
○ 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 ７月 28日（水）午後０時 59分 ～ 午後２時 40分  

出席者 伊藤勝人   田中泰彦   正副委員長 

      伊藤辰夫   高桑敏直   山本浩史   山下智也   新海正春   佐藤英俊 

高橋正子   富田昭雄   朝倉浩一   おおたけりえ   加藤貴志   柴田高伸 

各委員 

 

○ 議題 

  ・委員会の運営について 

・あいち行革プラン 2020の進捗状況について 

  ・地方創生の進捗状況について 

○ 主に論議された事項 

・新グッドジョブ運動の取組内容、ＩＣＴを活用した取組の応募状況、業務の工夫・改善が

絶えず行われる職場づくりに向けた取組 

・行政手続のオンライン化の対象及び実施方法、オンライン化に向けた課題 

・マイナンバーカードの普及に向けた国のスケジュール、県の取組 

・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた、まち・ひと・しごと創生総合戦略の見直し 

・国際芸術祭「あいち2022」の取組方向 

・アーティスト等緊急支援事業で制作した映像作品の活用 

 

イ 産業イノベーション推進特別委員会 

 日 時 ７月 28日（水）午後１時 ～ 午後２時 12分  

出席者 神野博史   鈴木まさと   正副委員長 

     鈴木喜博   須﨑かん   近藤裕人   丹羽洋章    秀樹   神谷和利 

西川厚志   安藤としき   西久保ながし   永井雅彦   木藤俊郎 

筒井タカヤ   各委員 

 

○ 議題 

  ・ＤＸを巡る現状と今後の展望 

○ 主に論議された事項 

・なし 

 

 

 

 

 

 



  ウ 安全・安心対策特別委員会 

 日 時 ８月 26日（木）午後０時 59分 ～ 午後１時 46分  

出席者 天野正基   神戸健太郎   正副委員長 

     杉浦孝成   中野治美   森下利久   飛田常年   島倉 誠    かじ山義章 

    黒田太郎   小木曽史人   荻原宏悦   しまぶくろ朝太郎   各委員 

 

○ 議題 

 ・あいち地域安全戦略について 

○ 主に論議された事項 

・若者の防犯意識、規範意識の醸成のための取組及び子ども期の教育 

・高級車の自動車盗対策 

・特殊詐欺手口の地域偏在 

・コロナ禍における地域自主防犯活動活発化促進事業の応募状況 

・若者・子どもへの薬物乱用防止対策 

・防犯カメラの設置状況及び設置促進策 

・住宅インターホン映像の防犯への活用 



  エ 人づくり・福祉対策特別委員会 

 日 時 ７月 29日（木）午後０時 59分 ～ 午後１時 58分  

出席者 谷口知美   成田 修   正副委員長 

     横井五六   藤原宏樹   ますだ裕二   今井隆喜   村瀬正臣   森井元志 

    小山たすく   樹神義和   福田喜夫   岡 明彦   神谷まさひろ   各委員 

 

○ 議題 

  ・困難を抱える若者の支援について 

○ 主に論議された事項 

  ・日本語指導が必要な外国籍の児童生徒への支援 

・市町村における子ども・若者支援地域協議会の設置促進 

・児童養護施設等の施設退所者への支援 

 

 日 時 ８月 26日（木）午後０時 58分 ～ 午後２時 21分  

出席者 谷口知美   成田 修   正副委員長 

     横井五六   藤原宏樹   ますだ裕二   今井隆喜   村瀬正臣   森井元志 

     小山たすく   樹神義和   福田喜夫   岡 明彦   神谷まさひろ   各委員 

 

○ 議題 

 ・子どものこころの諸問題への科学的な支援・アプローチについて 

  ※ 参考人 

    金沢大学子どものこころの発達研究センター センター長 横山 茂 氏 

○ 主に論議された事項 

・発達障害と診断される子供が増加している要因 

・発達障害を早期に発見するメリット 

・自閉症の子供を持つ親への支援 

・発達障害等を抱える人への理解を深めるための啓発活動 



  オ アジア競技大会調査特別委員会 

 日 時 ７月 21日（水）午後２時３分 ～ 午後３時 32分  

出席者 松川浩明   嶋口忠弘   正副委員長 

     峰野 修   坂田憲治   原よしのぶ   渡辺 昇   いなもと和仁   鈴木雅博 

     日高 章   鈴木 純   水谷満信   桜井秀樹   犬飼明佳   園山康男 

各委員 

 

○ 議題 

  ・選手村後利用の交通まちづくりについて 

   ※  参考人 

      名城大学 理工学部 社会基盤デザイン工学科 教授 松本 幸正 氏 

○ 主に論議された事項 

・選手村後利用区域における交通量 

・選手村後利用区域における既存の商業施設 

・第 20回アジア競技大会選手村後利用基本構想の概要 

・選手村後利用区域における回遊性の向上 

・第 20回アジア競技大会選手村後利用基本構想におけるバリアフリー化 

・仮設する選手村の後利用 

 



