
○ 特別委員会 
 
（１）委員会 

ア 一般会計・特別会計決算特別委員会 

日  時  10月 26日（月）午後０時 59分 ～ 午後３時 56分  

出席者  小林 功  石井芳樹  正副委員長 

伊藤辰夫  佐藤一志  高桑敏直  新海正春  神戸健太郎  政木りか 

黒川節男  久野哲生  永井雅彦  鳴海やすひろ  木藤俊郎  各委員 

 

○ 付託案件 

決算第１号 平成 26年度愛知県一般会計歳入歳出決算 

          歳出第 11款教育費及びこれに関する歳入 

○ 主に論議された事項 

・キャリア教育推進事業の取組内容と成果 

  ・私立高校における耐震化の状況と課題 

  ・私立学校経常費補助金の執行状況  

・私立高校の欠員の原因と対策 

  ・不登校といじめの認知件数の推移 

  ・スクールカウンセラーへの相談状況と課題 

  ・スーパーバイザーの活動内容と成果 

  ・全日制高校希望者及び私立幼稚園の園児数の減少理由 

  ・男女共同参画推進事業における研究指定校の実践研究の内容と今後の展開 

  ・高等学校整備事業における耐震改修及び耐震対策の進捗状況 

  ・総合型地域スポーツクラブの設置状況と育成・支援の取組 

  ・教職員の不祥事対策 

  ・総合工科高等学校の開設準備状況と当校の特色 

  ・いじめ対応支援チーム設置事業の内容と成果 

  ・あいちスーパーイングリッシュハブスクールの役割と今後の取組 

  ・肢体不自由児スクールクラスターモデル事業の成果と今後の取組 

 ・日本語教諭及び養護教諭の配置状況 

  

 ・特別支援学校の過大化解消に向けた取組状況 

  ・絆を育む学校づくり推進事業の事業内容、成果及び今後の予定 

 

日  時  11月 10日（火）午後１時 ～ 午後４時３分 

出席者  小林 功  石井芳樹  正副委員長 

伊藤辰夫  佐藤一志  高桑敏直  新海正春  神戸健太郎  政木りか 

黒川節男  久野哲生  永井雅彦  鳴海やすひろ  木藤俊郎  各委員 

 

○ 付託案件 



決算第１号 平成 26年度愛知県一般会計歳入歳出決算 

          歳出第３款地域振興費及び地域振興部に関する歳入 

歳出第７款産業労働費及びこれに関する歳入 

  決算第５号 平成 26年度愛知県中小企業近代化資金特別会計歳入歳出決算 

○ 主に論議された事項 

・高度道路交通システム推進事業の取組状況 

・あいち医療通訳システムの利用状況 

  ・あいちスポーツコミッションの活動成果 

・友好提携交流事業の成果と今後の展開 

・ＦＩＦＡフットサルワールドカップ 2020の招致活動の状況 

・一般地域バス運行対策補助金の補助対象と執行状況 

・愛知高速交通株式会社出資金の執行状況と会社の経営見通し 

・エアポートセールスの実施状況と成果 

・県民間航空機生産・整備拠点整備関連事業の内容 

・愛知ブランドに認定された企業間でのネットワークづくりの状況 

・障害者就労支援事業の内容 

・げんき商店街推進事業費補助金の内容と課題 

・水素ステーション整備促進事業の内容と今後の整備計画 

・子育て女性再就職支援事業の内容とサポートセンター等の利用状況 

・新あいち創造産業立地補助金のうち市町村と連携して県内企業の再投資を支援するＡ 

タイプの補助金の実績 

・商工会議所への県の支援の取組 

・アジア観光客誘致促進事業の内容と外国人来訪者の状況 

・自動車安全技術推進事業の成果 



日  時  11月 11日（水）午後０時 59分 ～ 午後３時 37分 

出席者  小林 功  石井芳樹  正副委員長 

伊藤辰夫  佐藤一志  高桑敏直  新海正春  神戸健太郎  政木りか 

黒川節男  久野哲生  永井雅彦  鳴海やすひろ  木藤俊郎  各委員 

 

