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義

2018 年

ゲートボール始球式で見事に「第1ゲート通過」

少年野球開会式に来賓として参加

年2回開催される「県政報告会」で県政課題を説明

総合防災訓練で宮前区のマスコット、メローと

県立平塚盲学校でブラインドサッカーを体験

卓球療法を取入れるデイサービス施設を視察

ホームページでも

飯田 満
スマホ完全対応で
4 月リニューアル！

飯田満

検索 www.iidaman.net

飯田みつる
www.facebook.com/iidaman.net

IIDAMAN0509

4 月から新たに加わります。ぜひフォローを！
https://www.youtube.com/channel
/UCClZJTB8k7orz2-sQ4oGQpA
4月から新たに加わります。ぜひチャンネル登録を！

人生の足跡
Profile

昭和46年5月9日 川崎市生まれ
□横浜市立瀬谷中学校
□東海大山形高校
□プリンスホテル
□衆議院議員 中田宏秘書
□横浜市長 中田宏秘書
□川崎市議会議員（2期8年）
□現在 神奈川県議会議員
□妻と子供3人の5人家族

みつる

日々の活動を紹介しております。
詳しくは

vol.1

黒岩知事に平成30年度予算要望書を提出

地元子ども文化センターで餅つき大会に参加

飯田満の県政情報満載

新庁舎 6 階 045-210-1111

神奈川県議会報告

正義

正

横浜市中区日本大通り

飯田 満

神奈川県議会議員

・予算委員会理事
・議会運営委員会委員
など歴任

2018年度 一般会計当初予算が成立

県民・スポーツ常任委員会 議論の焦点

神奈川県の平成30年度当初予算案が可決、成立。一般会計は政令市への税源移譲を踏まえ前年度当初と比べ5.5％
減の１兆8329億円となったものの、教員人件費の1353億円を除くと1.4％増となった。
ただ、実質的には２年連続のマイ
ナスで、地方税収入の減収分を減税収入補填債で補ったことや、あらゆる事務事業の見直しなどで帳尻を合わせる厳し
い予算編成となった。

平成30年の当初予算における歳入は、経済の持ち直し兆
しから法人県民税・法人事業税の法人二税が前年当初比

国際支出金
1137(6.2)

基準が人口統計を反映させた配分となったことで10.5％増。

で7.6％上向いたことや国の税制改正に伴い消費税の清算
歳入総額
1兆8328
億円

また、政令市の小中学校教員の県費負担教職員のネジレ
解消措置として教員人件費移管をおこなった影響で、623

県税
1兆1808
(64.4)

地方譲与税
1297(7.1)

その他政策的経費
1702(9.3)

億円の減となったものの実質収入は400億円の増収が見込

( 億円）
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11,690 14,017 16,054

臨時財政対策債

お81.7％と予算全体の高い割合を占めています。

35,677 35,273 34,619

22,085 21,090
20,042

5,000
21

一方で、政策的経費は3.6％増の3347億円で、子ども子育
て支援や2019年ラグビーワールドカップ、2020年東京オリ
ンピック・パラリンピック競技大会への開催準備及び、中小
企業支援に予算配分がおこなわれています。そして、厳しい
財政状況下でも、私立高校授業料の「実質無償化」を、国に

17,601 18,155

先駆けて実施するもので、年収590万円未満の世帯を対象

18,477 18,665 18,797
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18,837 17,855
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4000人。しかし、県内の私立高校に通う生徒が対象で、県

17,199 16,607 15,821
28

29

30

外の私立高校に通う世帯は、平成30年度予算でも補助事
( 年度）

一

私たちは、あたたかい心をもって、
すべての人のいのちを大切にします。

一

私たちは、誰もがその人らしく
暮らすことのできる
地域社会を実現します

平成28年10月14日 神奈川県

1985年東京都生まれ。５歳から書を書き始め、20歳で初個展。その後、鎌倉・建長寺、
京都・建仁寺で毎年個展を開催するほか、奈良・東大寺など数多くの寺社で揮毫（き
ごう）および書の奉納を行う。ＮＨＫ大河ドラマ「平清盛」のタイトル題字も手がけ
るなど多方面で活躍。日本福祉大学客員准教授。

