愛知県議会ニュース
―平成３０年２月定例議会―

主

要

経

過

平成 30 年２月定例愛知県議会は 2 月 20 日（火）に開会、35 日間の会期を経て３月 26 日（月）
に閉会しました。

○ 議 案 等
知事から、２月 20 日（火）に「平成 30 年度愛知県一般会計予算」、
「愛知県文化芸術振興条例の制
定について」など 87 件の議案が提出されたほか、３月５日（月）に「副知事の選任について」の２
件の議案が追加提出されました。
また、３月 22 日（木）に、委員会提出議案として「愛知県議会委員会条例の一部改正について」
の議案１件が提出されました。
なお、追加提出議案を除く知事提出議案については、２月 21 日（水）
、22 日（木）
、23 日（金）及
び 26 日（月）の４日間にわたり開催された議案説明会において、その概要が説明されました。
さらに、県民の方々から、３件の請願が提出され、２月 28 日（水）に受理されました。

○ 本会議審議
〔提案理由説明〕
知事から、２月 20 日（火）に最近の県政に関する諸課題についての説明が行われた後、提出
議案 87 件の提案理由説明が、３月５日（月）に追加提出議案２件の提案理由説明が、それぞれ
行われました。

〔代表質問・一般質問〕
２月 28 日（水）に代表質問、３月１日（木）、２日（金）及び５日（月）に一般質問、３月７日
（水）、８日（木）及び９日（金）に議案質疑が行われ、活発な論議が交わされました。

○ 委員会審査
２月 20 日（火）及び３月５日（月）に提出された知事提出議案 89 件は、本会議で審議された
後、更に慎重に審査するため、それぞれ所管の常任委員会に、あわせて２月 28 日（水）に受理
された請願３件も関係する常任委員会に付託されました。
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このうち、早く議決を要する「平成 29 年度愛知県一般会計補正予算（第７号）」など 25 件の議案
については、３月 12 日（月）に開催された各常任委員会において審査されました。また、その他の
議案及び請願は、３月 14 日（水）、15 日（木）
、16 日（金）及び 19 日（月）に開催された各常任委
員会において審査されました。

○ 本会議における審議結果
知事提出議案のうち、
「平成 29 年度愛知県一般会計補正予算（第７号）
」など 25 件については、早
く議決を要する議案として３月 12 日（月）に採決が行われました。
その他の知事提出議案については、３月 26 日（月）に、まず「平成 30 年度愛知県一般会計予算」
など２件について、討論後、採決が行われ、続けて、それ以外の議案 62 件の採決が行われました。
また、委員会提出議案についても、３月 26 日（月）に提案理由説明後、採決が行われました。
さらに、３月 26 日（月）には、意見書案及び決議案について、提案理由説明後、採決が行われ
るとともに、請願についても採決が行われました。

〔議

案〕

以下の 90 件の議案が可決又は同意されました。
委員会提出議案
〈条例の一部改正〉

１件
１件

・愛知県議会委員会条例の一部改正について

知事提出議案
〈予算（平成 30 年度当初）〉

89 件
17 件

・平成 30 年度愛知県一般会計予算
・平成 30 年度愛知県公債管理特別会計予算

など各特別会計予算

12 件

・平成 30 年度愛知県県立病院事業会計予算

など各企業会計予算

４件

〈予算（平成 29 年度補正）〉

10 件

・平成 29 年度愛知県一般会計補正予算（第７号）
・平成 29 年度愛知県公債管理特別会計補正予算（第１号）

など各特別会計補正予算

５件

・平成 29 年度愛知県県立病院事業会計補正予算（第３号）

など各企業会計補正予算

４件
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〈条例の制定〉

４件

・愛知県文化芸術振興条例の制定について
・愛知県医療療育センター条例の制定について
・国民健康保険保険給付費等交付金の交付に関する条例の制定について
・愛知県国民健康保険運営協議会の委員の定数を定める条例の制定について
〈条例の一部改正〉

