
○ 特別委員会 

（１）委員会 

  ア 行財政改革・地方創生調査特別委員会 

 日 時 11月 17日（火）午後１時１分 ～ 午後２時 11分  

出席者 水野富夫   樹神義和   正副委員長 

      飛田常年   近藤裕人   寺西むつみ   山田たかお   鈴木雅博   佐藤英俊 

杉浦正和   朝日将貴   塚本 久   富田昭雄   安藤としき   鳴海やすひろ 

木藤俊郎   各委員 

 

○ 議題 

  ・次期「あいち人材育成ビジョン」の策定について 

○ 主に論議された事項 

・中堅職員が少ない原因及びそれを補うための対策 

・若手・中堅職員の育成に向けた取組 

・組織の中核を担う職員が手薄になる中での組織力の維持・向上に向けた取組 

・県職員における人材流出の状況 

・専門職職員の採用状況 

・事務職職員が将来像を描き、能力を伸ばすための取組 

・今後の職員の採用、人事確保、専門人材の採用及び活用並びに人材育成の考え方 

・県の人事評価制度及び今後の人事評価の考え方 

・民間企業及び市町村への職員の派遣の状況 

・民間からの県への登用の状況 

・やりたい仕事挑戦制度の実施状況 

・新規採用の考え方及び新規採用職員が希望する職務分野の現状 

 



  イ 産業イノベーション推進特別委員会 

 日 時 11月４日（水）午後０時 59分 ～ 午後２時 21分  

出席者 森井元志   神戸健太郎   正副委員長 

    神野博史   伊藤辰夫   中根義高   政木りか   田中泰彦   日高 章 

鈴木 純   西久保ながし   渡辺 靖   おおたけりえ   荻原宏悦 

しまぶくろ朝太郎   各委員 

 

○ 議題 

  ・Ａｉｃｈｉ－Ｓｔａｒｔｕｐ戦略 

   ～あいちスタートアップ・エコシステム構築に向けて～ 

○ 主に論議された事項 

・Ａｉｃｈｉ－Ｓｔａｒｔｕｐ戦略における本県の弱点及び脅威に係る分析 

・スタートアップ支援拠点における取組 

・ステーションＡｉの在り方 

・ユニコーンとなる企業への支援 

・スタートアップ支援における名古屋市との連携 

・スタートアップ支援における中国との連携 

・国内のグローバル拠点都市との比較 

 

  ウ 安全・安心対策特別委員会 

 日 時 11月２日（月）午前 11時 ～ 午前 11時 32分  

出席者 水谷満信   新海正春   正副委員長 

    中野治美   鈴木喜博   須﨑かん   佐藤一志   山本浩史   南部文宏 

    小山たすく   佐波和則   朝倉浩一   加藤貴志   柴田高伸   神谷まさひろ 

    各委員 

 

○ 議題 

  ・避難所における感染症対策について 

○ 主に論議された事項 

・なし 

 



  エ 人づくり・福祉対策特別委員会 

 日 時 10月 30日（金）午後０時 59分 ～ 午後２時 38分  

出席者 久保田浩文  永井雅彦  正副委員長 

    原よしのぶ  川嶋太郎  青山省三  島倉 誠  神谷和利  中村竜彦 

    長江正成  日比たけまさ  桜井秀樹  犬飼明佳  筒井タカヤ   各委員 

 

○ 議題 

  ・福祉・医療人材の確保及び育成について 

○ 主に論議された事項 

・保育士の必要数と離職対策 

・介護に関する入門的研修の状況 

・介護、看護、保育現場と人材紹介業の関係 

・介護職のキャリアパスと処遇改善 

・訪問看護師の確保と負担軽減 

 

  オ アジア競技大会調査特別委員会 

 日 時 10月 23日（金）午後０時 59分 ～ 午後２時 15分  

出席者 直江弘文   野中泰志   正副委員長 

    松川浩明   神戸洋美   石井芳樹   高桑敏直   石井 拓   村瀬正臣 

    高橋正子   嶋口忠弘   黒田太郎   市川英男   園山康男  各委員 

 