にどう向き合って行くのか。
スポーツ局

日々の生活の中にスポーツを

定着させる事を考えている。
またスポーツ人

所管する総務局と検討していきたいと考えて

いる。

口の減少に関しては、課題意識を持って取り
組んで参りたいと思います。

議会で「スポーツ競技と施設は一体

飯田

だ」
と何度も議論してきた。知事も
「原則として

それぞれのスポーツ施設が果

たすべき本来の目的に十分配慮しつつ、
ス

ポーツ振興の観点から、
どのスポーツ施設を

スポーツ局が所管することが効果的であるか
飯田 スポーツ競技と施設の組織の一元化

への方向性は。

スポーツ局
都市公園施設として管理される保土ヶ谷球場

一

私たちは、障がい者の社会への
参加を妨げるあらゆる壁、
いかなる偏見や差別も排除します

一

私たちは、この憲章の実現に向けて、
県民総ぐるみで取り組みます

スポーツ局がどのような形で

施設の管理をおこなっていくのか、県全体と

昨年も予算委員会でスポーツ施設を論戦

県有施設保管のPCB廃棄物非含有調査結果
神奈川県の県有施設に保管されている

飯田 ＰＣＢの非含有調査を実施する前、県

安定器などのＰＣＢ廃棄物は５万7600台、 民局所管施設で保有するＰＣＢ廃棄物の処
その処理費用は約70億円と黒岩知事が答
弁。
安定器によってはPCBが非含有の物も
あり、飯田県議の提案で調査を実施する事
になった。県民局所管施設におけるその削
減効果を議論した。

理費用の概算見積額は。
県民局

県民局合計で見込んでいた処理

費用については、仕分け調査実施前の年度
初めに約3億２０００万円と見込んでいた。

飯田 ＰＣＢの非含有調査を実施した結果、

どのくらいの削減効果が現れたのか。
県民局

業対象外となった。

題字「ともに生きる」
ダウン症の女流書家 金澤翔子

き、都市公園を所管する県土整備局、組織を

スポーツ局

削減効果は約１億円となり、処理費

用は約2億2000万円となった。
飯田

この悲しみを力に、
ともに生きる社会を実現します

ともに生きる社会かながわ憲章

その一方で、県民スポーツや団体の課題等

会の神奈川県開催への取組みは理解する。 も慎重に検討しているところであり、引き続

と述べている。
その後の検討状況は。

費とされる義務的経費が1.6ポイント下がったものの、今な

その他の県債

しての効率的な施設管理の在り方について

スポーツ局へ移管する方向で検討を進める」

医療・児童関係費、借金返済に充てる公債費などの必要経
介護・医療・
児童関係費
3622(19.8)

飯田 スポーツ局として、国際大会や全国大

を現在、検討している。

に補助拡大を実施する予定で、新たな補助対象者は約１万
22,980

討状況を議論した。

歳出では、県一般職員や警察職員などの人件費、介護・

20,000
15,000

集約すべき」
と述べているが、その後の検

【歳出】

義務的経費
1兆4981
(81.7)

県債年度末残高の推移グラフ

9,542

ている。知事は「基本的にはスポーツ局に

減となりました。そのことから、県民１人あたりの借金は37

※単位は億円。( ) 内は %。億円未満は切り捨てのため、合計額と総額は一致しない

7,194

るべきところ、それぞれの所管局に異なっ

度末の借金残高は３兆4619億円となる見込で、４年連続の

人件費
5164(28.2)

公債費
2900(15.8)

25,000

しかし、スポーツ競技と施設は一体であ

県の借金である県債は、0.7％減の1872億円。平成30年

歳出総額
1兆8328
億円

税交付金等
2603(14.2)

32,523

開催準備に取組んでいる。

万7805円となります。

その他
義務的経費
690(3.8)

31,258

2019年ラグビーW杯、2020年東京五輪

まれることとなりました。

政策的経費
3347(18.3)

投資的経費
1645(9.0)

30,000

川県庁に設置され、県民の生涯スポーツや

県債
1872(10.2)

地方交付税
910(5.0)

35,000

平成28年４月から「スポーツ局」が神奈

【歳入】

繰入金 657(3.6)
その他 644(3.5)

スポーツ競技と施設の一元化

黒岩知事は、本会議の答弁で県施設

全体で約18億円もの削減効果があったと答

弁し、
「 調査の費用対効果は大変大きかっ

た」
と述べている。県民局としての所見は。
県民局

今年度、県民局で仕分け調査に要

した委託費用は約３００万円。
そしてこの調査
を行った結果、PCB廃棄物として処理する量

が減り、概算処理費用が先ほど申し上げた１
億円の削減を県が見込んでいることから削

減効果としては、大変大きなものであったと
1kgあたりの処理費は約3万円。安定器は約2.5kg

受け止めている。

子ども自立生活支援センターで保管する PCBを調査

