
□藤原宏樹（自民）
１ 新型コロナウイルス感染症の対策 
２ インフラ分野のＤＸ
３ 東三河地域の振興
 （1）東三河振興ビジョン
 （2）幹線道路
□高橋正子（新政）
１ 「東京一極集中」に陰りが見え始めた
中での本県の移住定住促進策

２ 「男性ＤＶ被害者」が増加する現状下
における本県の相談支援
□鈴木雅博（自民）
１ 盛土等の埋立て及び切土等の土採取
規制の必要性

２ 愛知環状鉄道の経営見通しと県との
連携による利用者増加

３ 地域資源や新たな観光資源を活用
した観光振興

４ 豊田加茂総合庁舎
□加藤貴志（公明）
１ がん患者支援の拡充とがん検診の
広域化

２ 病気療養中の高校生のオンラインに
よる授業参加

３ 性暴力への意識改革推進と他機関
連携、トラウマインフォームドケア

４ 聴覚障害者への遠隔手話サービス
□おおたけりえ（新政）
１ 生徒のニーズに対応した高校の在り方

２ 強度行動障害者への支援体制
□杉江繁樹（自民）
１ コロナ禍における山車まつりの継承
２ 第３８回伝統的工芸品月間国民会議
全国大会開催

３ 愛知県国際展示場Ａｉｃｈｉ Ｓｋｙ Ｅｘｐｏに
おける音楽催事
□黒田太郎（新政）
１ 発達障害児支援の充実
□日高　章（自民）
１ 中小企業のデジタル化・ＤＸの推進
２ 医療・介護・産業用サービスロボットの
実用化推進

３ 農畜産物とその加工品の輸出促進
４ 学校部活動のあり方と教師の働き方改革
□ますだ裕二（自民）
１ 伝統的工芸品を後世へと引き継ぐ
取り組み

２ 視覚障がいのある方の支援
□桜井秀樹（新政）
１ 愛知が目指す自動車環境対策
２ コロナ禍による県職員への影響
□村瀬正臣（自民）
１ 教員の多忙化解消
２ 新規就農者、農地活用
□神戸健太郎（自民）
１ 愛知県公式Ｗｅｂサイトのデザイン等の
改善

２ 自転車の安全利用、安全教育

　  委員会
　９月17日、30日、10月１日、４日、５日、６日及び12日に各常任
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。なお、10月１日、４日、５日及び６日には、一般
質問も行われました。
　  決算特別委員会
　一般会計・特別会計決算特別委員会、公営企業会計
決算特別委員会が設置され、令和２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件が付託されま
した。決算は議会閉会中に継続して審査が行われることと
なりました。     〈　〉内数字は委員数、◎は委員長、○は副委員長

３ テレワークの普及と定着
□渡辺　靖（新政）
１ コロナ禍における商店街の振興策
 （1）県内商店街の現状と課題
 （2）２ヶ年にわたり商店街活性化に向けて
取り組んだ内容と、これまでの評価

２ 県営住宅の諸問題
 （1）設置可能な住棟のエレベーターの設置
 （2）県営住宅に入居する外国人の支援
 （3）共益費の県による徴収への切替
 （4）県営住宅の目的外使用
□石塚吾歩路（自民）
１ 新型コロナウイルス感染症の出口戦略
□新海正春（自民）
１ 交通安全
２ 地域の活性化に資する道路整備
３ 災害時の応援協定
４ 認知症施策の推進
□安藤としき（新政）
１ スポーツ振興とアスリート育成、競技
種目の施設整備

２ 新型コロナウイルス感染症のワクチン
接種の加速及び、自宅療養者の療養
対策と自治体連携、保健所業務の
維持・拡充に向けた取り組み

３ 信号機の無い横断歩道の交通安全対策
□野中泰志（自民）
１ カーボンニュートラルにおける自動車
電動化の流れに対する自動車部品

一般質問

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
しており、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。