○ 議題 

  ・現在の国内外ｅスポーツ業界の動向と国際スポーツ大会における推奨タイトルについて 

   ※  参考人 

      株式会社ＣｙｂｅｒＥ 代表取締役社長ＣＥＯ 文 晟新 氏 

      一般社団法人ＢＬＵＥ ＢＥＥＳ 理事長 鈴木 良昭 氏 

○ 主に論議された事項 

・ｅスポーツ大会開催に係る会場の大きさ、開催頻度及び賞金 

・プロｅスポーツチームの活動状況 

・ｅスポーツによる地域おこし 

・ｅスポーツのインターネット上の視聴における料金徴収 

・アジア競技大会におけるｅスポーツの採用 

・障害者、ひきこもり、不登校の青少年等に対するｅスポーツの効果 

・ｅスポーツを契機とするデジタル人材の育成 

 



  カ 一般会計・特別会計決算特別委員会 

 日 時 10月 19日（月）午後０時 59分 ～ 午後３時 34分  

出席者 伊藤勝人  木藤俊郎   正副委員長 

    松川浩明  坂田憲治  堀嵜純一  藤原宏樹  神谷和利  村瀬正臣 

平松利英  谷口知美  天野正基  小山たすく  朝倉浩一  各委員 

 

○ 付託案件 

  決算第１号  令和元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４号  令和元年度愛知県国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 

決算第５号  令和元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 

・子育て支援対策基金を活用した保育所等の整備実績 

・本年度における待機児童の実態と対策 

・子ども食堂推進事業における事業効果 

  ・認知症対応プログラムの実証に関する具体的な取組内容 

  ・美浜町の養鶏場における野犬への対応状況 

  ・本県における保育士養成施設への入学状況 

  ・保育士資格取得を目指す学生への支援 

  ・健康日本 21あいち新計画の取組状況 

  ・あいち健康マイレージ事業の企業との連携状況 

  ・愛知県保育士・保育所支援センターの周知に向けた取組 

  ・西三河南部地区新設特別支援学校の開校に向けた整備状況 

  ・西三河南部地区新設特別支援学校の開校に伴う効果 

  ・高等学校等奨学金貸付金の貸与要件、貸与額、返還期間及び返還方法 

  ・高等学校等奨学金貸付金の収入未済状況 

  ・スクールカウンセラーの設置目的と活動内容 

  ・インターネット上のいじめに対する取組 

  ・2020東京オリンピック・パラリンピックあいち選手強化事業の具体的内容と事業効果 

  ・第 32回オリンピック競技大会の延期による 2020東京オリンピック・パラリンピックあい

ち選手強化事業への影響 

  ・高等学校男女共同参画推進事業、あいちグローバル人材育成事業及び高等学校海外連携推

進事業において、異文化交流や海外派遣に参加した生徒が得た成果 

 

 

 

 

 



 日 時 10月 20日（火）午後０時 59分 ～ 午後３時 57分  

出席者 伊藤勝人  木藤俊郎   正副委員長 

    松川浩明  坂田憲治  堀嵜純一  藤原宏樹  神谷和利  村瀬正臣 

平松利英  谷口知美  天野正基  小山たすく  朝倉浩一  各委員 

 