○ 付託案件 

決算第１号 平成 26年度愛知県一般会計歳入歳出決算 

          歳出第９款建設費、第 12款災害復旧費及びこれらに関する歳入 

                  歳出第 10款警察費及び警察本部に関する歳入 

決算第10号  平成 26年度愛知県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算 

決算第11号 平成 26年度愛知県流域下水道事業特別会計歳入歳出決算 

決算第12号 平成 26年度愛知県県営住宅管理事業特別会計歳入歳出決算 

○ 主に論議された事項 

・パトロールカー動態管理システム運営費の決算額増加理由 

  ・音響信号装置の整備実績及び今後の整備方針 

  ・街頭犯罪対策費の事業内容及びイモビカッター等鑑定機器の整備による成果 

  ・防犯カメラ設置の効果 

  ・ＥＳＤユネスコ世界会議における警察警備の概要と執行額 

  ・交番・駐在所の統合実績及び今後の考え方 

  ・地震災害警備対策費における資機材等の整備内容 

  ・高齢者の運転免許更新手続きにおける認知機能検査の内容 

 ・駐車監視員の業務内容 

 ・交通管制機器及び交通管理システムの具体的な整備内容 

 ・河川整備交付金事業による河川整備状況 

  ・河川海岸費の繰越額が大きい理由 

  ・土砂災害防止施設の整備方針 

 ・砂防事業費の施設整備方針及び繰越額が大きい理由 

 ・公営住宅建替えにおける杭工事の状況及び安全性確保の確認方法 

  ・民間住宅耐震改修費補助金の不用額の理由 

  ・橋梁の長寿命化及び耐震対策の実績及び今後の方針 

 ・あいち森と緑づくり都市緑化推進事業費の不用額の理由 

 ・鍋田川の耐震対策の進捗状況 

 ・民間住宅・建築物耐震診断費補助金及び民間建築物耐震改修費補助金の実績 

 



日  時  11月 12日（木）午後０時 58分 ～ 午後３時 48分 

  出席者  小林 功  石井芳樹  正副委員長 

伊藤辰夫  佐藤一志  高桑敏直  新海正春  神戸健太郎  政木りか 

黒川節男  久野哲生  永井雅彦  鳴海やすひろ  木藤俊郎  各委員 

 

○ 付託案件 

  決算第１号 平成 26年度愛知県一般会計歳入歳出決算 

         歳出第６款健康福祉費及び健康福祉部に関する歳入 

                  歳出第８款農林水産費及び農林水産部に関する歳入 

  決算第４号 平成 26年度愛知県母子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決算 

  決算第６号 平成 26年度愛知県就農支援資金特別会計歳入歳出決算 

  決算第７号 平成 26年度愛知県県有林野特別会計歳入歳出決算 

  決算第８号 平成 26年度愛知県林業改善資金特別会計歳入歳出決算 

  決算第９号 平成 26年度愛知県沿岸漁業改善資金特別会計歳入歳出決算 

○ 主に論議された事項 

  ・特定疾患医療給付費の執行率が低かった原因  

・介護職員処遇改善等臨時特例基金事業費の決算額減少理由 

  ・安心安全な妊娠・出産サポート事業の内容と成果 

・少子化総合情報サイト調査・構築事業の内容と成果 

・地域包括ケアモデル事業の実施状況と評価 

・民生委員及び児童委員の人数、単価、年齢要件 

・児童虐待対策事業の内容 

・子ども医療事業費の制度の概要及び市町村への助成状況 

・病児・病後児保育促進モデル事業の現状の課題と問題点 

・放課後児童クラブの整備支援状況 

・障害福祉減税基金事業費の補助金額が少ない理由 

・農業の経営状況に関する調査状況 

・新規就農・経営継承総合支援事業の事業費補助金の支給条件と支給状況 

・６次産業化支援事業費補助金の事業内容と効果 

・土地改良施設耐震対策事業の内容と進捗状況 

・農業農村多面的機能支払事業の内容 

・農業総合試験場が開発した小麦品種きぬあかりの特長及び普及の実績 

・土地改良事業費及び農地防災事業費の総額の推移 

・愛知フェアｉｎタイ・バンコクの成果 

・市町村の間伐材拠出事業の内容 

 

 

 



