
□日高　章（自民）
１ 脱炭素・循環型社会の実現を
目指して
（1）2050年カーボンニュートラル

に向けた取組
（2）バイオマス利用の普及促進
（3）サーキュラー・エコノミーに
よる循環型社会の確立

２ デジタル先端技術を活用した
スマート農業
□西久保ながし（新政）
１ カーボンニュートラルに向けた
電動車の普及

２ デジタル・ＩＴ分野等、先端技術の
普及促進

３ コロナ専門愛知病院の体制
強化

□辻　秀樹（自民）
１ 新たなリニモ沿線地域づくり
重点プラン

２ 愛知県新体育館
３ 右折分離方式信号の整備
□荻原宏悦（公明）
１ 災害時要支援者個別避難計画
の推進等
（1）避難行動要支援者の個別

避難計画の策定
（2）認知症高齢者への災害時

における支援
（3）介護施設における防災力の

向上
２ 高齢者施設職員への新型コロナ
ウイルス感染症に係るスクリー
ニング検査の実施

３ 昼間定時制高等学校における
支援を要する生徒への取組

４ 地域の日本語教育の推進
□富田昭雄（新政）
１ 県行政のＤＸ推進
２ 教育問題
３ 食料問題

□飛田常年（自民）
１ 本県の水産業の振興
２ 本県の水産業を担う人材の
育成

３ 中部国際空港二本目滑走路の
早期実現に向けた取り組み

４ フィルムコミッションを活用した
観光振興

□久野哲生（新政）
１ ポストコロナを見据えたイン
バウンド観光の振興

２ 暴力団対策
□朝日将貴（自民）
１ 水道料金の格差解消に向けて
（1）県内市町村等の水道事業の

現状
（2）水道事業広域化
２ 教育の少子化対策とＩＣＴ活用
推進

３ 愛知県知事解職請求
□ますだ裕二（自民）
１ 愛知県と政令市である名古屋市
との県市連携強化の必要性
（1）高級ホテルの誘致
（2）栄幹部交番の建替え
（3）交差点における交通安全

対策の推進
□永井雅彦（新政）
１ モノづくり愛知のさらなる成長
２ 地域公共交通に変革をもたらす
次世代移動サービス

□杉浦正和（自民）
１ 浄化槽台帳の整備
２ 保育士の確保
□神戸健太郎（自民）
１ 一宮市の中核市移行にともなう
保健所移管への支援

２ 小中学校における教育のデジ
タル化の推進

３ 日光川を始めとする県管理河川
における流域治水対策

　総務企画委員会
●防災ボランティア活動基金条例
　の制定
●自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
の制定

●愛知県局設置条例の一部改正
●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
●行政財産の特別使用に係る使用料条例の一部
改正

●愛知県職員定数条例の一部改正
●職員の特殊勤務手当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
●愛知県行政機関設置条例の一部改正
●教育委員会の委員の選任
●監査委員の選任
●愛知海区漁業調整委員会の委員の選任（15議案）
●包括外部監査契約の締結

　県民環境委員会
●特定非営利活動促進法施行条例の一部改正
●愛知県陶磁美術館条例の一部改正
●文化振興基金条例の一部改正
●浄化槽保守点検業者の登録に
　関する条例の一部改正

　福祉医療委員会
●民生委員の定数を定める条例の一部改正
●愛知県認知症施策推進条例の一部改正
●子育て支援対策基金条例の一部改正
●愛知県病院事業の設置等に関する条例の一部
改正

●新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部
を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に
関する条例の制定

□鈴木まさと（新政）
１ 部活動の地域移行
２ 現場映像通報システム
３ 産業集積を推進する都市づくり
□山下智也（自民）
１ 小牧市周辺の幹線道路整備
２ 県営名古屋空港における航空
ネットワークの回復

３ 若年性認知症の方への社会
参加支援

□山田たかお（自民）
１ ＤＸの推進
２ 土地改良区の体制強化
３ 医師確保対策
□佐波和則（新政）
１ 循環型社会の形成に向けた
取組の推進

２ 愛知県再犯防止推進計画
□平松利英（自民）
１ 少子化対策における不妊治療
の支援

２ 都市部における木材利用の促進
３ 尾張西部の幹線道路整備
□野中泰志（自民）
１ 本県農業の発展
２ 都市計画道路姫街道線の整備
□水谷満信（新政）
１ あいち生物多様性戦略
２ 高齢化社会に向けた認知症施策
□加藤貴志（公明）
１ ヤングケアラーへの支援
２ 母乳バンクの整備
   ～極低出生体重児へのドナー
ミルクの活用～

