
○ 特別委員会 

（１）委員会 

 ア 中京大都市圏形成調査特別委員会 

日  時  11月７日（火）午後２時 32分 ～ 午後４時 11分 

出席者  小林 功  小山たすく  正副委員長 

    伊藤勝人  杉浦孝成  川嶋太郎  高桑敏直  神戸健太郎  田中泰彦 

    塚本 久  中村すすむ  鈴木 純  朝倉浩一  小島丈幸  園山康男 

    各委員 

 

○ 議題 

・リニア時代に向けた中京大都市圏の発展戦略について 

※ 参考人 

   名古屋学院大学現代社会学部 教授 江口 忍 氏 

○ 主に論議された事項 

・鉄道会社が考えるリニアインパクト 

・人口減少とリニアインパクトの関係 



イ 一般会計・特別会計決算特別委員会 

日  時  10月 19日（木）午後０時 58分 ～ 午後３時５分 

出席者  横井五六  浅井よしたか  正副委員長 

直江弘文  杉浦孝成  須﨑かん  近藤ひろひと  丹羽洋章   秀樹 

かじ山義章  日比たけまさ  黒田太郎  岡 明彦  下奥奈歩  各委員 

 

○ 付託案件 

決算第１号 平成 28年度愛知県一般会計歳入歳出決算 

          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 

・インタープリター自然体感推進事業の内容と成果及び今後の課題 

・産業廃棄物不適正処理の再発防止対策と適正処理に向けた指導の内容 

・中部国際空港沖公有水面埋立事業の環境影響評価の経緯 

・不適正に保管された食品廃棄物の撤去費用の公費負担 

・住宅用太陽光発電施設の普及状況と今後の住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助 

 金の在り方 

・あいち地域循環圏形成プラン策定費の事業概要 

・豊田環境保全センター跡地管理費の事業概要 

・かがやけ☆あいちサスティナ研究所の成果とファシリテーターの役割 

・地域環境保全課題検討事業の概要と成果の活用 

・低公害車の導入による効果 

・水素ステーションの普及に向けた産業労働部との連携 

・電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電施設の整備状況 

・県内事業所におけるＰＣＢ廃棄物の処理の進捗 

・県が保有するＰＣＢ廃棄物の処理状況 

・第二種特定鳥獣管理計画策定の特徴と策定の経緯 

・東海自然歩道の維持管理に向けた市町村との連携 



日  時  10月 27日（金）午後０時 57分 ～ 午後４時 47分 

出席者  横井五六  浅井よしたか  正副委員長 

直江弘文  杉浦孝成  須﨑かん  近藤ひろひと  丹羽洋章   秀樹 

    かじ山義章  日比たけまさ  黒田太郎  岡 明彦  下奥奈歩  各委員 

 

○ 付託案件 

決算第１号 平成 28年度愛知県一般会計歳入歳出決算 

          歳出第３款振興費及び振興部に関する歳入 

         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６号 平成 28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 28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 28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 28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 

・にぎわい創出事業の概要 

・次世代林業基盤づくり事業の概要及び実績 

・あいち森と緑づくり事業の概要及び実績 

・愛知フェアの成果と今後の課題 

・あいちの郷土料理レシピ 50選の概要及び今後の活用 

・青年就農給付金制度の概要、実績及び成果 

・米の直接支払交付金制度の廃止による県の対応 

・いいともあいちブランド力強化事業の概要及び実績 

・６次産業化支援事業の実績及び今後の課題 

・農地中間管理事業の実績 

・愛知産ジビエ消費拡大事業の概要 

・畜産クラスター事業の概要 

・あいち型植物工場推進事業の概要及び実績 

・農業用ため池の耐震化、老朽化対策等の概要及び実績 

・産地パワーアップ事業の概要及び実績 

・カイヤドリウミグモの発生状況及び対策 

・養殖・栽培漁業の状況 

・あいちスポーツコミッションの概要とＰＲ活動 

・ＦＩＦＡフットサルワールドカップ 2020の招致状況 

・名古屋ウィメンズマラソンの成果及び課題 

・愛知高速交通東部丘陵線公園西駅施設整備の概要及び成果 

・愛知高速交通東部丘陵線の経営状況及び利用促進に向けた取組 

・リニモ沿線地域活力創出事業の概要及び成果 

・なごやめし普及促進事業の概要及び成果 

・ラグビーワールドカップ 2019のＰＲ、運営体制整備に向けた取組 

・名古屋駅スーパーターミナル化推進事業の概要 

・あおなみ線の利便性向上に向けた取組 

・観光振興に向けた取組 



日  時  11月８日（水）午後０時 59分 ～ 午後５時 18分 

出席者  横井五六  浅井よしたか   正副委員長 

直江弘文  杉浦孝成  須﨑かん  近藤ひろひと  丹羽洋章   秀樹 

かじ山義章  日比たけまさ  黒田太郎  岡 明彦  下奥奈歩  各委員 

 

