安城市〕 

＊放課後子ども教室推進事業費補助金の確保（国１／３、県１／３の存続）

〔刈谷市〕 

＊県立豊田西高校の改修・整備〔豊田市〕 

＊県立知的障がい特別支援学校の過大化解消、教育環境の充実及び通学環

境改善〔豊田市〕 

＊県立特別支援学校の早期設置〔豊田市〕 

＊県立特別支援学校の建設促進〔西尾市〕 

＊県立岡崎盲学校へのスクールバスの配備〔岡崎市〕 

＊県立岡崎聾学校の聾学幼児教育相談員の充実〔岡崎市〕 
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＊小学校低学年における少人数学級（30人以下）の推進・拡大等〔安城市〕 

＊特別支援教育の担当教員・コーディネーター等の配置・拡充〔安城市〕 

＊教育指導体制の充実強化に対する支援〔安城市〕 

＊埋蔵文化財発掘等調査事業への県費補助による支援〔安城市〕 

＊国・県指定の文化財保存事業を実施する場合の県費補助分の復活・充実〔安城市〕 

＊学校施設の整備に対する国の負担金・交付金事業の負担割合の引上げ及

び拡充〔安城市〕 

 ＊小中学校の空調設備設置に対する国の交付金事業の負担割合の引上げ及

び拡充〔岡崎市、幸田町〕 

 ＊県立高等学校のエアコンの設置等に対する費用負担〔西尾市〕 

 

【警察本部関係】 

＊交番の新設及び地域安全対策の重点実施（上地学区、緑丘学区、細川学区）〔岡崎市〕 

＊交番の適正配置〔豊田市〕 

＊信号機等交通安全施設の整備促進〔安城市〕 

＊相見駅前の交番設置〔西尾市、幸田町〕 

＊幸田町大字坂崎字京ヶ峯地内（小学生通学路）へ押しボタン式信号機の設置 

〔幸田町〕 


