
□近藤裕人（自民）
１ あいちスタートアップ戦略
２ アジア競技大会・パラ競技大会
に向けた取組

３ 名古屋東部地域のポテンシャル
□富田昭雄（新政）
１ 教育問題
２ 高齢化問題
３ 行政改革
□成田　修（自民）
１ 高級ホテルの誘致
２ 高齢者の社会参加の推進
□加藤貴志（公明）
１ 被災時における縮災に向けた
取り組み

２ コミュニティ・カーシェアリングを
始めとする移動手段の確保に
関して
  （1）県内の取り組み状況
  （2）高齢者の移動支援
３ 障害者雇用の促進
□おおたけりえ（新政）
１ 中小企業における女性の活躍
推進

２ 小児がん対策
３ 子どもの貧困対策
４ 東三河振興ビジョン
□青山省三（自民）
１ 全国植樹祭開催後の魅力ある
愛知県森林公園づくり

２ 主要幹線道路の渋滞及び
踏切対策

３ 豪雨災害に備えた河川改修の
推進

４ 教育の質の確保と県立高校の
空調設備

□天野正基（新政）
１ 乳幼児期の子どもを持つ
外国人支援

２ 県立高校における情報端末の
整備

３ 障害者支援策
□野中泰志（自民）
１ 防災対策
２ 地域包括ケア
□村瀬正臣（自民）
１ ３歳児健診における視力検査
２ あいち健康マイレージ事業
３ 子どもの安全な通行を確保する
ための交通安全対策
□永井雅彦（新政）
１ 外国人技能実習生の支援
２ ＭａａＳによるスマートシティの
実現

□杉江繁樹（自民）
１ 愛知県国際展示場アイチ・
スカイ・エキスポの利用促進

２ 窯業支援のための資源確保
□山田たかお（自民）
１ 河川の樹木伐採
２ 佐久島のインフラ整備
３ 西三河新設特別支援学校
□桜井秀樹（新政）
１ これからの産業政策に求め
られるもの

２ 教員の多忙化解消に向けた
取組み

□神戸健太郎（自民）
１ 消費生活における安心・安全
の確保

２ 就職氷河期世代への就業支援
３ 県営住宅の整備

　総務企画委員会
●令和２年度愛知県公債管理
　特別会計予算
●令和２年度愛知県証紙特別会計予算
●知事等の損害賠償責任の一部免責に関する
条例の制定

●愛知県行政機関設置条例の一部改正
●地方教育行政の組織及び運営に関する法律第
二十三条第一項の規定に基づく職務権限の特例
に関する条例及び愛知県局設置条例の一部改正

●文化振興基金条例等の一部改正
●愛知県手数料条例の一部改正
●愛知県県税条例の一部改正
●愛知県職員定数条例の一部改正
●職員の給与に関する条例の一部改正
●知事等の給与の特例に関する条例の一部改正
●県吏員職員退隠料退職給与金遺族扶助料支給
規則の一部改正

●恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び
退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の
退隠料及び退職給与金の基礎となるべき在職
期間との通算に関する条例の一部改正

●愛知県災害対策本部条例等の一部改正
●監査委員に関する条例の一部改正
●社会資本整備等推進基金条例及び福祉推進
整備基金条例の廃止

●包括外部監査契約の締結

　県民環境委員会
●愛知県公立大学法人に係る地方独立行政法人
法第十九条の二第四項の額を定める条例の制定

●愛知県情報公開条例及び愛知県個人情報保護
条例の一部改正

●愛知県観光施設条例の一部改正

　福祉医療委員会
●令和２年度愛知県母子父子
　寡婦福祉資金特別会計予算
●令和２年度愛知県国民健康保険事業特別会計予算
●令和２年度愛知県県立病院事業会計予算
●愛知県事務処理特例条例の一部改正
●後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部改正
●旅館業法施行条例及び公衆浴場の設置場所の配
置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部改正

●愛知県食品衛生条例の一部改正
●動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正
●薬物の濫用の防止に関する条例の一部改正

