
代表質問

□自由民主党
　いなもと 和仁

□新政あいち
　河合 洋介

１ 行財政運営
（1）県税収入の見通し
（2）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

の医療提供体制

（2）新型コロナウイルス感染症
に対するワクチン接種

新型コロナウイルス感染症の医療提供体制
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続く中、本県では、
「緊急事態措置」や「まん延防止等重点措置」、県独自の「厳重

警戒措置」を講じ、オール愛知で感染防止対策に取り組んできた。
しかし、新型コロナウイルス感染症の終息時期が見通せないことに加え、
新たな種類の変異株の流行も懸念されるため、流行に備え、検査体制
を強化するなど、今後も気を緩めることなく対応することが重要である。
県民の生命と健康を守るためには、引き続き、医療提供体制の強化が
重要と考えるが、県の現在の取組と今後の取組について、知事の所見
を伺う。

本県では、入院病床１,５１５床＋α、うち重症病床１４６床を確保
しており、引き続き病床確保に努めていく。

また、自宅療養者への対応として、電話診療や往診、訪問看護などの
必要な医療を速やかに受けられるよう、地域の医療機関などと連携
する取組を新たに実施していく。
検査体制は、１日約４万２千件実施できる能力を確保しているが、加えて、
感染力が強い変異株への対策として、県衛生研究所にデルタ株等の
特定に用いる遺伝子解析装置を整備し、県独自にゲノム解析ができる
よう、監視体制の強化を図っていく。

同性パートナーシップ制度
同性パートナーシップ制度は、法律上、婚姻関係を結ぶことが
できない性的マイノリティのカップルが、パートナーシップ関係

であることを宣誓し、それを地方公共団体が認める制度である。
同性カップルは、行政において、施策の単位として扱われておらず、さまざま
な場面で不利益を被ることがある。
同性パートナーシップ制度は、本年５月までに１０５の自治体が導入して
おり、今後、導入する自治体が増えていくことが予想される。
県としても、本制度について議論する時期がきているのではないかと
考えるが、知事の所見を伺う。

同性パートナーシップ制度は、権利の発生や義務の付与などの
直接的な法的効果はないが、自治体が独自に、「お互いを人生の

パートナーとし、継続的に生活を共にする関係であること」を証明するもの
であるため、制度の導入にはさまざまな意見がある。
本制度が広く県民に理解され、経済活動や暮らしの各分野に波及して
いくためには、性的指向や性自認に対する正しい認識を深めることが
不可欠である。
そのため、性的少数者の理解促進に引き続きしっかりと取り組むとともに、
本制度の先行事例について検証するなどして研究していく。

（3）ヤングケアラーへの支援
（4）重症心身障害児者施設の

整備
（5）特殊詐欺などの県民生活

を脅かす犯罪の現状と
未然防止対策

３ 次代を担う人づくり
（1）あいちの教育ビジョン2025

の推進
４ 活力と魅力あふれる愛知の
実現

（1）観光消費喚起事業
（2）林業の振興
５ 新しい時代に飛躍する愛知
づくり

（1）ものづくり愛知を支える
広域幹線道路ネットワーク
整備

（2）愛知県新体育館

一般質問等

６月21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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主な質問及び答弁内容

質問

答弁

詳しくはホームページ https://www.pref.aichi. jp/gikai/ をご覧ください。　　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）

　  特別委員会の設置
　県政上の重要な諸問題について専門的に調査する
ため、次の２つの特別委員会が設置されました。

　  委員会
　６月21日、25日、28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。

　  臨時議会
　６月１日及び７月12日に臨時議会が開会さ
れました。知事から提出された一般会計補正
予算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。