○ 付託案件 

  決算第１号  令和元年度愛知県一般会計歳入歳出決算 

          歳出第５款環境費及びこれに関する歳入 

          歳出第８款農林水産費及びこれに関する歳入 

  決算第７号  令和元年度愛知県就農支援資金特別会計歳入歳出決算 

  決算第８号  令和元年度愛知県県有林野特別会計歳入歳出決算 

  決算第９号  令和元年度愛知県林業改善資金特別会計歳入歳出決算 

  決算第10号  令和元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 

・地球温暖化対策計画書制度の評価結果 

・事業者が提出した地球温暖化対策計画書に対する県の助言内容 

・温室効果ガスの排出量削減に取り組む中小企業者への支援 

・第４次環境基本計画における重点施策の主な取組 

・次世代自動車の普及に向けた今後の取組方針 

・一日もりの学舎ようちえん及び森の伝道師派遣の事業内容と応募状況 

・ＰＣＢ廃棄物の処理方法及び処理期限 

・県内におけるＰＣＢ廃棄物の保管状況及び処理実績 

・高濃度ＰＣＢ廃棄物を保管する事業者への指導状況 

・次世代技術を活用した水田営農強化事業の目的と取組の成果 

・土地改良事業及び農地防災事業における入札不調件数とその要因 

・いいともあいちブランド力強化事業の取組内容とその成果 

・スマート農業実証推進事業の取組内容とその成果 

・ＣＳＦ（豚熱）発生時における本県の防疫体制 

・ＣＳＦ（豚熱）発生農家への支援内容とＣＳＦ発生農家の経営再開状況 

・あいちのスマート林業推進事業における取組内容 

・新規就農者の確保に向けた本県の取組 

・農起業支援センターの昨年度における活動実績と相談後の就農状況 

・農業次世代人材投資資金の交付状況と交付を受けた者の活動状況 

・農地中間管理事業の事業内容と昨年度の実績 

 

 

 

 

 



 日 時 10月 26日（月）午後０時 58分 ～ 午後３時 11分  

出席者 伊藤勝人  木藤俊郎   正副委員長 

    松川浩明  坂田憲治  堀嵜純一  藤原宏樹  神谷和利  村瀬正臣 

平松利英  谷口知美  天野正基  小山たすく  朝倉浩一  各委員 

 

○ 付託案件 

  決算第１号  令和元年度愛知県一般会計歳入歳出決算 

          歳出第３款振興費及びこれに関する歳入 

          歳出第10款警察費及びこれに関する歳入 

○ 主に論議された事項 

  ・令和元年度における交差点での安全対策 

・令和元年度における歩車分離式信号機とＬＥＤ式信号灯器の整備状況及び整備による効果 

・可搬式速度違反自動取締装置の導入に至った経緯 

・可搬式速度違反自動取締装置の運用実績と今後の運用方針 

・愛知県警察が認知機能検査を直接実施するに至った経緯 

・認知機能検査に要する費用 

・交番・駐在所の建て替え等の状況 

・交番等の建築における女性警察官への配慮 

・交番・駐在所における安全対策 

・2021年のＦＩＡ世界ラリー選手権ラリージャパンの開催に向けた県の取組 

・ラグビーワールドカップ 2019開催による成果 

・ホームドア設置促進事業の概要 

・ホームドアの設置効果と今後の設置予定 

・フィルムコミッション活動支援事業の主な取組と効果 

・アジア競技大会における選手村後利用の検討状況 

・アジア競技大会とアジアパラ競技大会の同時開催に向けた検討状況 

・愛知県多言語コールセンターの概要と昨年度の利用実績 

・ラグビーワールドカップ 2019における愛知県多言語コールセンターの利用実績 

・観光施設費等補助金の概要と効果 

・観光施設費等補助金の市町村等からの申請と交付状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 日 時 10月 27日（火）午後０時 59分 ～ 午後４時 23分  

出席者 伊藤勝人  木藤俊郎   正副委員長 

    松川浩明  坂田憲治  堀嵜純一  藤原宏樹  神谷和利  村瀬正臣 

平松利英  谷口知美  天野正基  小山たすく  朝倉浩一  各委員 

 

○ 付託案件 

  決算第１号  令和元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９款建設費及びこれに関する歳入 

        歳出第12款災害復旧費及びこれに関する歳入 

決算第６号  令和元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 

決算第11号  令和元年度愛知県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算 

決算第12号  令和元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 

  ・あいちスタートアップ創業支援事業費補助金の目的、内容及び昨年度実績 

・繊維産業の振興に向けた取組と実績 

・あいち子育て女性再就職サポートセンターの事業内容と昨年度実績 

・あいち子育て女性再就職サポートセンター利用者の就労状況 

・ママ・ジョブ・あいちとあいちマザーズハローワークの支援内容の違いと２事業の相互連

携 

・本県における水素ステーションの整備状況と今後の整備方針 

・自動運転社会実装推進事業、無人飛行ロボット社会実装推進事業、サービスロボット社会

実装推進事業及び介護・リハビリ支援ロボット社会実装推進事業における昨年度の取組内

容、事業成果及び今後の活用方法 

・中小企業高度化事業貸付金における収入未済の状況と債権回収状況 

・中小企業高度化事業貸付金の収入未済解消に向けた今後の取組 

・あいちＵＩＪターン支援センターの委託業務を単年度契約で締結するメリットとデメリッ

ト 

・首都圏人材確保支援事業において移住支援金の支給実績がゼロとなった要因と改善策 

・防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策により実施した樹木伐採の効果と今後の

再繁茂防止に向けた取組 

・県内における危険なブロック塀の現状と今後の対策 

・昨年度における県営住宅使用料の徴収状況と滞納者への対策 

・民間住宅における耐震診断費補助金及び耐震改修費補助金の実績と耐震化に向けた取組 

・自転車通行空間の整備効果 

  ・各市町村における自転車ネットワーク計画の策定状況と計画策定に当たっての本県の支援

内容 

  ・県有地の無断使用に至った経緯と無断使用解消に向けた今後の取組 

 