  カ 新型コロナウイルス感染症対策特別委員会 

 日 時 ７月 16日（金）午後０時 58分 ～ 午後４時 29分  

出席者 直江弘文   かじ山義章    正副委員長 

    水野富夫   神戸洋美   川嶋太郎   高桑敏直   石 吾歩路   藤原宏樹 

    丹羽洋章   ますだ裕二   鈴木雅博   富田昭雄   鈴木 純   日比たけまさ 

    黒田太郎   おおたけりえ   荻原宏悦   神谷まさひろ   各委員 

 

○ 議題 

  ・愛知県厳重警戒措置について 

  ・飲食店に対する第三者認証制度「ニューあいちスタンダード」の進捗状況について 

○ 主に論議された事項 

  ・新型コロナワクチン接種の効果 

  ・新型コロナワクチン接種に係る情報発信の在り方 

  ・ニューあいちスタンダード認証店舗に対するインセンティブ 

  ・ニューあいちスタンダードの認証手続 

  ・感染状況に応じたニューあいちスタンダード認証基準の見直し 

  ・ニューあいちスタンダードに係る周知、広報 

  ・感染症対策を行う事業者への支援 

  ・県融資制度を利用している飲食店が倒産した場合の県の財政負担 

  ・中小企業等応援金に係る誓約書の項目 

  ・飲食店に対し酒類の提供自粛を求める根拠 

  ・市町村における新型コロナワクチン接種計画の見直し 

  ・新型コロナワクチンの供給及び調整枠の配分 

  ・自宅療養者に対する巡回診療の取組 

  ・大規模集団接種会場の開設の考え方 

  ・新型コロナワクチンの接種目標及び接種率を上げるための取組 

  ・新型コロナウイルスの感染経路とその対策 

   ・飲食店の見回りの実施状況 



 日 時 ９月 14日（火）午前９時 58分 ～ 午後２時 40分  

出席者 直江弘文   かじ山義章   正副委員長 

    水野富夫   神戸洋美   川嶋太郎   高桑敏直   石 吾歩路   藤原宏樹 

    丹羽洋章   ますだ裕二   鈴木雅博   富田昭雄   鈴木 純   日比たけまさ 

    黒田太郎   おおたけりえ   荻原宏悦   神谷まさひろ 各委員 

 

○ 議題 

  ・新型コロナワクチンの接種状況について 

  ・医療提供体制の確保について 

○ 主に論議された事項 

  ・医療提供体制の状況 

  ・新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者についての県・市町村間の情報共有 

  ・新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時に向けた検査体制整備 

  ・保健所の業務ひっ迫状況及び負担軽減に向けた取組 

  ・県立学校生徒への新型コロナワクチン接種の取組及び接種に係る情報提供の在り方 

  ・妊婦への新型コロナワクチン優先接種 

  ・新型コロナワクチン接種の効果 

  ・12歳から 15歳までの子供への新型コロナワクチン接種の促進に向けた取組 

  ・新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者への検査に係る情報提供方法 

  ・あいちワクチンステーション栄の予約受付状況 

  ・新型コロナワクチン接種の進展に応じた今後の接種体制 

  ・新型コロナウイルス感染症患者の子供への対応 

  ・外国人技能実習生への新型コロナワクチン接種支援 

  ・新型コロナワクチン職域接種の現状 

  ・10歳未満の子供における新型コロナウイルス感染症の感染状況 

  ・愛知県国際展示場で開催された野外音楽イベントに係る第三者委員会の概要 

  ・愛知県国際展示場で開催された野外音楽イベントの参加者へのＰＣＲ検査の費用負担 

  ・病床の空き状況を病院間で共有できるシステムの導入及びＤＭＡＴによる入院調整 



キ 議員定数等調査特別委員会 

 日 時  ７月 27日（火）午前 10時 59分 ～ 午前 11時 25分  

出席者  久保田浩文   安藤としき   正副委員長 

直江弘文   水野富夫   杉浦孝成   峰野 修   島倉 誠   いなもと和仁 

長江正成   森井元志   永井雅彦   渡辺 靖   岡 明彦   各委員   

 

○ 議題 

  ・今後の委員会運営について 

○ 主に論議された事項 

・今後の本委員会における検討事項 

 

 日 時  ９月３日（金）午後３時～ 午後３時 10分  

出席者  久保田浩文   安藤としき   正副委員長 

直江弘文   水野富夫   松川浩明   杉浦孝成   峰野 修   島倉 誠 

いなもと和仁   長江正成   森井元志   永井雅彦   渡辺 靖   岡 明彦    

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 

・本委員会における検討事項 

・本委員会として具体的な結論を出す時期 

 