○ 付託案件 

決算第１号 平成 28年度愛知県一般会計歳入歳出決算 

          歳出第７款産業労働費及びこれに関する歳入 

                  歳出第11款教育費及びこれに関する歳入 

  決算第５号 平成 28年度愛知県中小企業設備導入資金特別会計歳入歳出決算 

○ 主に論議された事項 

・教員の多忙化解消プランの策定の経緯と概要 

・教職員のメンタルヘルス対策 

・部活動指導の在り方と部活動における外部指導者の活用 

・教員の長時間労働の解消 

・スクールソーシャルワーカー設置の効果 

・放課後子ども教室推進事業の概要と成果 

・杉原千畝顕彰施設整備検討調査費の事業概要 

・ふるさと出会いの創造推進事業費補助金の推移 

・愛知総合工科高等学校専攻科管理運営委託準備費の事業概要 

・道徳教育推進事業を展開するための課題 

・総合教育センターにおける道徳教育に関する研究の概要 

・愛知県立大学における医療分野ポルトガル語スペイン語講座の開設の経緯と実績 

・愛知県立大学看護学部における今後の語学教育 

・総合教育センターにおける研修事業の概要 

・教員による不祥事の防止対策 

・小・中学校における児童生徒の通塾率と学力の関係 

・障害者定着雇用奨励金の支給状況 

・労働基準監督署が実施した監督指導の概要と県の対応 

・県の労働相談窓口の利用状況と周知方法 

・労働関係法令等を紹介する若者向けリーフレットの活用方法 

・県内の労働災害認定の状況 

・障害者雇用啓発冊子作成の経緯と活用状況 

・愛知県障害者雇用企業サポートデスクの開設の経緯と実績 

・障害者雇用の経験のない中小企業等に対する雇用支援策 

・地場産業や伝統的工芸品産業の振興に向けた取組 

・水素ステーション整備費補助金の執行状況 

・県内の水素ステーションの整備状況と運営上の課題及び今後の見通し 

・伝統的工芸品産業振興事業の具体的な取組内容 

・伝統的工芸品産業の現状と課題及び県の支援 

・げんき商店街推進事業の概要と実績 

  ・産業立地補助金の補助制度の概要とこれまでの採択状況 



・産業立地補助金の効果と課題及び今後の方向性 

・知の拠点あいち重点研究プロジェクトの選定方法、進捗状況及び評価方法 

・自動走行実証推進事業の概要と成果及び課題 

・アジア経済連携推進事業におけるサポートデスクの運営状況 

・ＩｏＴやＩＴ、ビッグデータ、ＡＩなど産業構造の変化に対する県の対応 

 

 日  時  11月９日（木）午後０時 59分 ～ 午後４時１分 

出席者  横井五六  浅井よしたか   正副委員長 

直江弘文  杉浦孝成  須﨑かん  近藤ひろひと  丹羽洋章   秀樹 

かじ山義章  日比たけまさ  黒田太郎  岡 明彦  下奥奈歩  各委員 

 

○ 付託案件 

  決算第１号 平成 28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10款警察費及び警察本部に関する歳入 

  決算第４号 平成 28年度愛知県母子父子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決算 

○ 主に論議された事項  

・伊勢志摩サミット警備の概要 

・警察職員の他都道府県への派遣 

・高齢者・障害者の交通安全確保に向けた取組の概要及び成果 

・児童・生徒の交通安全確保に向けた取組の概要及び成果 

・交番・駐在所の整備計画 

・ゾーン 30整備事業の概要 

・愛知子ども調査及びひとり親家庭等実態調査の概要と調査結果 

・生活困窮世帯の子供に対する支援 

・一人親家庭の自立支援に向けた取組の概要と実績 

・障害者の社会参加促進に向けた取組の概要 

・障害者アート展及び出前講座の概要及び実績 

・Ｅメール相談による自殺・引きこもり等への対策の実績 

・市町村が行う若年者の自殺対策の概要 

・公共交通機関の障害者割引の実施状況と今後の取組 

・障害者差別解消に向けた事業の実績、成果及び今後の課題 

・介護報酬改定の影響 

・介護保険事業の状況 

・福祉・介護人材確保対策事業の実績と人材確保に向けた今後の取組 

・児童虐待に関する相談・通報等の状況 

・乳児院・児童養護施設等への入所理由 

・児童虐待の増加要因、今後の課題及び対応 

・出生率向上に向けた取組 

・グループホーム及び障害児者入所施設の整備に対する助成 



 日 時  11月 15日（水）午後０時 58分 ～ 午後５時 28分 

出席者  横井五六  浅井よしたか   正副委員長 

直江弘文  杉浦孝成  須﨑かん  近藤ひろひと  丹羽洋章   秀樹 

かじ山義章  日比たけまさ  黒田太郎  岡 明彦  下奥奈歩  各委員 

 