 日 時 11月 10日（火）午後１時 ～ 午後２時２分  

出席者 伊藤勝人  木藤俊郎   正副委員長 

    松川浩明  坂田憲治  堀嵜純一  藤原宏樹  神谷和利  村瀬正臣 

平松利英  谷口知美  天野正基  小山たすく  朝倉浩一  各委員 

 

○ 付託案件 

  決算第１号  令和元年度愛知県一般会計歳入歳出決算 

          歳出第４款県民文化費及びこれに関する歳入 

○ 主に論議された事項 

  ・あいちトリエンナーレ 2019の総事業費 

  ・あいちトリエンナーレ 2019の展示中止や再会に要した費用 

  ・女性の活躍中小企業情報発信事業の概要と目的 

  ・女性の活躍中小企業情報発信事業の成果 

  ・消防団加入促進事業費補助金を活用した若者の消防団加入促進のための取組 

  ・ラグビーワールドカップ 2019における消防・救急の警戒態勢 

  ・ラグビーワールドカップ 2019消防特別警戒対策費の具体的な内容 

  ・ラグビーワールドカップ 2019での経験を踏まえた今後の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 日 時 11月 19日（木）午後０時 59分 ～ 午後２時 16分  

出席者 伊藤勝人  木藤俊郎   正副委員長 

    松川浩明  坂田憲治  堀嵜純一  藤原宏樹  村瀬正臣  平松利英 

  谷口知美  天野正基  小山たすく  朝倉浩一  各委員 

 

○ 付託案件 

決算番号 件    名 審査結果 

１ 令和元年度愛知県一般会計歳入歳出決算 全員一致認定 

２ 令和元年度愛知県公債管理特別会計歳入歳出決算 〃  

３ 令和元年度愛知県証紙特別会計歳入歳出決算 〃 

４ 
令和元年度愛知県国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算 
〃  

５ 
令和元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 
〃  

６ 
令和元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 
〃  

７ 令和元年度愛知県就農支援資金特別会計歳入歳出決算 〃  

８ 令和元年度愛知県県有林野特別会計歳入歳出決算 〃  

９ 令和元年度愛知県林業改善資金特別会計歳入歳出決算 〃  

10 
令和元年度愛知県沿岸漁業改善資金特別会計歳入歳出決

算 
〃  

11 令和元年度愛知県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算 〃  

12 
令和元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 

  ・中京大都市圏の実現に向けた取組とその成果 

  ・中京大都市圏の実現に向けた近隣県との連携状況と今後の取組 

  ・しなやか県庁創造プランにおける取組内容とその成果 

  ・しなやか県庁創造プランの評価とあいち行革プラン 2020策定に当たっての反映状況 

  ・ＲＰＡの試行導入に係る決算額と事業内容 

  ・ＲＰＡの試行導入による成果と課題 

  ・本年度におけるＲＰＡの活用状況と今後の活用方法 

  ・ＲＰＡの活用促進に向けたデジタル人材育成の取組 

  ・県内市町村におけるＲＰＡの導入状況 

・ＲＰＡの活用促進に向けたあいちＡＩ・ロボティクス連携共同研究会の今後の取組 

・地方税滞納整理機構を廃止した理由 

・収入未済額解消に向けた県内市町村への支援内容 

・公有財産の売却に係る売払代金の分納・延納制度 

・他都道府県における税外未収金の債権管理に係る条例等の制定状況 

・債権管理に係る基本方針等の策定に向けた今後の取組 



キ 公営企業会計決算特別委員会 

日  時  10月 14日（水）午後１時 ～ 午後４時 10分  

出席者  神野博史  久野哲生  正副委員長 

直江弘文  杉浦孝成  石 吾歩路  山本浩史  政木りか  杉江繁樹 

長江正成  永井雅彦  安井伸治  加藤貴志  神谷まさひろ  各委員 

 