３ 障害者スポーツの推進
□山本浩史（自民）
１ 太平洋岸の津波対策
２ アジア競技大会サーフィン競技
３ 太平洋岸自転車道
４ 三河港の振興
５ 漁業の振興

一般質問

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

　経済労働委員会
●愛知県国際展示場条例の
　一部改正

　農林水産委員会
●愛知県農林業振興施設条例
　の一部改正
●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
●愛知県名古屋飛行場条例の
　一部改正
●愛知県屋外広告物条例の一部改正
●愛知県県営住宅条例の一部改正
●名古屋高速道路公社の基本財産の額の変更
●愛知県道路公社の道路の整備に関する基本
計画の変更

●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

●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
●愛知県立学校条例の一部
　改正

　警察委員会
●愛知県暴力団排除条例の
　一部改正
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代表質問 ３月２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３年２月定例議会

　知事から、２月19日に「令和３年度愛知県一般会計予算」や「自転車の安全で
適正な利用の促進に関する条例の制定について」など95件の議案（予算：29、
条例：28、その他議案：38）が提出され、また、３月１日、11日、19日及び23日に
「令和２年度愛知県一般会計補正予算（第22号）」など４件の議案（予算：４）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。

新型コロナウイルス感染症の克服とさらなる愛知の前進に向けた

令和３年度一般会計予算
（２兆7,163億円）を可決

新型コロナウイルス感染症の克服とさらなる愛知の前進に向けた

令和３年度一般会計予算
（２兆7,163億円）を可決

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、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。

　２月19日、３月12日、16日、17日、18日、19日及び25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、３月16日、17日、18日及び
19日には各常任委員会で一般質問も行われました。各委員会において審査された
議案は、令和２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、令和
３年度の愛知県一般会計予算・特別会計予算・企業会計予算のほか次のとおりです。

　３月３日、４日及び５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９日、10日及び11日の３日間にわたり議案質疑が行われ、
延べ68人の議員が議案について質疑を行いました。

委員会

意思疎通支援者や介護人材の確保
コロナの影響により、手話通訳に限らず、要約筆記などの意思疎通支援者の養成数
が減少している。

人手不足が深刻な介護人材の確保についても、研修の実施方法や啓発事業の見直しが
必要になっている。
昨年６月に開催予定だった「全国ろうあ者大会inあいち」も中止となり、聴覚障害と手話の
理解を深める機会が失われた。
一方で、知事の記者会見に手話通訳者が配置されることになり、改めて、手話通訳者を
始めとする意思疎通支援者の必要性が認識された。
コロナ禍において、意思疎通支援者や介護人材の確保にどのように取り組んでいくのか、
知事の所見を伺う。

意思疎通支援者の確保については、2016年以降、手話通訳者等の養成講習会の
定員拡大など、人材養成の強化を図っている。また、2018年度からは、手話通訳者の

職業病を早期発見するための健康診断を実施するなど、人材の定着にも取り組んでいる。
介護人材については、高校生を対象とした介護施設等見学事業や、就職フェアの開催
などを実施し、幅広く介護人材の確保に努めている。
また、来年度から、コロナ禍で離職した方などの介護分野への就職や福祉系高校に通う
学生の修学を支援する返還免除条件付きの貸付金制度を創設し、新たな人材の確保と
定着を図っていく。

雇用継続支援及び離職者や就職できなかった新規学卒者への就労支援
コロナ禍において、業績が悪化している業種での雇用継続は大きな課題であり、
国は在籍型出向制度、いわゆる「雇用シェア」を活用して、従業員の雇用を守る

企業を支援している。
派遣やパート、アルバイトなどは、雇用の調整弁となっている面もあり、女性や若者、
外国人が大きな痛手を受けている。また、学生の就職内定率も前年から低下しており、
就職できないまま卒業する学生が増える懸念がある。
雇用シェアなどの雇用継続支援、離職した非正規雇用労働者や就職できなかった
新規学卒者への就労支援などをどのように進めていくのか、考えを伺う。

