
□佐藤一志（自民）
１ 台風等による河川並びに雨水対策 
２ 航空宇宙産業の支援
３ 中部国際空港の機能強化
□日比たけまさ（新政）
１ アレルギーおよび健康を害する
化学物質に対する取組

□平松利英（自民）
１ 無電柱化対策
２ 尾張北部の幹線道路整備
３ スタートアップ支援
□岡　明彦（公明）
１ 災害拠点病院のＢＣＰ
２ 低出生体重児向け母子手帳
３ 市町村におけるＡＩやＲＰＡの
活用

４ 県立学校におけるクラウド
ファンディング

□渡辺　靖（新政）
１ 第20回アジア競技大会 愛知・
名古屋2026の開催にあたり、
アジアパラ競技開催の考え

（1）日本パラリンピック委員会の
要請を受けての調査内容と
現状

（2）アジア競技大会で使用する
競技会場のバリアフリー・
ユニバーサルデザイン

（3）スポーツ庁から委託を受けて
いるオリンピック・パラリンピック
教育の推進事業の取組み内容

　　と成果
□日高　章（自民）
１ あいちオレンジタウン構想による
認知症施策の推進

２ あいち健康プラザの見直し

代表質問

□自由民主党
　石塚 吾歩路

□新政あいち
　嶋口 忠弘

浸水被害に備えた救出・救助拠点の整備と広域避難
木曽三川の下流域や、西三河南部、東三河南部に広がるゼロ
メートル地帯では、河川・海岸堤防の沈下や津波により、深刻な

浸水被害の発生が想定されている。地震・津波災害から県民の命を
守っていくためには、河川・海岸堤防の耐震対策を推進するとともに、
浸水被害の発生に備え、避難や救出・救助の体制を構築することが
極めて重要である。
ゼロメートル地帯における大規模な浸水被害に備え、救出・救助の
ための拠点の整備と広域避難についてどのように取り組んでいくのか、
知事の所見を伺う。

浸水被害から県民の命を守っていくためには、浸水区域に
残された人 を々迅速に救出し、安全な場所に的確に避難させる

ことが不可欠である。
このため、浸水区域内における救出・救助の活動拠点を、木曽三川
下流域に２か所、西三河・東三河に各１か所順次整備することとし、
本年度、愛西市で造成工事に着手したほか、西尾市では基本設計を
前倒しして進めており、早期供用開始に向け取り組んでいく。
また、自治体間で締結されている災害時の相互応援協定の実効性を
一層高めるため、海部地域をモデルに、市町村域を越えた避難体制の
在り方についても検討を進めていく。

災害から県民の命・財産を守る強靱な県土づくり
水防法等の一部を改正する法律案では、全国各地で豪雨が
頻発し、激甚化していることに対応するため、ハード・ソフト対策を

一体として、社会全体で備える水防災意識社会の再構築への取組が
必要とされている。
本県においても、「逃げ遅れゼロ」「社会経済被害の最小化」を実現し、
災害から県民の命・財産を守るための抜本的対策が急務である。
「逃げ遅れゼロ」「社会経済被害の最小化」を実現し、社会全体で備える
水防災意識社会の再構築にどのように取り組んでいくのか、知事の
所見を伺う。

国において「水防災意識社会の再構築」の取組が進められ、本県に
おいても、県や市町村等が一体となってこの取組を推進している。

具体的には、ハード対策として、河川整備計画に基づいた河川改修に
加え、現況河川の流下能力を最大限活用するため、堆積土砂や雑木の
除去を集中的に実施している。
ソフト対策としては、避難先、取るべき行動を住民一人ひとりが考える
「みずから守るプログラム」を実施してきた。
また、市町村への支援として、河川の氾濫の恐れを河川管理者から
市町村長へ直接伝達する「ホットライン」を構築している。

１ 県税収入の見通しと今後
の財政運営

２ 次代を担うモノづくり産業
の振興

（1）ロボット産業の振興
３ 第４次産業革命に対応した
イノベーションを推進する
スタートアップ・エコシステム
形成に向けた取組

４ 県民750万人全員活躍社会
づくり

（1）民間企業における障害者
の就労支援

（2）多文化共生社会づくりの
推進

５ 働き方改革の推進
（1）教員の多忙化解消と良好

な教育環境の整備
６ 子ども・子育て応援社会
づくり

（1）子ども・子育て支援の充実
（2）児童虐待防止に関する

取組
７ 安全・安心なまちづくり
（1）災害から県民の命・財産

を守る強靱な県土づくり
　
（2）交通事故死者数全国

ワースト１位返上に向けた
取組

３ スタートアップ支援拠点整備に
よる産業振興

□小木曽史人（新政）
１ 「予期せぬ妊娠」相談事業
２ 未就学児童に対する自然環境
教育の推進

３ 事業承継におけるマッチング支援
□飛田常年（自民）
１ 愛知県県営住宅条例の一部改正
２ 愛知県国土利用計画の改定
３ 次期行革大綱
□鈴木雅博（自民）
１ 愛知県棒の手の国の重要無形
民俗文化財の指定に向けた
取り組み