○ 付託案件 

決算番号 件    名 審査結果 

13 令和元年度愛知県県立病院事業会計決算 全員一致認定 

17 
令和元年度愛知県流域下水道事業会計決算 〃 

令和元年度愛知県流域下水道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 

・がんセンターにおける医師確保のための取組 

・がんセンターにおける医師の働き方改革 

・がんセンターにおける医療スタッフの充足状況 

・県立病院におけるクリニカルパスの利用状況と利用促進のための取組 

・精神医療センターにおけるＡＣＴあいちの年間利用者数 

・がんセンターの特定機能病院承認に向けた取組の進捗状況 

  ・がんセンターが特定機能病院に承認された場合の収益改善 

・県立病院中期計画の主な成果指標の達成状況 

・過年度医業未収金の発生理由、発生防止対策及び回収に向けた取組 

  ・エキスパートパネルにおいてＡＩ技術を活用する理由とその進捗状況 

  ・がんゲノム医療の目指すべき姿 

  ・がんセンターにおける人材育成 

  ・医療部門におけるデジタル化の推進 

  ・がんセンターと大学病院の違い 

  ・あいち小児保健医療総合センターにおける研究員の業務 

・あいち小児保健医療総合センターにおけるセカンドオピニオン外来の状況 

・あいち小児保健医療総合センターの在宅医療支援 

  ・あいち小児保健医療総合センターにおける虐待、ＤＶへの対応 

  ・衣浦西部流域下水道事業の汚泥焼却施設機械設備工事の進捗状況 

・あいち下水道ビジョン 2025における下水道普及率の進捗状況  

・流域下水道の幹線管渠工事の状況 

・流域下水道事業に従事する職員の専門性 

 

 

 

 



日  時  10月 15日（木）午後０時 59分 ～ 午後２時 52分  

出席者  神野博史  久野哲生  正副委員長 

直江弘文  杉浦孝成  石 吾歩路  山本浩史  政木りか  杉江繁樹 

長江正成  永井雅彦  安井伸治  加藤貴志  神谷まさひろ  各委員 

 

○ 付託案件 

決算番号 件    名 審査結果 

14 
令和元年度愛知県水道事業会計決算 全員一致認定 

令和元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 
令和元年度愛知県工業用水道事業会計決算 全員一致認定 

令和元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 
令和元年度愛知県用地造成事業会計決算 全員一致認定 

令和元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 

・中部臨空都市における企業誘致の状況 

・新型コロナウイルスの影響に伴う立地企業への支援策 

・三河港周辺の未処分宅地の状況 

・臨海用地の分譲に向けた今後の方針 

・事業未着手地区の現状と今後の利活用方針 

・工業用水道料金の滞納額が生じている理由と滞納者への対応 

・企業ニーズの観点から企業庁が開発に適していると考える用地 

・刈谷依佐美地区の開発効果 

・内陸用地の造成に向けた取組方針 

・水道事業会計における支払利息の状況 

・長良川河口堰における工業用水の利用状況 

・徳山ダムの管理費及び今後の活用見込み 

・開発予定地に埋蔵文化財包蔵地が含まれている場合の対応方法 

・用地造成工事を行うに当たっての希少種保全に向けた取組 

・水道及び工業用水道の請負工事件数のうち変更契約を行った割合とその理由 

・管路工事における資材価格の状況 

  ・企業庁におけるデジタル化に向けた取組 



（２）県内調査 

委 員 会 名 月 日（曜） 調  査  先 出  席  委  員 

行財政改革・ 

地方創生調査 

特別委員会 

10月16日（金） １ 一宮警察署 

水野、樹神 正副委員長 

飛田、近藤、寺西、山田、鈴木（雅）、 

佐藤（英）、杉浦（正）、朝日、 

塚本、富田、安藤、鳴海、木藤 

各委員 

安全・安心対策 

特別委員会 
11月２日（月） １ 愛知県警察航空隊 

水谷、新海 正副委員長 

中野、須﨑、佐藤（一）、山本、 

南部、小山、佐波、朝倉、加藤、 

柴田、神谷（ま） 各委員 

 