□中根義高（自民）
１ 県産木材の利用促進
２ 「花の王国あいち」の推進
□佐波和則（新政）
１ ものづくりの技能の継承と
魅力発信

２ 生物多様性保全の今後の取組
□神谷和利（自民）
１ 教育環境整備ＧＩＧＡスクール
構想への対応

２ ＷＲＣ世界ラリー選手権日本
ラウンド「ラリージャパン」開催
に向けて
（1）ラリージャパン開催に

向けての準備
（2）ラリージャパン開催中の

交通対策
□政木りか（自民）
１ 自転車の交通安全対策
２ 愛・地球博記念公園
□鈴木まさと（新政）
１ 自動車および家電廃棄の際の
シュレッダーダスト

２ 学校プールの今後
□荻原宏悦（公明）
１ 介助犬・キャリアチェンジ犬の
啓発

２ 外国人児童生徒の学習・就労
支援

３ 橋梁の老朽化対策
４ 可搬式オービスの効果的な運用
□山下智也（自民）
１ 経済活動を支える小牧市周辺
の主要幹線道路の整備

２ 愛知県官民データ活用推進
計画

一般質問

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

●あいち健康の森健康科学総合センター（診療所
及び関連区域）の指定管理者の指定

●あいち健康の森健康科学総合センター（診療所
及び関連区域以外の区域）の指定管理者の指定

　経済労働委員会
●令和２年度愛知県中小企業
　設備導入資金特別会計予算
●令和２年度愛知県水道事業会計予算
●令和２年度愛知県工業用水道事業会計予算
●令和２年度愛知県用地造成事業会計予算

　農林水産委員会
●令和２年度愛知県就農支援
　資金特別会計予算
●令和２年度愛知県沿岸漁業改善資金特別会計予算
●令和２年度愛知県県有林野特別会計予算
●令和２年度愛知県林業改善資金特別会計予算
●独立行政法人水資源機構かんがい排水事業に
対する市町村の負担金

●県の行う土地改良事業に対する市町村の負担金
●県の行う農村総合環境整備事業に対する市町
村の負担金

●県の行う林道事業に対する市町村の負担金

　建設委員会
●令和２年度愛知県港湾整備
　事業特別会計予算
●令和２年度愛知県県営住宅管理事業特別会計予算
●令和２年度愛知県流域下水道事業会計予算
●道路構造の技術的基準を定める条例の一部改正
●愛知県港湾管理条例及び愛知県入港料条例の
一部改正

●愛知県漁港管理条例の一部改正
●愛知県都市公園条例の一部改正
●愛知県建築基準条例の一部改正
●県道路線の廃止
●名古屋高速道路公社の基本財産の額の変更
●県の行う土木事業に対する市町村の負担金
●県の行う流域下水道事業に対する市町村の負担金
●県の行う過疎地域代行下水道事業に対する
市町村の負担金

●国の行う公園事業に対する名古屋市の負担金

　教育・スポーツ委員会
●愛知県スポーツ施設及び
　社会教育施設条例の一部改正

令和２（2020）年４月25日発行

●愛知県立学校条例の一部改正
●愛知県文化財保護条例の一部改正

　警察委員会
●ヤードにおける盗難自動車の
　解体の防止に関する条例の
　一部改正

代表質問 ２月28日、次の３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年２月定例議会

　知事から、「令和２年度愛知県一般会計予算」や「知事等の損害賠償責任の一部免責に関する
条例の制定について」を始め85件（予算：29、条例：32、その他議案：24）の議案が提出され、
本会議の審議、委員会の審査を経て、すべて可決されました。

ジブリパークの整備、ステーションＡｉプロジェクトの
推進の事業費を含む

令和２年度一般会計予算
（２兆5,722億円）を可決

ジブリパークの整備、ステーションＡｉプロジェクトの
推進の事業費を含む

令和２年度一般会計予算
（２兆5,722億円）を可決

議会の意思を国政に反映させるため、次の７件の意見書が可決され、いずれも衆参両院議長
及び内閣総理大臣始め関係大臣等に提出されました。

　３月11日、13日、16日、17日及び18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や
一般質問が行われました。各委員会において審査された議案は、令和元年度愛知県一般会計補正予算などの早く
議決を要する議案及び令和２年度愛知県一般会計予算のほか次のとおりです。

　３月２日、３日及び４日の３日間にわたり一般質問が行われ、次の21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。

議員
提出議案
（意見書）

知事
提出議案

議案質疑 　３月６日及び９日の２日間にわたり議案質疑が行われ、延べ65人の
議員が議案について質疑を行いました。

委  員  会

ジブリパークの整備
県は、愛・地球博記念公園内の未供用地や既存施設等を活用し、ジブリパーク
を整備する構想を進めている。

ジブリパークは、これまで突出するコンテンツに乏しかった中部への訪日観光客の流れ
を変える起爆剤となることが期待されており、「日本一元気な愛知」を目指す本県にとって
も待望のプロジェクトである。
2022年秋の開業まで残り３年を切り、今後、急ピッチで整備が進展することと思うが、
多くの皆様に心から来て良かったと思ってもらえるよう、ワクワクするような心躍るジブリ
パークを造り上げてほしい。
ジブリパークの整備に対する知事の決意を改めて伺う。