業績が悪化している企業での雇用継続については、従業員を一時的に人手
不足の企業へ出向させる取組を円滑に進めるためのプラットフォームを新たに

立ち上げ、情報共有や連携強化を図る。
離職者に対しては、女性、若者、外国人それぞれの専門相談窓口で就労相談や職業
紹介などの支援を実施するほか、高等技術専門校におけるスキルアップのための職業
訓練など、きめ細かに支援していく。
さらに、来年度は、人材派遣会社が未就職卒業者を一定期間雇用し、研修や職場
実習を行い、実習先への正社員就職につなげる取組を新たに実施する。

ＡＹＡ世代のがん患者に対する妊よう性温存
一般的に15歳から39歳までの思春期及び若年成人世代を言うＡＹＡ世代の
がん患者にとって、妊娠するための力である妊よう性の温存は、前向きにがん

治療に取り組むためにも大変重要である。
妊よう性温存治療を進めるに当たっては、がん治療による妊よう性への影響など正確な
情報を県や医療機関がきめ細かく提供することが必要である。
また、妊よう性温存治療は医療保険が適用されず、全額自己負担となるため、経済的基盤
が弱いＡＹＡ世代への支援が必要である。
ＡＹＡ世代のがん患者の妊よう性温存について、どのように取り組んでいくのか、知事の
所見を伺う。

県では、ＡＹＡ世代のがん患者に対し、ウェブページや、「あいちのがんサポート
ブック」の中で、妊よう性温存について普及啓発している。

また、今月新たに、がん治療が妊よう性に与える影響や、妊よう性温存治療までの流れを
記載したリーフレットを作成し、医療機関に配布することにより、がん患者や家族に必要な
情報が確実に届くようにする。
経済的な支援については、来年度から治療費を助成する事業を新たに創設し、受精卵
凍結には35万円、卵巣組織凍結には40万円など、治療方法に応じた費用を助成できる
ようにしていく。

１ 行財政運営
（1）県税収入見通し
（2）行財政運営の取組
２ コロナ禍における支援
（1）地域医療体制を確保し継続するための
コロナ患者受入医療機関への支援

（2）雇用継続支援及び離職者や就職できな
かった新規学卒者への就労支援

（3）新型コロナウイルス感染症で打撃を受けた
事業者の事業継続支援及び需要喚起の
取組

３ 本県の持続可能な発展のための取組
（1）新型コロナウイルス感染症の影響を

踏まえた今後のＭＩＣＥ誘致・開催の
考え方と地域の活性化に向けた取組

（2）「あいち・とこなめスーパーシティ構想」
における本県の強みをアピールする
ための取組

（3）コロナからの経済復興における再生
可能エネルギー及び水素エネルギー
の利用拡大のための取組

４ 子ども・若者の健やかな成長のための
取組
（1）「子どもの権利条約」に基づく若者の

県政への参画促進
（2）児童養護施設等で暮らす子どもたち

の権利を守る取組
（3）若者の大麻にかかわる犯罪の現状と

防止対策
（4）少人数学級の推進

１ 財政運営
（1）県税収入の見通し
（2）今後の財政運営
２ コロナ禍から県民を守る地域づくり
（1）新型コロナウイルスワクチン接種の

相談体制等
（2）「学校の新しい生活様式」に向けた、

児童生徒への支援体制と学校運営の
支援の充実

３ 支え合う地域づくり
（1）地域共生社会の実現に向けた取組

（2）子どもの貧困対策
（3）ＡＹＡ世代のがん患者に対する妊よう性

温存
４ 魅力・活力ある地域づくり
（1）地域のイノベーションを支えるスタート

アップの創出・育成
（2）観光振興におけるジブリパーク開業効果

の活用
５ 安全・安心な地域づくり
（1）若者世代の防犯意識の醸成
（2）「防災・減災、国土強靱化のための５か年

加速化対策」を踏まえた今後の治水対策
６ 一人ひとりが輝く地域づくり
（1）愛知県におけるＤＸの推進
（2）県立商業高校におけるデジタル人材の

育成
（3）新しい生活様式に対応したテレワークの

推進

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
　市川 英男

□自由民主党
　原 よしのぶ

□新政あいち　
　谷口 知美

●医療機関等に対する支援の強化について
●安全で安心な自転車の利用環境の確保について
●犯罪被害者等に対する支援の充実について
●航空機産業に対する支援の強化について