29 件

・愛知県部局設置条例の一部改正について
・愛知県手数料条例の一部改正について
・愛知県県税条例の一部改正について
・愛知県職員定数条例の一部改正について
・知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部改正について
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号
の利用に関する条例の一部改正について
・愛知県名古屋飛行場条例の一部改正について
・消費者行政活性化基金条例の一部改正について
・愛知県青少年保護育成条例の一部改正について
・愛知芸術文化センター条例の一部改正について
・愛知県公立大学法人評価委員会条例の一部改正について
・環境保全基金条例の一部改正について
・県民の生活環境の保全等に関する条例の一部改正について
・廃棄物の適正な処理の促進に関する条例の一部改正について
・愛知県産業廃棄物税条例の一部改正について
・愛知県事務処理特例条例の一部改正について
・指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正に
ついて
・愛知県心身障害者コロニー条例の一部改正について
・指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について
・後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部改正について
・国民健康保険財政安定化基金条例の一部改正について
・愛知県看護師養成施設条例の一部改正について
・旅館業法施行条例の一部改正について
・愛知県農林業振興施設条例の一部改正について
・愛知県都市公園条例の一部改正について
・砂防指定地内における行為の規制に関する条例の一部改正について
・都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部改正について
・愛知県立学校条例の一部改正について
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正について
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〈条例の廃止〉

１件

・国民健康保険広域化等支援基金条例の廃止について
〈その他〉

28 件

・愛知県国際展示場の公共施設等運営権の設定について
・名古屋高速道路公社の基本財産の額の変更について
・名古屋高速道路公社が新設し、又は改築する指定都市高速道路の整備計画の変更について
・独立行政法人水資源機構かんがい排水事業に対する市町村の負担金について
・県の行う土地改良事業に対する市町村の負担金について
・県の行う農村総合環境整備事業に対する市町村の負担金について
・県の行う林道事業に対する市町村の負担金について
・県の行う土木事業に対する市町村の負担金について
・県の行う流域下水道事業に対する市町村の負担金について
・県の行う過疎地域代行下水道事業に対する市町村の負担金について
・国の行う公園事業に対する名古屋市の負担金について
・包括外部監査契約の締結について
・財産の売払いについて
・工事請負契約の締結について（境川流域下水道事業水処理施設築造工事（その８）
）
・工事請負契約の締結について（衣浦東部流域下水道事業水処理施設築造工事（その６））
・工事請負契約の締結について（橋りょう整備事業県道羽島稲沢線新濃尾大橋下部工事）
・工事請負契約の締結について（鷲塚住宅建築工事（第３工区））
・工事請負契約の締結について（初吹住宅建築工事（第３工区））
・特定事業契約の締結について
・県の行う土地改良事業に対する市町村の負担金の変更について
・県の行う農村総合環境整備事業に対する市町村の負担金の変更について
・県の行う土木事業に対する市町村の負担金の変更について
・県の行う流域下水道事業に対する市町村の負担金の変更について
・国の行う公園事業に対する名古屋市の負担金の変更について
・損害賠償の額の決定及び和解について
・損害賠償の額の決定及び民事調停について
・副知事の選任について（森岡仙太）
・副知事の選任について（加藤慎也）
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〔請

願〕

次の３件については、不採択となりました。
・「『消費税 10％増税の中止を求める意見書』採択を求める」について
・「自治体病院の経営の安定化を図るため『控除対象外消費税の解消を求める意見書』の
提出を求める」について
・「愛知にカジノ設置をしないよう求める」について

〔意見書〕
議会の意思を国政に反映させるため、次の６件の意見書が可決され、衆参両院議長及び
内閣総理大臣始め関係大臣に提出されました。
・乳児用液体ミルクの普及について
・政治分野における男女共同参画の推進について
・中小河川の河道掘削の推進について
・臓器移植の環境整備について
・地方自治体における消費者行政の充実・強化について
・障害者による文化芸術活動の推進について

