
□いなもと和仁（自民）
１ スタートアップ等の海外連携
促進

２ 新型コロナウイルスによる
アジア競技大会開催に向けた
取り組みへの影響

３ 文化財の保存及び活用
□小山たすく（新政）
１ 新型コロナウイルス感染症に
よる医療機関への影響等

２ 学校における新型コロナ
ウイルス感染症対応

３ インターネット上における人権
侵害

□平松利英（自民）
１ 医療機関の感染症防止対策

における支援
２ 歯科保健
 （1）歯科医師、歯科衛生士の
配置等

 （2）口腔がんの早期発見の
取組み

３ 老朽化や狭隘化が進む
警察署の建替え

□木藤俊郎（公明）
１ 新型コロナウイルス感染症を
踏まえた避難所のあり方 

２ 夏の期間に授業を行う学校
の熱中症対策

３ 文化・芸術への支援
４ 新型コロナウイルス感染症
収束後の観光振興

　知事から、「令和２年度愛知県一般会計補正予算」や「愛知県新体育館
の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例の制定について」など
20件の議案（予算：３、条例：６、その他議案：11）が提出され、本会議の審議、
委員会の審査を経て、本会議での討論の後、すべて可決又は同意されました。

代表質問

□自由民主党
　佐藤 一志

□新政あいち
　朝倉 浩一

１ 行財政運営
（1）県税収入の見通しと今後

の財政運営
２ 安全・安心な暮らしの実現
（1）新型コロナウイルス感染症

対策における医療体制
（2）新型コロナウイルス感染症

の影響に伴う雇用対策
（3）新型コロナウイルス禍に

おける避難所での感染症
対策

３ 新しい時代に飛躍する愛知
づくり

「新・国際芸術祭（仮称）」
昨年開催した「あいちトリエンナーレ2019」では、その一企画で
ある「表現の不自由展・その後」を巡る混乱が社会的に大きな

問題として取り上げられ、運営や組織体制のあり方など、さまざまな
課題が露見した。
知事は、現行の実行委員会に代わる新たな組織体制をしっかり
検討するとしたが、「新・国際芸術祭（仮称）」の開催に向け、「あいち
トリエンナーレ2019」をどのように反省し、総括していくのか。
また、今後、名古屋市をはじめとした県内市町村との連携・協力を含め、
どのように進めていくのか、知事の所見を伺う。

これまで「あいちトリエンナーレ」として４回開催してきた国際
芸術祭は、多くの県民に親しまれ、地域に定着した芸術祭として

育ってきたので、今後も継続して開催していきたい。
そのために、「あいちトリエンナーレのあり方検討委員会」からの５つの
提言を踏まえ、民間から会長を選出し、会長のもと、アドバイザー会議の
委員や芸術監督が、個人としてではなくチームとして運営していく新しい
組織体制を構築していく。
名古屋市をはじめ県内市町村とは、引き続きしっかりと連携、協力し、愛知
の文化、芸術の振興に全力で取り組んでいく。

全ての患者が安心して外来診療を受けられる体制の確保
医師・看護師などの医療従事者は依然として不足しており、人々が
新型コロナウイルス感染症を恐れて医療機関に行くことを控えた

影響から、医療機関における一般の外来患者が減少し、別の意味での
医療崩壊も心配されている。
社会のさまざまな場面でＩＴ化が進んだことも事実であり、これを機に、
オンライン診療が広まることで、地域医療にも貢献でき、医師不足の解消や
負担の軽減にも繫がるのではないかと考える。
今後、第二波の到来に備え、患者が安心して外来診療を受けられるよう、
どのように取り組んでいくのか、知事の所見を伺う。

本県の新型コロナウイルスのＰＣＲ検査能力は、秋には１，６００件
以上を確保できる見込みであり、感染症の流行期においても、医療

機関の院内感染対策に必要な支援を行う。
オンライン診療等は、へき地や離島での診療を補完する役割や、院内感染
防止の観点からも有用であり、県内では、約１，０００か所の医療機関に
おいて、既に導入されている。県民の皆様には対面診療とオンライン診療等
のそれぞれの特性や長所を理解した上で受診してもらうよう、普及啓発に
努めていく。
こうした取組を通じ、誰もが安心して外来診療を受けられる体制の整備に
全力で取り組んでいく。