●骨髄移植等により免疫を失った場合の
ワクチンの再接種への支援について

●駅ホームにおける転落防止対策の推進に
ついて

１ 新型コロナウイルス感染症対策【医療・教育等】
（1）新型コロナウイルス感染症の医療提供

体制の確保
（2）高齢者施設における感染拡大防止対策
（3）新型コロナウイルスワクチンの接種体制の

確保と県民の皆さんへの情報提供
ア 現在の準備状況と課題
イ ワクチン接種の有益性とリスクの
理解促進

（4）公立学校におけるこれからの新型コロナ
ウイルス感染症対策と部活への応援

（5）コロナ禍における東京2020オリンピック
聖火リレーの開催に向けた取組

２ 新型コロナウイルス感染症対策【産業】
（1）コロナ禍における県内中小零細企業

への支援
（2）コロナ禍における雇用対策
（3）ウィズコロナにおける観光関連産業

への対応と、ポストコロナを見据えた
観光振興策

（4）コロナ禍における農林水産業への支援
３ 安全・安心な暮らしの実現と人づくり
（1）災害から命を守る新たな「基幹的な

防災拠点」の早期整備
（2）手話通訳を始めとする意思疎通

支援者や介護人材
ア 意思疎通支援者や介護人材の
確保

イ 県民の理解促進
４ 行財政運営
（1） 県税収入の見通し
（2） 今後の財政運営

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。
ぜひ、ご覧ください。
https://www.pref.aichi.jp/gikai/

愛知県議会ＰＲ動画の公開
県議会では、県民の皆様に県議会のしくみや
役割を紹介し、県議会に対する関心と理解を高めて
いただくため、「愛知県議会ＰＲ動画」を公開して
います。
本県にゆかりのある声優で「鬼滅の刃」の主要
キャラクター“竈門禰豆子”を演じた鬼頭明里さん、
若手No . 1の呼び声もあるイリュージョニストの
ＤＡＩＫＩさんを起用し、わかりやすく
お伝えします。
ぜひ、ご覧ください。
https://www.pref.aichi.jp/gikai/
shikumi/prdouga.html

お知らせ
令和３年５月臨時愛知県議会
次の県議会は５月27日（木）に開かれる予定です。

　東日本大震災の発生から10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３年２月定例愛知県議会は、２月19日に開会し、35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

愛知県知事解職請求に係る不正署名問題について、一刻も早い徹底した事実解明を強く
求めるため、次の決議が２月19日に可決されました。
 ●愛知県知事解職請求に係る不正署名問題の事実解明について

議員
提出議案
（決議）

　３月23日に、本会議の欠席の届出に係る規定を整備するため、「愛知県議会会議
規則の一部改正について」が、また、愛知県局設置条例の一部改正に伴い、常任
委員会の所管事項を変更するため、「愛知県議会委員会条例の一部改正について」
が、議会運営委員会から提出され、いずれも原案のとおり可決されました。

委員会
提出議案

　３月25日に、選挙管理委員会の委員及び同補充員の選挙が行われ、各４名の
当選者が決定されました。その他

　  連合審査会
　令和３年度一般会計予算において、政策企画局
から観光コンベンション局に業務が移管されるもの
に係る予算の審査を行うため、３月16日に経済労働
委員会、総務企画委員会連合審査会が開催され
ました。
　また、建築局からスポーツ局に業務が移管される
ものに係る予算の審査を行うため、３月18日に教育・
スポーツ委員会、建設委員会連合審査会が開催
されました。

黙とう

令和３年１月臨時議会
１月８日及び18日に臨時議会が開会され、知事
から提出された新型コロナウイルス感染拡大防止
のための愛知県感染防止対策協力金にかかる総額
約328億円の一般会計補正予算議案及び同協力金
にかかる総額約251億円の一般会計補正予算議案
についてそれぞれ審議が行われ、提出された議案は
いずれも可決されました。