詳細は右記にて

新型コロナワクチンの大規模接種会場の
開設などにかかる補正予算を可決
新型コロナワクチンの大規模接種会場の
開設などにかかる補正予算を可決

６月22日及び23日に一般質問が行われ、次の14人の議員が質問をしました。また、６月21日には３人の議員が議案質疑を行いました。

詳細は右記にて

令和３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

１ 新型コロナウイルス感染症
の克服

（1）新型コロナウイルス感染
症対策に従事する医療
従事者の確保

（2）無症状者及び軽症者と
なっている方々への対応

２ コロナ禍により変容した
暮らしへの支援

（1）低所得の子育て世帯に
対する支援

（2）子どもが輝く未来

３ アフターコロナを見据えた
成長戦略

（1）ステーションＡｉにおける取組
（2）行政手続のオンライン化
（3）ＳＤＧｓの推進
（4）有料道路コンセッション

方式導入による成果と
今後の取組

４ 安全で安心な社会づくり、
人が輝くあいち

（1）横断歩道における歩行者
の安全確保

（2）消費者教育
（3）学校における働き方改革
５ 差別や偏見のない社会づくり
（1）ＬＧＢＴＱ等性的少数者に

対する県の考え方及び
今後の取組

（2）同性パートナーシップ制度  

６ 県政１５０周年に向けての
県の意気込み

主な質問及び答弁内容

質問

答弁

令和３年６月
定例議会

次回定例会のご案内

  ●  代表質問：９月24日（金）
  ●  一般質問：９月27日（月）～29日（水）
  ●  委 員 会：10月1日（金）、4日（月）～6日（水）

令和３年９月定例愛知県議会（予定）
［会期：９月17日（金）～10月12日（火）］

　知事から、「令和３年度愛知県一般会計補正予算」や「副知事の選任に
ついて」など27件の議案（予算：４、条例：７、その他議案：16）が提出され、
本会議の審議、委員会の審査を経て、すべて可決又は同意されました。

　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、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。

●新型コロナウイルスのワクチンの
円滑な供給について

●中部国際空港の二本目滑走路の
建設促進について

知事提出
議 　 案

議員提出
議　　案
（意見書）

県議会だより県議会だより

□中村竜彦（自民）
１ いじめ対策
２ 人口減少社会における未婚
化対策としての結婚支援

３ 三河港港湾計画
□長江正成（新政）
１ コロナ禍における医療体制
 （1）コロナ病床の一般病床へ
の影響

 （2）潜在看護師への対応
２ がん
 （1）普段の備えとなる、がん防災
 （2）誰もが受診する、がん検診
の体制づくり

 （3）アスベストを原因とした
疾病対策

□成田　修（自民）
１ 新型コロナウイルス感染症の
影響を受ける中小企業の支援

２ 中小企業のＤＸ化の推進
□市川英男（公明）
１ 就職氷河期世代の就労支援 
２ 生理の貧困
３ 多通行帯道路に設置された
横断歩道の安全対策

□嶋口忠弘（新政）
１ 次世代産業の育成・振興の推進
 （1）自動車産業の振興
 （2）ロボット産業の振興

２ 中小企業等へのテレワークの
導入支援
□佐藤英俊（自民）
１ 耐震診断を義務付けられた
路線の沿道建築物の耐震化
の促進

２ 交通・まちづくりにおける
脱炭素化の取組

３ （仮称）新濃尾大橋
□福田喜夫（新政）
１ 防災対策
２ 県営公園
３ 交通安全対策
□今井隆喜（自民）
１ 新たな「土地改良長期計画」

に基づいた本県土地改良
事業の推進

２ 障害者手帳のデジタル化
□佐藤一志（自民）
１ 子ども達の学校環境
２ 中部国際空港の整備促進
３ 西知多道路整備促進
□安井伸治（新政）
１ 愛知県としての献血への
協力体制

２ 愛知県女性職員の活躍促進
３ 愛知県発信の行政改革の
提案

□田中泰彦（自民）
１ ＤＸ推進

●性犯罪に関する刑事法の見直しに
ついて

●デジタル教科書等の効果的な活用
について

●子どもが健やかに成長できる社会の実現
について

●大麻の乱用防止対策の充実について
●ヤングケアラーへの支援の充実について

２ 地球温暖化対策
３ スタートアップ支援
□神谷和利（自民）
１ 県産木材の安定供給
２ 街路樹の管理
３ 県立高校のＩＣＴ化推進
□西川厚志（新政）
１ コロナ禍による飲食業界への
営業規制

２ 名二環全線開通を踏まえた
今後の展望と課題

３ 名古屋（土古）競馬
□寺西むつみ（自民）
１ ポストコロナの県政振興

●新型コロナウイルス感染症対策特別委員会〈１８名〉
◎直江弘文（自民）
○かじ山義章（新政）
　水野富夫（自民）
　神戸洋美（自民）
　川嶋太郎（自民）
　高桑敏直（自民）

石塚吾歩路（自民）
藤原宏樹（自民）
丹羽洋章（自民）
ますだ裕二（自民）
鈴木雅博（自民）
富田昭雄（新政）

鈴木　純（新政）
日比たけまさ（新政）
黒田太郎（新政）
おおたけりえ（新政）
荻原宏悦（公明）
神谷まさひろ（無所属）

●議員定数等調査特別委員会〈１４名〉
◎久保田浩文（自民）
○安藤としき（新政）
　直江弘文（自民）
　水野富夫（自民）
　松川浩明（自民）

杉浦孝成（自民）
峰野　修（自民）
いなもと和仁（自民）
島倉　誠（自民）
長江正成（新政）

森井元志（新政）
永井雅彦（新政）
渡辺　靖（新政）
岡　明彦（公明）

◎は委員長、○は副委員長