２ 中山間地における高校の魅力化
３ 小中学校における養護教諭の
配置の充実

県議会だより県議会だより

一般質問

質問

答弁

12月５日、次の２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しました。

令和２（2020）年１月11日発行

４ ジブリパークを核とした周辺
自治体等の連携

□河合洋介（新政）
１ あいち小児保健医療総合
センター

２ キャッシュレス社会
□新海正春（自民）
１ ＣＳＦ対策
２ スマート農業の推進
３ 「愛知目標」の達成に向けた
生物多様性保全の取組

□杉浦正和（自民）
１ 農業における生産性向上施策
（1）農地の集約・集積
（2）農業改良普及事業
２ 本県の建設工事におけるＩＣＴ
の導入

３ 豊橋市内の幹線道路整備

□浅井よしたか（新政）
１ 街路樹や植樹帯の新たな管理
方針策定

２ 災害に備えた官民連携体制の強化
３ 県立高校への国際バカロレア
教育導入

□ますだ裕二（自民）
１ 愛知県中警察署栄幹部交番の
機能拡充

（1）交番のセキュリティ強化
（2）多言語対応
（3）女性警察官の交番勤務環境
２ 歓楽街における駐車対策
（1）荷捌き用車両の駐車場所の

確保を含めたパーキング・
メーターの在り方

（2）国家戦略特区エリアマネジメント
の民間開放の特例制度活用

令和元年12月
定例議会

主な質問及び答弁内容 主な質問及び答弁内容

質問

答弁

知事提出議案の提案理由説明の
ようす

詳細は右記にて

詳細は右記にて

12月６日及び９日の２日間にわたり一般質問が行われ、次の14人の議員が県政の当面する諸課題について質問しました。

問い合わせ先：愛知県議会事務局☎（052）954－6742（ダイヤルイン）　〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

　  委員会
　12月11日、12日、13日及び16日に各常任委員会が開催
され、それぞれ付託された知事提出議案の審査及び一般
質問が行われました。

　  請願
　３件の請願が提出され、関係常任委員会で審査された後、
本会議で審議され、すべて採択されました。
●「令和２年度愛知県私学振興予算の充実」について
●「令和２年度愛知県私立幼稚園関係予算の充実」について
●「『教育の公平』をめざして、学費と教育条件の公私格差を
抜本的に是正するために、私学助成の拡充をもとめる」
について

※会派は次のとおり略称としました。
（自民）＝自由民主党愛知県議員団
（新政）＝新政あいち県議団

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
しています。
●本会議及び委員会の会議録について順次掲載しています。
●本会議中継や、おおむね過去１年分の録画映像を提供
しています。録画映像はスマートフォン、タブレット端末等
からもご覧いただけます。

●テレビ放送「愛知県議会だより」を一定の間、
動画配信しています。
ぜひ、ご覧ください。

お知らせ

  ● 代表質問：２月28日（金）
  ● 一般質問：３月２日（月）～４日（水）
  ● 議案質疑：３月６日（金）、９日（月）、10日（火）
  ● 委 員 会：３月11日（水）、13日（金）、16日（月）～18日（水）

https://www.pref.aichi.jp/gikai/

令和２年２月定例愛知県議会（予定）
［会期：２月19日（水）～３月25日（水）］

認知症施策の取組の
充実・強化などを推進する
認知症施策の取組の
充実・強化などを推進する令和元年度補正予算を可決令和元年度補正予算を可決
令和元年12月定例愛知県議会は、12月３日に開会し、18日間の会期を経て12月20日に閉会しました。
その概要をお知らせします。
令和元年12月定例愛知県議会は、12月３日に開会し、18日間の会期を経て12月20日に閉会しました。
その概要をお知らせします。

　知事から、「令和元年度愛知県一般会計補正予算」や「無料低額宿泊所の設備及び運営に
関する基準を定める条例の制定について」など32件の議案（予算：10、条例：８、その他議案：14）
が提出され、本会議の審議、委員会の審査を経て、すべて可決、同意又は承認されました。
　なお、閉会中に継続審査されていた平成30年度一般会計・特別会計決算13件及び公営企業
会計決算４件等は、すべて認定又は可決されました。

　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等に提出されました。
　●安全なまちづくりの推進について
　●教職員の定数改善及び教育予算の確保等について

　16年連続して交通事故死者数
全国ワースト１位という危機的状況
を打開するため、次の決議が12月３日
に可決されました。
　●交通死亡事故の根絶について

　●被災者生活再建支援制度の拡充について
　●新たな過疎対策法の制定について
　●子どもの医療費助成制度に係る国民健康保険の
国庫負担減額調整措置の廃止について

　●地震財特法の期限延長について

知事提出
議 案 等

議員提出
議　　案
（意見書）

議員提出
議　　案
（決　議）

（公明）＝公明党愛知県議員団

１ 行財政運営
（1）県税収入の見通しと今後

の財政運営
（2）次期行革大綱の策定
２ 新しい時代に飛躍する愛知
づくり

（1）第２期の人口ビジョンと
総合戦略

（2）アイチ・スカイ・エキスポ
の利用促進に向けた
ｅスポーツイベントの活用

（3）名古屋港の浚渫土砂による

中部国際空港沖公有水面
埋立事業

（4）林業振興
３ 活力と魅力あふれる愛知の実現
（1）観光振興
（2）ＦＩＡ世界ラリー選手権
（ＷＲＣ）の愛知・岐阜開催

（3）あいちトリエンナーレ
４ 安全・安心な暮らしの実現
（1）河川の治水対策
（2）ゼロメートル地帯における

災害対策
　ア 浸水被害に備えた救出・

救助拠点の整備と広域
避難

　
　イ 農地防災施設の整備
（3）地域医療構想の推進
５ 次代を担う人づくり
（1）新しい時代における魅力

ある高等学校づくり