〔決議〕
2025 年国際博覧会の誘致実現に向けて、積極的に支援・協力するため、次の決議が自由民主
党・新政あいち・公明党の３会派による共同提案で提出され、可決されました。
・2025 年国際博覧会の誘致について

代

表

質

問

２月 28 日（水）に次の３人の議員が県政各般にわたる問題について、それぞれの会派を
代表して質問をしました。
自由民主党
１

神戸洋美

議員

行財政運営について
(1) 県税収入の見通しと今後の財政運営について
(2) 県有施設の長寿命化対策について

２

新しい時代に飛躍する愛知づくりについて
(1) 働き方改革の推進について
(2) 女性の活躍促進について
(3) これからのまちづくりについて
(4) 新たな地球温暖化防止戦略の取組について
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３

活力と魅力あふれる愛知の実現について
(1) 第 70 回全国植樹祭について
(2) 国民体育大会冬季大会の開催について

４

安全・安心な暮らしの実現について
(1) 子育て支援の充実について
(2) あいちオレンジタウン構想の推進について
(3) 交通安全対策について
(4) 治安対策について

新政あいち
１

中村すすむ

議員

行財政改革について
(1) 地域との連携・協働の推進について

２

地方分権について
(1) 地方分権の推進について
(2) 県から市町村への権限移譲について

３

高齢者の就業機会の拡大について

４

新たな外国人技能実習制度への対応について

５

公共施設等総合管理計画について
(1) 中長期にわたる費用負担への対応について
(2) 施設総量の適正化について

６

子どもの貧困対策について
(1) 新年度予算の考え方について
(2) ひとり親家庭の支援策について

７

教員の多忙化解消について

８

国際展示場の運営について
(1) 「前田・ＧＬevents グループ」の評価について
(2) 国際展示場を核とした周辺整備について

公明党
１

小島丈幸

議員

財政運営について
(1) 県税収入の見通しについて
(2) 今後の財政運営について

２

支え合う地域づくりについて
(1) 子どもが輝く未来の推進について

３

魅力ある地域づくりについて
(1) 人材確保対策について

(2) 本県農業の競争力を高める人材力強化について
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４

安心な地域づくりについて
(1) 中小河川における緊急的な治水対策について
(2) 交通死亡事故抑止対策について

５

活力ある地域づくりについて
(1) 特別支援学校における職業教育と就労支援について

６

外国人との共生・国際化について
(1) 多文化共生社会づくりについて
(2) 外国人旅行者の受入れについて
(3) 海外諸地域との交流・連携について

一

般

質

問

３月１日（木）、２日（金）及び５日（月）の３日間にわたり一般質問が行われ、次の 21 人の
議員が県政の課題について質問をしました。

○ 堀嵜純一 議員（自民）

・アジア競技大会の開催に向けた取組について
・愛知県における地方再犯防止推進計画の策定について

○ 佐波和則 議員（新政）

・西知多道路の整備について
・県有施設等におけるＬＥＤ照明の導入について
・世代ごとの環境学習「人づくり」について

○ 渡辺

昇 議員（自民）

・県の航空宇宙産業支援について
・県営都市公園におけるＡＥＤの設置について
・太陽光発電の推進について

○ 木藤俊郎 議員（公明）

・持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に向けた愛知県の
取組について
・学校での心肺蘇生教育の普及及び突然死ゼロを目指した
危機管理体制の整備について

○

秀樹 議員（自民）

・すべての子どもが輝くあいちの実現について
・がん対策の推進について
・交通安全対策の推進について

○ 富田昭雄 議員（新政）

・超高齢化社会における新たな街づくりについて
・教育問題について
・愛知県体育館について
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○ 山田たかお 議員（自民）

・教員の多忙化解消について
・自動車のＥＶ化における産業構造の変化について
・企業庁所有の幡豆地区の土地利活用に向けた取組について
・特別支援学校（西尾市）の開校準備について

