
□村瀬正臣（自民）
１ 性犯罪・性暴力対策 
（1）学校における性暴力・性被害の

防止
（2）ワンストップ支援センターの充実
２ 日光川上流部の今後の整備
□小木曽史人（新政）
１ コロナ禍での生活困窮者支援の
取り組み強化

２ 県民の防災意識の向上を「逃げ
遅れゼロ」の避難行動につなげる
取り組み

□高桑敏直（自民）
１ 中小企業におけるデジタル技術の
活用促進

２ 次期健康福祉ビジョンの策定

□岡　明彦（公明）
１ 小学校区を基本に安全・安心に
対する意識を高める取組

２ 新たな障害者雇用や障害者就労
の取組促進

３ 子ども食堂への支援
４ 観光消費の回復に向けた取組
□日比たけまさ（新政）
１ 将来世代の利益を考える計画
策定（あいちビジョン２０３０、第５次
愛知県環境基本計画）

２ 自殺対策および情報モラル、
安全なＳＮＳ利用

３ オオキンケイギクの駆除
□杉江繁樹（自民）
１ 新型コロナウイルス感染症禍に
おける中部国際空港の復活

代表質問

□自由民主党
　中根 義高

□新政あいち
　渡辺　靖

新型コロナウイルス感染症の医療提供体制
本県の新規感染者数は10月中旬頃から再び増加しており、
予断を許さない状況となっている。

県では、岡崎市に県立の新型コロナウイルス感染症専門病院を開設
するなど、医療提供体制を着実に充実させているが、さらなる体制の
確保は喫緊の課題である。
今後、感染症が流行しやすい乾燥した冬を迎える。県として、県民が
安心して新型コロナウイルス感染症に関する相談、受診ができる医療
提供体制をしっかりと確保していくことが重要と考えるが、どのように
取り組んでいくのか、知事の所見を伺う。

県は現在1,345か所の診療・検査医療機関を指定しており、
一日当たり２万６千件以上の抗原検査やＰＣＲ検査の実施が

可能である。診療・検査医療機関は発熱患者等の受入れの中心と
なることから、院内感染を未然に防止するため、空気清浄機の設置
に対する補助や感染防護具の確実な配布など、しっかりと支援する。
入院病床は、年内に71病院934床＋αまで増床するため、病床確保に
関する費用などの補助を行い、医療機関を支えていく。
軽症者等の宿泊療養施設は、３施設926室を稼働させるとともに、
引き続き必要な拡充をしていく。

プラスチックごみによる環境問題への取組
海洋プラスチックごみは、海洋環境や漁業への影響などさまざまな
問題を引き起こすと言われている。

県では、環境学習プログラムやＰＲ動画等を用いた啓発活動を行うほか、
知事が会長を務める「ごみゼロ社会推進あいち県民会議」において
３Ｒの徹底やレジ袋削減に取り組んでおり、さらに今年１月には「あいち
プラスチックごみゼロ宣言」を行った。
実効性のある海洋ごみ削減につなげるため、実態調査や、県、県民、
事業者と連携した計画の策定が必要だと思うが、どのように取り組んで
いくのか、知事の所見を伺う。

今年度から伊勢湾、三河湾、遠州灘に面した３か所の海岸で漂着
ごみの詳細調査を実施し、その結果を基に、家庭生活や事業活動

におけるプラスチックごみの排出削減等の効果的な対策を検討していく。
また、今年度はプラスチック関連事業者に対しアンケート調査等を実施
しており、この結果を踏まえ、プラスチックごみを削減・循環利用等する
ビジネスモデルの構築を目指し、来年度、次期「あいち地域循環圏形成
プラン」を策定する。
プラスチックごみの削減と循環利用に向け、県民、事業者、行政が一体と
なり、しっかりと取り組んでいく。

１ 行財政運営

（1）来年度の収支見通しと
当初予算編成

２ 新型コロナウイルス感染症の
影響を受けた観光産業の
振興策

３ コロナ禍における働き方
改革

（1）中小企業に対するテレ
ワークの導入促進

４ 公契約条例

（1）「社会的価値の実現」、
「労働環境の整備」に対する
評価及び今後の取組

（2）条例未制定の県内市町村
への取組

５ 特別支援学校の今後の取組

（1）就労支援

（2）教室不足と長時間通学の
解消

６ 若年性認知症の方への支援

７ スマート農業の推進

８ プラスチックごみによる
環境問題への取組

 