（1）次期あいちビジョン
（2）東三河の振興
（3）愛知県新体育館
４ 活力と魅力あふれる愛知の
実現

（1）新型コロナウイルス後を
見据えたスタートアップ
支援

（2）新型コロナウイルス感染症
収束後の観光振興

（3）主要農作物の種子の生産
供給

（4）愛知の強靱化を支える
物流ネットワークの構築

（5）「新・国際芸術祭（仮称）」

５ 次代を担う人づくり
（1）第四次教育振興基本計画

の策定
（2）インターハイ・甲子園大会等

に替わる県独自の大会への
支援

□福田喜夫（新政）
１ 防災基本計画の改定への
対応

２ ２０２０年ＦＩＡ世界ラリー
選手権ラリー・ジャパン

３ 名古屋東部地域のまちづくり
と連携した道路整備
□今井隆喜（自民）
１ 新型コロナウイルス感染症
の影響を受けた農業者への
支援

２ 医療的ケア児の地域支援
体制整備

３ 道路交通法の一部改正に
おける今後の対策

一般質問

６月19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。
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□黒田太郎（新政）
１ 金融機関の貸し出し姿勢
２ 企業の投資姿勢
□島倉　誠（自民）
１ コロナ禍における運転免許
の更新

２ 伝統的工芸品産業の振興
□石井　拓（自民）
１ 油ヶ淵水環境改善緊急行動
計画

□安藤としき（新政）
１ 避難所の新型コロナウイルス
感染症に対応した避難体制

２ 学校再開による児童・生徒の
学校生活支援、教育支援、
教育環境

　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
始め関係大臣に提出されました。

主な質問及び答弁内容 主な質問及び答弁内容

質問

答弁

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
　６月25日、26日、29日及び30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。

　  請願
　１件の請願が提出され、議会運営委員会
で審査された後、本会議で審議され、不採択
とされました。

詳細は右記にて

8月1日（土）付　全 7段　天地 239mm×左右 382mm

愛知県新型コロナウイルス感染症緊急対策などにかかる愛知県新型コロナウイルス感染症緊急対策などにかかる

６月22日及び23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。

●テレワークの更なる導入促進について
●ＩＣＴを活用した学校教育の円滑な推進に
ついて

●高齢者介護における新しい生活様式への
対応について

知事提出
議 　 案

議員提出
議　　案
（意見書）

詳細は右記にて

令和２年６月定例愛知県議会は、６月17日に開会し、20日間の会期を経て７月６日に閉会しました。その概要をお知らせします。

※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
（公明）＝公明党愛知県議員団

●インターネット上の誹謗中傷の抑止と被害者
救済について

●新型コロナウイルス感染症の影響による
自殺対策の強化について

●ＮＰＯへの支援の充実について

３ 「新しい生活様式」における
交通事故防止対策

□佐藤英俊（自民）
１ 新型コロナウイルス感染症
対策

 （1）医療
 （2）教育
 （3）スーパーシティ構想
□朝日将貴（自民）
１ ＩＣＴ活用推進
 （1）あいちＩＣＴ戦略プラン
２０２０の現状と課題

 （2）脱ハンコ・脱書類等デジ
タル化、オンライン化の
推進

２ ヤード対策

１ 新型コロナウイルス禍に
おける経済対策

２ 中小・小規模事業者に対する
事業継続支援

３ 企業の感染症対策のための
ＢＣＰ対策

４ 新型コロナウイルス感染症
対策の一環となる新たな
事業活動の支援

 （1）スタートアップ支援
 （2）中小・小規模事業者支援

５ オンライン学習の推進

６ 全ての患者が安心して
外来診療を受けられる
体制の確保

　　

７ 新型コロナウイルス感染症
発生時における防災体制
の確保

８ 雇用対策

９ 県職員の在宅勤務の推進

10 新型コロナウイルス感染症
の影響を受けた畜産業への
支援

11 特殊詐欺対策

12 交通死亡事故の抑止

質問

答弁

令和２年６月
定例議会県議会だより県議会だより

●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
録画中継を行っています。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。

次回定例会のご案内

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

  ●  代表質問：９月25日（金）
  ●  一般質問：９月28日（月）～30日（水）
  ●  委 員 会：10月２日（金）、５日（月）～７日（水）

令和２年９月定例愛知県議会（予定）
［会期：９月18日（金）～10月13日（火）］

知事提出議案の提案理由説明のようす

令和２年度補正予算を可決令和２年度補正予算を可決

ホームページ
□鳴海やすひろ（新政）
１ 災害ボランティア活動の
支援

２ 献血の推進
□辻　秀樹（自民）
１ ステーションＡｉ早期支援
拠点における今後の取組み

２ 商店街の活路を見出す
新たな取組み等への支援

３ 子どもたちへの学びの支援
と不安の解消