 日 時  11月 16日（月）午後０時 58分 ～ 午後３時 52分 

  出席者  小林 功  石井芳樹  正副委員長 

伊藤辰夫  佐藤一志  高桑敏直  新海正春  神戸健太郎  政木りか 

黒川節男  久野哲生  永井雅彦  鳴海やすひろ  木藤俊郎  各委員 

 

○ 付託案件 

  決算第１号 平成 26年度愛知県一般会計歳入歳出決算 

         歳出第４款県民生活費及びこれに関する歳入 

                 歳出第５款環境費及び環境部に関する歳入 

○ 主に論議された事項 

・消費生活相談の特徴及び相談員の能力向上研修の内容 

  ・自主防犯団体の設置状況及び活動支援の取組 

  ・市町村の避難勧告発令時における県の役割 

・男女共同参画推進事業の実績 

・自転車の安全利用にかかる事業内容と実績 

・県民生活プラザにおけるサービスの提供状況 

・防災ボランティアコーディネーターの養成に向けた取組 

・災害対策本部移転の目的、効果及び国や他県との連携状況 

・消防団加入促進に向けた取組  

・南海トラフ巨大地震等対策等事業費補助金の執行状況 

・あいちトリエンナーレ地域展開事業の実績 

・あいちトリエンナーレ 2016のＰＲ方法 

・産業廃棄物税の目的、充当事業の内容及び今後のあり方 

・環境学習施設を活用したスタンプラリーの実施内容 

・ＥＳＤあいち・なごや子ども会議の内容と成果 

・ＥＶ・ＰＨＶタウン事業における取組内容 

・ＥＶ・ＰＨＶの普及状況及び充電インフラの整備状況 

・環境影響評価制度の実績及び効果  

 



日 時  11月 18日（水）午後０時 58分 ～ 午後２時 18分 

  出席者  小林 功  石井芳樹  正副委員長 

伊藤辰夫  佐藤一志  高桑敏直  新海正春  神戸健太郎  政木りか 

黒川節男  久野哲生  永井雅彦  鳴海やすひろ  木藤俊郎  各委員 

  

○ 付託案件 

決算番号 件    名 審査結果 

１ 平成26年度愛知県一般会計歳入歳出決算 全員一致認定 

２ 平成26年度愛知県公債管理特別会計歳入歳出決算 〃  

３ 平成26年度愛知県証紙特別会計歳入歳出決算 〃  

４ 平成26年度愛知県母子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決算 〃  

５ 平成26年度愛知県中小企業近代化資金特別会計歳入歳出決算 〃  

６ 平成26年度愛知県就農支援資金特別会計歳入歳出決算 〃  

７ 平成26年度愛知県県有林野特別会計歳入歳出決算 〃 

８ 平成26年度愛知県林業改善資金特別会計歳入歳出決算 〃  

９ 平成26年度愛知県沿岸漁業改善資金特別会計歳入歳出決算 〃  

10 平成26年度愛知県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算 〃  

11 平成26年度愛知県流域下水道事業特別会計歳入歳出決算 〃  

12 平成26年度愛知県県営住宅管理事業特別会計歳入歳出決算 〃  

 

○ 主に論議された事項 

  ・リニア新時代に向けた中京大都市圏づくり勉強会の構成員と議論の内容 

  ・あいちビジョン 2020における中京都構想の位置づけ 

・中京都構想と道州制の関係 

・インターネット情報局のアクセス件数と活用状況 

・地方分権改革に関する国への提案内容と結果及び課題 

・広域連携の手法に関する共同研究の内容 

・市町村への権限移譲の件数と内容 

・広報あいちの制作における狙い 

・県が発行する広報誌の配布方法 

・県政お届け講座の実績と成果 

・本庁舎開放事業の内容 

 



イ 公営企業会計決算特別委員会 

日  時  10月 19日（月）午後０時 59分 ～ 午後２時 35分 

出席者  松川浩明  谷口知美  正副委員長 

伊藤勝人  渡辺 昇  島倉 誠  安藤正明  今井隆喜  鈴木雅博 

中村友美  小山たすく  福田喜夫  犬飼明佳  鈴木まさと  各委員 

 

○ 付託案件 

決算番号 件    名 審査結果 

13 
平成26年度愛知県県立病院事業会計決算 全員一致認定 

平成26年度愛知県県立病院事業欠損金処理計算書（案） 全員一致可決 

 