９ サイバー空間をめぐる犯罪の
未然防止

２ 農業用ため池の防災減災対策
□森井元志（新政）
１ 放課後児童クラブの運営の
平準化と質の向上

２ 県庁内でのチャットツールの活用等
□石塚吾歩路（自民）
１ 新型コロナウイルス感染症対策
２ 生活に有用なデジタル技術の
活用

□佐藤英俊（自民）
１ キソガワフユユスリカのアレルギー
対策

２ 日本のアニメーション・マンガを
利用した愛知県の観光

□河合洋介（新政）
１ 小規模事業者等への支援
２ ギャンブル等依存症対策

県議会だより県議会だより

一般質問 議案質疑

質問

答弁

12月１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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□新海正春（自民）
１ 河川内に繁茂する樹木の伐採
２ 県の設置する基金
□政木りか（自民）
１ オーラルフレイル
２ 女性の活躍に向けたワーク・ライフ・
バランスの推進

３ 自転車の安全利用
□嶋口忠弘（新政）
１ 児童虐待予防・児童相談センター
の体制強化

２ 大規模災害等が経済界に与える
影響を最小化にするための
社会インフラの整備

□石井　拓（自民）
１ 港湾機能の強化
２ 建設工事における施工時期の
平準化の取組み

令和2年11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２日及び３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。

　  委員会
　11月27日、12月１日、７日、８日、９日、10日及び16日に常任委員会が開催され、
付託された知事提出議案の審査が行われました。また、12月７日、８日、９日
及び10日には各常任委員会で一般質問も行われました。

12月16日、３人の議員が、前日に追加提出
された補正予算案について質疑を行いました。

　  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３年度愛知県私学振興予算の充実」について
●「令和３年度愛知県私立幼稚園関係補助金の充実」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。 （新政）＝新政あいち県議団
　（自民）＝自由民主党愛知県議員団 （公明）＝公明党愛知県議員団

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：３月２日（火）
  ● 一般質問：３月３日（水）～５日（金）
  ● 議案質疑：３月９日（火）～11日（木）
  ● 委 員 会：３月12日（金）、16日（火）～19日（金）

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

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

営業時間の短縮要請にかかる感染防止対策協力金を含む
補正予算を可決
営業時間の短縮要請にかかる感染防止対策協力金を含む
補正予算を可決 令和２年11月定例愛知県議会は、11月27日に開会し、20日間の会期を経て

12月16日に閉会しました。その概要をお知らせします。
令和２年11月定例愛知県議会は、11月27日に開会し、20日間の会期を経て
12月16日に閉会しました。その概要をお知らせします。

　知事から、11月27日に「職員の給与に関する条例等の一部改正について」など83件の議案（予算：11、条例：10、
その他議案：62）が提出され、また、11月30日、12月14日及び15日に「令和２年度愛知県一般会計補正予算（第15号）」
など３件の議案（予算：３）が追加提出され、本会議の審議、委員会の審査を経て、すべて可決又は同意されました。
　なお、閉会中に継続審査されていた令和元年度一般会計・特別会計決算12件及び公営企業会計決算５件等は、
すべて認定又は可決されました。

　●デジタル社会を支える人材の育成について
　●少人数学級の推進に向けた教職員定数改善
計画の早期策定について

　●不妊治療への支援の拡充について
　●リニア中央新幹線の早期整備について

　●ドクターヘリの持続的な運用への支援
強化について

　●住まいと暮らしの安心を確保するための
居住支援の強化について

知事提出
議 案 等

議員提出
議　　案
（意見書）

１ 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

医療提供体制
　 
（2）交通安全対策
　ア 年末に向けた交通死亡

事故抑止対策
　イ 自転車の安全で適正な

利用の促進に関する条例
の制定と、その実効性を
高める取組

２ 次代を担う人づくり

（1）公立高等学校入学者選抜
　ア コロナ禍での公立高等学校
入学者選抜における配慮

　イ 新しい公立高等学校入学者
選抜制度

３ 活力と魅力あふれる愛知の
実現

（1）次期山村振興ビジョン（仮称）
（2）次期「食と緑の基本計画」
（3）第76回国民体育大会冬季

大会
４ 新しい時代に飛躍する愛知 
づくり

（1）スーパーシティ構想の推進
（2）次期ＩＣＴプラン
（3）スタートアップ支援のための

拠点形成
５ 行財政運営
（1）県税収入の見通し
（2）今後の財政運営
（3）法人事業税の超過課税

問い合わせ先：愛知県議会事務局調査課☎（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

　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。