メーカーの持続的発展への取組
２ 東三河環状線
□平松利英（自民）
１ 公立学校体育館への空調設備の設置
２ ニューあいちスタンダードの運用
３ ウィズコロナ・アフターコロナにおける
産業振興

□高木ひろし（新政）
１ カーボンニュートラルの実現に向けた
県の取組

２ 労働者協同組合の意義と普及
□荻原宏悦（公明）
１ 人や社会、環境に配慮した消費行動
２ 災害ケースマネジメント（生活復興
支援）の取組

３ 学校における業務の適正化
□青山省三（自民）
１ 無人飛行ロボットの実証実験の促進
に向けた今後の取り組み

２ 愛知県消防学校の跡地利用
３ 道路の植樹帯内の除草
□しまぶくろ朝太郎（減税）
１ 子どもが安全・安心で健やかに成長
できる施策
 （1）児童虐待防止に関する取組
 （2）スクールカウンセラー、スクールソー
シャルワーカーの体制整備

２ 子育てがしやすい安心して働ける
職場環境の整備

　９月27日、28日及び29日の３日間にわたり一般質問が行われ、次の22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。

◎安藤としき（新政）
○青山省三（自民）
　水野富夫（自民）
　飛田常年（自民）

田中泰彦（自民）
佐藤英俊（自民）
中村竜彦（自民）
朝日将貴（自民）

富田昭雄（新政）
西久保ながし（新政）
河合洋介（新政）
柴田高伸（無所属）

◎神戸洋美（自民）
○高橋正子（新政）
　横井五六（自民）
　鈴木喜博（自民）
　伊藤辰夫（自民）

寺西むつみ（自民）
山田たかお（自民）
辻　秀樹（自民）
日比たけまさ（新政）
渡辺　靖（新政）

小木曽史人（新政）
荻原宏悦（公明）
園山康男（無所属）

□一般会計・特別会計決算特別委員会〈12名〉

□公営企業会計決算特別委員会〈13名〉

※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 （公明）＝公明党愛知県議員団
（新政）＝新政あいち県議団 （減税）＝減税日本

代表質問

人権尊重の社会づくりのための今後の取組
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、感染者等に対する差別が社会問題化
しているほか、インターネットによる誹謗中傷など、人権に関する問題が複雑化・

多様化している。
県は本年度、これまでの県の取組を検証し、様々な課題への具体的な対応策を検討する
ため、新たに「愛知の人権施策に関する有識者会議」を設置した。
会議では、人権に関する相談を一元的に受ける体制の必要性や条例制定の重要性等に
ついて意見が出された。
県として、人権尊重の社会づくりのため、人権条例の制定も視野に、一層の取組を進める
必要があると考えるが、知事の所見を伺う。

現在、試行実施しているインターネットモニタリングにおいて、悪質な書き込み等の
実態を把握し、その防止策を講じるとともに、削除することが適当と県が判断した

ものは、国の人権擁護機関に削除要請を行っていく。
また、人権に関する相談に応じるための総合的な窓口の開設や、人権施策を検証する
ための常設の審議会の設置などについても、スピード感を持って検討していく。
さらに、人権尊重の理念を県民と共有し、多様性を認め合い、誰一人取り残されることのない
社会づくりを一層進めるため、包括的な人権条例の制定に向けて、検討を進めていく。

コロナ禍における医療提供体制の確保に向けての取組
医療提供体制は、単に新型コロナウイルス感染症へ対応するためだけのもの
ではない。県民の皆様が病気になった時、万が一のことがあった場合に、安心

して医療の提供を受けられ、救える命を救うという役割がある。
現在のコロナ禍においては、新型コロナウイルス感染症患者に対する医療提供体制の
確保と、通常医療の提供体制の確保という、両面に対応しなければならない。
コロナ禍における医療提供体制の確保に向けて、県はどのような取組を進めていくのか、
知事の所見を伺う。