○ 主に論議された事項 

・がんセンター中央病院の地域医療連携・相談支援センター及び緩和ケアセンターの業務 

内容 

・研究費の予算措置状況と外部資金獲得の取組 

・県立病院における看護師の充足状況と確保対策 

・第２次県立病院経営中期計画における目標達成状況及び今後の展望 

・城山病院における看護体制及び未収金の回収状況 

・県立病院における院内保育所の整備状況 

 

日  時  10月 20日（火）午後０時 58分 ～ 午後３時２分  

出席者  松川浩明  谷口知美  正副委員長 

伊藤勝人  渡辺 昇  島倉 誠  安藤正明  今井隆喜  鈴木雅博 

中村友美  小山たすく  福田喜夫  犬飼明佳  鈴木まさと  各委員 

 

○ 付託案件 

決算番号 件    名 審査結果 

14 
平成26年度愛知県水道事業会計決算 全員一致認定 

平成26年度愛知県水道事業剰余金処分計算書(案) 全員一致可決 

15 
平成26年度愛知県工業用水道事業会計決算 全員一致認定 

平成26年度愛知県工業用水道事業剰余金処分計算書(案) 全員一致可決 

16 平成26年度愛知県用地造成事業会計決算 全員一致認定 

 

○ 主に論議された事項 

・第２次企業庁中期経営計画の進捗状況 

・水道の老朽化施設更新計画及び地震防災対策 

・用地造成事業における事業未着手地区の開発状況 

・中部臨空都市の土地売却状況 

・会計基準の見直しによる影響 



（２）県内調査 

委 員 会 名 月 日（曜） 調  査  先 出  席  委  員 

中京大都市圏 

形成調査 

特別委員会 

11月25日（水） １ 名古屋港[名古屋港管理組合] 

久保田、近藤 正副委員長 

小林、杉浦、島倉、寺西、 

神戸(健)、ますだ、安藤(と)、 

森井、西久保、樹神、朝倉、木藤、

鈴木(ま) 各委員 

産業振興・ 

環境対策 

特別委員会 

11月４日（水） 

１ 株式会社明治 愛知工場 

２ 川崎重工業株式会社 

名古屋第一工場  

高橋、いなもと 正副委員長 

水野、奥村、峰野、青山、新海、 

政木、山田、中村(す)、永井、 

嶋口、渡会、渡辺(靖) 各委員 

11月24日（火） 

１ 愛知県経済農業協同組合連合

会パールライス 安城工場 

２ 株式会社デンソー 

  安城製作所 

高橋、いなもと 正副委員長 

水野、峰野、青山、新海、政木、 

山田、中村(す)、永井、嶋口、 

渡会、渡辺(靖) 各委員 

人づくり・ 

福祉対策 

特別委員会 

11月24日（火） 

１ 愛知県立豊田高等特別支援学

校 

２ 社会福祉法人ＡＪＵ自立の家 

小牧ワイナリー 

小島、高桑 正副委員長 

 

伊藤(辰矢)、中村(友)、久野、日比、

大嶽、下奥、筒井 各委員 

 

（３）県外調査 

委 員 会 名 月 日（曜） 調  査  先 出  席  委  員 

安全・安心対策 

特別委員会 

11月４日（水） 

 ～５日（木） 

１ 東京臨海広域防災公園 

２ 警視庁 

三浦、浅井 正副委員長 

神野、中野、森下、原、南部、 

成田、丹羽、かじ山、河合、黒田、

岡、わしの 各委員 

人づくり・ 

福祉対策 

特別委員会 

11月４日（水） 

 ～５日（木） 

１ 株式会社髙島屋横浜店 

２ 国立県営神奈川障害者職業能力

開発校 

小島、高桑 正副委員長 

 

伊藤(辰矢)、久野、日比 、大嶽、 

下奥、筒井 各委員 

文化・スポーツ・

観光振興対策 

特別委員会 

11月４日（水） 

 ～５日（木） 

１ 一般社団法人九州観光推進機

構 

２ 長崎市議会 

３ 端島炭坑 

鈴木(孝)、鈴木(純) 正副委員長 

横井、神戸(洋)、鈴木(喜)、山下、 

渡辺(周)、田中、高木、谷口、 

福田、市川、園山、柴田 各委員 

 