ジブリパークは、自然の叡智をテーマに愛知万博が開催された愛・地球博
記念公園において、ジブリ作品の世界観を具現化する夢への挑戦である。

来年度は３エリアの本体工事に着工し、残る２エリアについてもＥＣＩ方式による実施
設計に着手するなど、引き続きしっかりと整備を進めていく。
また、公園の表玄関にふさわしい北口の再整備を始め、公園全体のホスピタリティを
高めていく。さらに、公園外の北側エリアに新たな駐車場を整備するとともに、周辺
道路の渋滞対策にも着手する。
世界中の皆様が期待に胸を膨らませる夢の実現に向け、私が先頭に立って成功へと
導いていく。

介護人材の確保対策
これまで介護人材不足の解消に、離職者の再就職支援や介護従事者の給与面
など処遇・労働条件の改善に取り組んでいるが、根本的な解決には至っていない。

このため、介護現場では、不足する介護人材を補うために外国人の介護人材の受け
入れが加速しており、これまでの厳しい環境下での施設運営に加え、外国人材に対する
日本語教育など、新たな課題にも直面している。
介護職を目指す若者の確保にどのように取り組み、これからの介護需要を満たして
いくのか、また、日本語教育の支援など、外国人材の受入れ環境整備・支援にどの
ように取り組むのか、知事の所見を伺う。

県では、介護職の理解を促進する取組として、ポータルサイト「介護の魅力
ネット・あいち」の運営や、11月11日の介護の日に合わせた啓発イベントの開催、

小中学生向けの啓発教材の作成のほか、高校生向けに介護職の魅力を伝えるＤＶＤと
補助冊子を作成し、全高校に配布した。今後とも啓発手法や内容を工夫しながら、
介護職を目指す若者の確保に取り組んでいく。
また、外国人材の円滑な就労・定着を図るため、外国人材と利用者や職員とのコミュニ
ケーション支援や、資格取得を目指す外国人材の日本語や介護技術の学習支援、
生活支援を行う介護事業所に対して助成を行っていく。

次期あいちビジョンへのＳＤＧｓの理念の反映
2015年９月の国連サミットで採択されたＳＤＧｓは、「誰一人取り残さない」を理念
とし、持続可能な世界を実現するための17のゴールと169のターゲットからなる

世界共通の国際目標である。
県では、昨年７月に国のＳＤＧｓ未来都市に選定されたことを受けて「愛知県ＳＤＧｓ
未来都市計画」を８月に策定し、ＳＤＧｓの実現に向けて取り組んでいる。
現行の県の長期計画である「あいちビジョン2020」の計画期間が2020年度に終了
することから、今年の秋頃の策定を予定している次期あいちビジョンの中にＳＤＧｓの
理念をどのように反映させていくのか、知事の所見を伺う。

本県が将来に向けて持続的に発展していくためには、ＳＤＧｓと目標年次を
同じくする次期あいちビジョンの中に、ＳＤＧｓの理念や方向性などを取り入れる

ことが重要であると考えている。
このため、本年８月に行う県民向けシンポジウムの中で、ＳＤＧｓの基本理念を参加者で
共有し、その成果を次期あいちビジョンの中に反映させる予定である。
ＳＤＧｓの実現には、幅広い分野の団体との連携・協力が不可欠である。今後、ビジョンの
策定に当たって市町村、各種団体などと意見交換を行う中で認識を共有し、新たな時代
に即した次期あいちビジョンを策定していく。

１ 今後の財政運営
２ あいちトリエンナーレ
（1）県としての検証、検証評価
（2）国の補助金の不交付及び名古屋市の

負担金
（3）今後のトリエンナーレの運営
３ 共生社会の推進
（1）障害者スポーツの普及・推進
（2）2026年アジアパラ大会開催への取組

４ 交通事故防止対策の推進
５ 中部国際空港及び県営名古屋空港
の機能強化、利用促進

６ 教育施設の環境整備
（1）ＩＣＴ環境の整備
（2）県立高等学校の空調設備
７ 次期「あいちはぐみんプラン」に
おける少子化対策

８ 介護人材の確保対策

９ 持続可能な環境社会の構築
（1）あいち地球温暖化防止戦略2030

の推進
（2）プラスチックの資源循環
10 働き方改革の推進

１ 財政運営
（1）県税収入の見通し
（2）今後の財政運営
２ 支え合う地域づくり
（1）多文化共生社会づくり
（2）介護人材の確保
３ 魅力・活力ある地域づくり
（1）次期あいちビジョンへのＳＤＧｓの