○ 水谷満信 議員（新政）

・犯罪防止について
・高齢者虐待について

○ いなもと和仁 議員（自民）

・アレルギー疾患対策
・創業・ベンチャー企業支援
・青少年の適正なインターネット利用

○ 神戸健太郎 議員（自民）

・中小企業の事業承継支援について
・文化芸術の振興について
・介護保険制度における地域密着型サービスについて

○ 樹神義和 議員（新政）

・水道事業の長期安定的な運営に向けて
・ラグビーワールドカップの成功に向けて

○ 南部文宏 議員（自民）

・Ｊアラートと住民避難訓練について
・アジア競技大会の会場計画について
・地域伝統芸能全国大会について

○ 嶋口忠弘 議員（新政）

・県民の安全・安心に向けた交通安全対策の推進について
・県営都市公園「油ヶ淵水辺公園」魅力向上について

○ 伊藤辰矢 議員（自民）

・漁業振興への取組について
・農村地域における防災減災対策の推進について

○ 石井

拓 議員（自民）

・民俗文化財の保存と継承について
・リニアインパクトについて

○ 西久保ながし 議員（新政）

・ＡＩ・ＩｏＴ等の先端技術の取組について
・中小企業の人材育成支援について
・地理的表示（ＧＩ）保護制度について
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○ わしの恵子 議員（共産）

・子どもの貧困対策について
・一時保護所を含む児童相談センターについて
・ヒバクシャ国際署名について

○ 山本浩史 議員（自民）

・移住・定住施策の推進について
・高齢運転者の交通事故防止対策について
・主要地方道豊橋渥美線・臨海田原４区につながる区間の
整備促進について

○ 犬飼明佳 議員（公明）

・県立高校における通級指導教室について
・環境調査センター・衛生研究所の建て替えについて
・新川下流域の治水対策について

○ 高桑敏直 議員（自民）

・本県の観光振興について
・本県の自動運転施策について
・水素ステーションの整備促進に向けた本県の取組について

○ 森下利久 議員（自民）

・観光振興の立場から観光予算について
・「民泊新法」の施行に係る対応について

議

案

質

疑

３月７日（水）
、８日（木）及び９日（金）の３日間にわたり、延べ 65 人の議員が議案についての
質問をしました。

＜第１区分

早く議決を要する議案全部＞

長江正成（新政）
、わしの恵子（共産）

＜第２区分

各議員

第１号議案中

歳入全部＞

第１号議案中

歳出第１款から第５款まで＞

なし

＜第３区分

田中泰彦（自民）
、朝倉浩一（新政）
、山本浩史（自民）、岡
渡辺

靖（新政）
、坂田憲治（自民）
、福田喜夫（新政）、塚本

筒井タカヤ（無所属）

各議員
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明彦（公明）、石

吾歩路（自民）、

久（新政）、渡会克明（公明）、

＜第４区分

第１号議案中

歳出第６款から第８款まで＞

鈴木雅博（自民）
、大嶽理恵（新政）
、今井隆喜（自民）、市川英男（公明）、
黒田太郎（新政）
、丹羽洋章（自民）
、渡辺 靖（新政）、成田
河合洋介（新政）
、新海正春（自民）
、

秀樹（自民）、

修（自民）、南部文宏（自民）、

谷口知美（新政）、山下智也（自民）、山本浩史（自民）、

高橋正子（新政）
、 わしの恵子（共産）
、安藤正明（自民）、木藤俊郎（公明）、青山省三（自民）、
高木ひろし（新政）
、筒井タカヤ（無所属）

＜第５区分

第１号議案中

各議員

残り全部と第２号議案以下の議案全部＞

ますだ裕二（自民）
、大嶽理恵（新政）
、山田たかお（自民）、犬飼明佳（公明）、政木りか（自民）、
朝倉浩一（新政）
、神戸健太郎（自民）
、安井伸治（新政）、渡辺周二（自民）、犬飼万壽男（自民）、
福田喜夫（新政）
、藤原宏樹（自民）
、河合洋介（新政）、寺西むつみ（自民）、安藤正明（自民）、
日比たけまさ（新政）
、下奥奈歩（共産）、島倉