○ 付託案件 

  決算第１号 平成 28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９款建設費、第12款災害復旧費及びこれらに関する歳入 

  決算第10号 平成 28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 28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 28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 

・防災ヘリコプターの納入遅延に伴う消防防災体制 

・ヘリコプターテレビ電送システムの更新内容と効果 

・戦争に関する資料館運営費負担金の事業概要 

・戦争に関する資料館における夏休み特別企画事業の概要 

・戦争に関する資料館の広報と資料の収集方法 

・家具固定地域連携推進事業の実績 

・家具固定推進員の登録要件及び登録状況 

・非行防止対策事業費の事業概要 

・有害図書指定の方法及び根拠 

・スマートフォン教室の費用対効果と今後の在り方 

・ゼロメートル地帯における広域防災拠点整備事業の進捗状況 

・防災・減災カレッジの実績と県職員の受講状況、今後の展開 

・県内の消費生活相談体制の整備状況と相談実績 

・本県の地方消費者行政強化作戦の達成状況 

・消費生活相談で寄せられている相談内容の特徴 

・県の消費生活相談窓口縮小の考え方 

・消費生活相談員養成研修の概要と本年度で終了する理由 

・超高層建築物等に対する長周期地震動対策 

・中山間地での災害対策 

・大規模災害発生時の情報伝達 

・大規模建築物の耐震調査結果を踏まえた耐震化の促進 

・平成 28年熊本地震の被害に基づく第３次あいち地震対策アクションプランの見直し 

・液状化対策の検討状況 

・第３次あいち地震対策アクションプランにおけるライフライン施設に関する取組 

・本県の消防力の水準及び強化の状況 

・石油コンビナート等防災対策事業の現状 

・大学生に対する自主防犯活動への参加促進の取組 

・地域の特性に応じた効果的な防犯活動の委託事業の成果と今後の展開 

  ・交通安全県民運動費と交通安全推進協働事業費の事業概要と今後の方針 



・消防学校の施設機能の現況調査及び消防学校施設機能検討調査会議の概要 

・河川整備計画の策定状況 

・社会基盤整備に関する国からの交付金の確保と配分基準 

・民間住宅耐震改修事業費補助金の執行率が低い原因と改善策 

・県営住宅の建替事業の進捗 

・県営住宅における入居者の維持修繕費の負担軽減 

・踏切安全通行カルテで指定された改良すべき踏切道に対する県の取組 

・建設業指導事務費の概要 

・砂防事業による土砂災害対策の概要と進捗及び今後の取組 

・県内市町村における住宅・建築物土砂災害対策改修補助金制度の導入状況 

・美しい並木道再生事業の概要と実績及び今後の計画 

・建設業担い手確保育成推進事業の概要と効果 

・高齢者等居住安定推進事業の概要 

・県内におけるサービス付き高齢者向け住宅及びあんしん賃貸住宅の登録状況と目標 

・住宅セーフティネットの充実 

 

 



日 時  11月 20日（月）午後１時 ～ 午後２時５分 

  出席者  横井五六  浅井よしたか   正副委員長 

     直江弘文  杉浦孝成  須﨑かん  近藤ひろひと  丹羽洋章   秀樹 

     かじ山義章  日比たけまさ  黒田太郎  岡 明彦  下奥奈歩  各委員 

  

○ 付託案件 

決算番号 件    名 審査結果 

１ 平成28年度愛知県一般会計歳入歳出決算 賛成多数認定 

２ 平成28年度愛知県公債管理特別会計歳入歳出決算 〃  

３ 平成28年度愛知県証紙特別会計歳入歳出決算 全員一致認定 

４ 
平成28年度愛知県母子父子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決

算 
〃  

５ 
平成28年度愛知県中小企業設備導入資金特別会計歳入歳出決

算 
〃  

６ 平成28年度愛知県就農支援資金特別会計歳入歳出決算 〃  

７ 平成28年度愛知県県有林野特別会計歳入歳出決算 〃 

８ 平成28年度愛知県林業改善資金特別会計歳入歳出決算 〃  

９ 平成28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28年度愛知県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算 〃  

11 平成28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28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 