理念の反映

（2）ラグビーワールドカップ2019の成功
を活かした地域振興

４　安全・安心な地域づくり
（1）地域強靱化の取組の推進
（2）交通安全対策の推進

ア 高齢者への安全運転支援装置
の普及促進

イ 交通事故死者数全国ワースト
１位返上後の取組

５ 一人ひとりが輝く地域づくり
（1）就職氷河期世代への支援
（2）幼児教育・保育の無償化後の課題
（3）生徒の多様なニーズを踏まえた

特色ある高等学校づくり

質問

答弁

主な質問及び答弁内容主な質問及び答弁内容主な質問及び答弁内容

質問

答弁

質問

答弁

 
詳細は下記にて

詳細は下記にて

詳細は下記にて

□公明党
　木藤 俊郎

□自由民主党
　杉浦 孝成

□新政あいち　
　安藤 としき

●新型コロナウイルス感染症対策の強化について
●社会インフラの老朽化対策の推進について
●犯罪人の国外逃亡防止対策の強化について
●中高年のひきこもり対策の強化について

●農林水産業に係る軽油引取税の免税措置
の継続について

●離婚に係る養育費の確保の推進について
●薬物乱用防止対策の充実について

１ 行財政運営
（1）県税収入の見通しと今後の財政運営
２ 新しい時代に飛躍する愛知づくり
（1）次期あいちビジョン
（2）ジブリパークの整備
（3）スタートアップ総合支援拠点
　　「ステーションＡｉ」
（4）ロボット大会の開催に向けた取組

３ 活力と魅力あふれる愛知の実現
（1）アジア競技大会の開催に向けた

取組
（2）食育推進全国大会
（3）三州瓦を始めとした地場産業の

振興
４ 安全・安心な暮らしの実現
（1）新型コロナウイルス感染症の対応
（2）洪水対策のための適切な河川

管理
（3）治安対策
５ 次代を担う人づくり
（1）公立高等学校入学者選抜制度

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。
https://www.pref.aichi.jp/gikai/

傍聴のご案内
県議会では、多くの皆様に議会の活動状況を知っていた
だけるよう、本会議、委員会の傍聴制度を設けています。
本会議の傍聴をご希望の方は議事堂４階の傍聴受付
まで、委員会の傍聴をご希望の方は議事堂１階の
議事課へお越しください。（開催日時、受付時間については
事務局にお問い合わせください。）

お知らせ
令和２年５月臨時愛知県議会
次の県議会は５月27日（水）に開かれる予定です。

　東日本大震災の発生から９年目にあたる３月11日の本会議冒頭で、震災による犠牲者の
方々のご冥福を祈り、黙とうをささげました。

令和２年２月定例愛知県議会は、２月19日に開会し、36日間の会期を経て３月25日に閉会しました。
その概要をお知らせします。

知事提出議案の提案理由説明のようす

各会派から選任された政策条例策定検討会の構成
員が中心となり検討を重ねてきた「主要農作物の品種
の開発並びに種子の生産及び供給に関する条例」が、
３月25日の本会議において全会一致で可決されました。
この条例は、主要農作物の優良な種子の安定的な

供給を図り、もって本県の主要農作物の品質の確保
及び安定的な生産に寄与することを目的としており、
４月１日に施行されました。 政策条例策定検討会のようす

議　　員
提出議案

主要農作物の品種の開発並びに種子の
生産及び供給に関する条例を制定

　  連合審査会
　令和元年度一般会計補正予算において、観光コン
ベンション局所管の予算に、総務局、建設局、都市
整備局及びスポーツ局所管の事業が含まれている
ため、関係予算の審査を行うべく、３月11日に経済
労働委員会、総務企画委員会、建設委員会、教育・
スポーツ委員会連合審査会が開催されました。
　また、令和２年度一般会計予算において、県民
文化局所管の予算に教育委員会所管の事業が
含まれているため、関係予算の審査を行うべく、
３月13日に県民環境委員会、教育・スポーツ委員会
連合審査会が開催されました。

黙とう