誠（自民）、岡

明彦（公明）、高桑敏直（自民）、

いなもと和仁（自民）
、鈴木まさと（新政）、堀嵜純一（自民）、佐藤一志（自民）、
佐波和則（新政）
、青山省三（自民）、渡辺 昇（自民）、高木ひろし（新政）、市川英男（公明）、
園山康男（無所属）

各議員

なお、第１号議案は、
「平成 30 年度愛知県一般会計予算」です。

討

論

３月 26 日（月）
、議案審議にあたり、次の議員がそれぞれ賛成・反対の立場から討論を行いまし
た。

〔議

案〕

※ 平成 30 年度愛知県一般会計予算
わしの恵子 議員（共産）… 反対
川嶋太郎 議員（自民）
、中村友美

議員（新政）、岡

明彦 議員（公明）… 賛成

※ 愛知県国際展示場の公共施設等運営権の設定について
わしの恵子 議員（共産）… 反対

議員定数等調査特別委員会
３月 26 日（月）の本会議において、議員定数等調査特別委員会の水野富夫委員長（２月 20 日（火）
選任）が、平成 31 年４月の愛知県議会議員一般選挙に向けた当該特別委員会の調査結果報告を行い
ました。
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ご


案

内

県議会では、多くの皆様に議会の活動状況を知っていただけるよう、次のとおり広報を実施し
ております。

【テレビ】＜東海テレビ＞
「愛知県議会だより」を各議会終了後おおむね 10 日後に放送。
（放送日及び放送時間については、
県議会ホームページにてお知らせしております。
）

【新聞】＜中日、朝日、読売、毎日＞
「県議会だより」を各新聞に掲載。
（２月定例議会分は平成 30 年４月 28 日(土)）

【インターネット】
・ホームページ （本会議等の日程や質問通告、結果概要などの情報を掲載）
・本会議中継（生中継及びおおむね過去１年分の録画中継を提供）
録画中継についてはスマートフォン、タブレット端末等でも閲覧していただけます。
・会議録の閲覧・検索（本会議及び委員会の会議録をことば、発言者等で検索可能）
愛知県議会ホームページ アドレス ＱＲコード
＜http://www.pref.aichi.jp/gikai/＞

【議会ＰＲコーナー】＜議事堂１階＞
議会のあゆみや、議事堂の変遷、議会のしくみと役割などを大型画面やタッチパネルなどで紹介。



２月定例議会の会議録は、県議会図書室、愛知県県民相談・情報センター、各県民相談室、
各県民センター等及び県議会ホームページで、平成 30 年６月下旬頃からご覧いただけます。



次の県議会は、平成 30 年５月 25 日（金）に開かれる予定です。
本会議では、車椅子の方、盲導犬を伴う方、手話通訳や要約筆記を必要とされる方も傍聴いた
だけます。
委員会では、車椅子の方、盲導犬を伴う方、手話通訳を必要とされる方も傍聴いただけます。
手話通訳、要約筆記を県議会に依頼される方は、５日前（土、日、祝日を除く）までに議事課へ
お申し出ください。
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一

口 メ

モ

【請願・陳情】
請願・陳情は、皆さんの意見や
要望を県政に反映させる大切な制
度です。
県政に対して、ご意見やご要望
があるときは、誰でも請願や陳情
を県議会に提出することができま
す。
請願は、審査の結果、適当であ
ると認められますと採択され、知
事や教育委員会、公安委員会など
関係する行政機関に送付されます。
そして行政機関では請願の内容を
尊重して仕事をすすめます。
なお、請願書の提出には議員の
紹介（署名又は記名押印）が必要
です。
陳情は、県の部局に関係する常
任委員会等に送付されますが、請
願とは異なり採択、不採択などの
議会の決定はなされません。
なお、陳情書には議員の紹 介
（署名又は記名押印）は必要あり
ません。
※

請願については、地方自治法に
規定があります。
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