  ・愛知県人口ビジョンまち・ひと・しごと創成総合戦略に基づく子育て世帯への支援と 

   労働環境の整備に向けた取組 

  ・国家戦略特別区域制度の概要と外国人雇用問題 

  ・公債管理事業の状況 

・友好提携交流事業の概要と成果 

・地域経済分析システムの概要と活用方法 



ウ 公営企業会計決算特別委員会 

日  時  10月 16日（月）午後０時 59分 ～ 午後２時 31分 

出席者  安藤としき  坂田憲治  正副委員長 

    久保田浩文  鈴木孝昌  中根義高  山下智也  成田 修  石井 拓 

    富田昭雄  水谷満信  河合洋介  小島丈幸  渡辺 靖  各委員 

 

○ 付託案件 

決算番号 件    名 審査結果 

14 
平成28年度愛知県水道事業会計決算 全員一致認定 

平成28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28年度愛知県工業用水道事業会計決算 全員一致認定 

平成28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28年度愛知県用地造成事業会計決算 全員一致認定 

平成28年度愛知県用地造成事業剰余金処分計算書（案） 全員一致可決 

 

○ 主に論議された事項 

  ・未処分宅地の現状と今後の取組 

  ・用地取得の実積率と宅地売却面積の状況 

  ・損益計算書及び貸借対照表の内容 

  ・未収金及び貸倒引当金の積算内容 

  ・浄水場構造物の耐震補強の進捗状況 

  ・事業未着手地域の経緯と現在の状況 

  ・償還金の財源と償還計画 

  ・今後の水需要の見通しを踏まえた施設整備及び水源の確保対策 

  ・浄水場構造物の地震防災対策の進捗率 



日  時  10月 17日（火）午後０時 58分 ～ 午後２時 43分  

出席者  安藤としき  坂田憲治  正副委員長 

    久保田浩文  鈴木孝昌  中根義高  山下智也  成田 修  石井 拓  

富田昭雄  水谷満信  河合洋介  小島丈幸  渡辺 靖  各委員 

 

○ 付託案件 

決算番号 件    名 審査結果 

13 平成28年度愛知県県立病院事業会計決算 全員一致認定 

 

○ 主に論議された事項 

・県立病院の経営状況と経営改善に向けた取組 

・医業未収金の回収状況と回収に向けた取組 

・第２次県立病院経営中期計画の成果 

・あいち小児保健医療総合センターの整備の概要 

・愛知県精神医療センターの整備の概要 

・愛知県がんセンター研究所における研究事業の概要 

・県立病院事業の今後の展望 

 

 



 エ 議員定数等調査特別委員会 

日  時  12月 20日（水）午後２時 19分 ～ 午後２時 34分 

出席者  岩村進次  中村友美  正副委員長 

    直江弘文  水野富夫  小林 功  三浦孝司  松川浩明  石井芳樹 

    飛田常年  鈴木 純  西久保ながし  佐波和則  市川英男  下奥奈歩 

    各委員 

 

○ 議題 

・議員定数及び選挙区問題について 

○ 主に論議された事項 

・検討事項に対する議論を深めた考え方 

 

 

 



（２）県内調査 

委 員 会 名 月 日（曜） 調  査  先 出  席  委  員 

産業振興・ 

環境対策 

特別委員会 

11月14日(火) 
１ 刈谷ふれ愛パーク 

２ 株式会社ＳＵＢＡＲＵ半田工場 

長江  委員長 

森下、鈴木（喜）、近藤、山本、 

南部、鈴木（雅）、黒川、佐波、 

大嶽、岡、筒井 各委員 

人づくり・ 

福祉対策 

特別委員会 

11月７日(火) 

１ アイシン・エィ･ダブリュ高等技能学園 

２ 愛知県立大学長久手キャンパス次世代

ロボット研究所 

富田、  正副委員長 

深谷、石井（芳）、飛田、石 、

中根、森井、西久保、黒田、 

渡会、下奥、柴田 各委員 

文化・スポーツ・

観光振興対策 

特別委員会 

11月14日(火) 
１ 豊田スタジアム 

２ 中京大学豊田キャンパス 

奥村、犬飼（明） 正副委員長 

三浦、神野、いなもと、島倉、 

新海、犬飼（万）、かじ山、 

久野、嶋口、鳴海、鈴木（ま）、  

渡辺（靖） 各委員 

 

（３）県外調査 

委 員 会 名 月 日（曜） 調  査  先 出  席  委  員 

議員定数等調査 

特別委員会 

11月29日(水)   
～30日(木) 

１ 茨城県議会 

２ 全国都道府県議会議長会 

岩村、中村（友） 正副委員長 

直江、小林、松川、石井（芳）、

飛田、鈴木（純）、西久保、 

佐波、市川、下奥 各委員 

 

 