県民の生命に関わる事態が危惧されたことから、8月25日に、患者受入医療機関
に対し、新型コロナウイルス感染症患者の最大限の受入れと、医師が延期可能と

判断した入院・手術の一時延期を依頼するとともに、時間の猶予がない疾病対応は
継続するよう併せて依頼した。
さらに、医療機関に病棟単位での病床確保を要請し、９月10日には入院病床は1,722床＋α、
うち重症者用病床183床＋αを確保した。
加えて、酸素投与等の必要な処置を行う「愛知入院待機ステーション」20床を開設すると
ともに、宿泊療養施設についても拡充し、合計で6施設1,628室を確保した。

通学路の交通安全対策
本年６月、千葉県八街市において、下校中の小学生の列にトラックが衝突し、児童
５名が死傷する交通事故が発生した。

今回の事故を受け、市町村教育委員会が、改めて通学路における危険箇所のリスト
アップを進めている。
八街市の事故では、幹線道路の抜け道となっていて、車の速度が上がりやすい箇所の
危険性が浮き彫りになったが、本県でも、様々な要因により、安全対策が不十分な箇所が
抽出されると考えられる。
通学路の交通安全対策について、本件事故を受け、今後どのように取り組んでいくのか、
知事の所見を伺う。

八街市の事故後には、改めて、教育委員会や県警察と連携した合同点検を
進め、対策を計画的に実施することとしている。

今回の事故が、抜け道となっている生活道路で発生したことを踏まえ、生活道路への
進入抑制、速度抑制などを推進する必要がある。
このため、交差点改良など交通円滑化を進め、幹線道路への交通転換を図るとともに、
国や市町村とも連携してビッグデータを活用し、速度実態や急ブレーキ箇所を把握した
上で、物理的に速度を抑制するハンプを設置するなど、生活道路の面的な交通安全
対策を進める。

１ コロナ禍における医療提供体制の確保 に
向けての取組

２ 今後の財政運営
３ 行政上の課題解消に向けた取組
（1）食品ロス削減に向けた取組
（2）犬・猫の殺処分減少に向けた取組
４ 次世代を見据えた産業の振興

（1）スタートアップ中核支援拠点「STATION 
Ai」における今後の海外連携の取組

（2）「ロボカップアジアパシフィック2021あいち」
の成果継承

５ アフターコロナを見据えた人材の育成
（1）子どもたちの健全な育成に向けた取組
（2）本県のモノづくり産業を支えるデジタル

人材の育成
（3）暮らしと経済を支える建設業の持続的

発展に向けた取組
６ 誰もが安心を享受できる社会づくりに向けて
（1）県警察の風水害対策
（2）多文化共生社会づくりにおける外国人

県民への日本語教育の充実

１ 財政運営
（1）今後の財政運営
２ コロナ禍に立ち向かう地域づくり
（1）県立高校におけるＩＣＴ教育の推進
（2）県立大学の地域貢献としての外国人

県民への支援
（3）障害者のテレワーク
　ア  テレワークを活用した障害者雇用の推進

　イ  特別支援学校における就労支援
（4）デジタル化の進展に伴う愛知県図書館

のサービスの充実
（5）アルコール・ギャンブル等依存症対策
３ ポストコロナの地域づくり
（1）ジブリパークの開業後の児童生徒の

受入れ
（2）県営都市公園の魅力向上
（3）県立高校の魅力向上
（4）伝統的工芸品産業の発展に向けた

取組
４ 安全・安心で支え合う地域づくり
（1）訪問看護の充実
（2）通学路の交通安全対策

質問

答弁

質問

答弁

質問

答弁

９月24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。

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

 

詳細は下記にて

詳細は下記にて

詳細は下記にて

□公明党
　岡　明彦

□自由民主党
　島倉　誠

１ 行財政運営
（1）県税収入の見通し
（2）今後の財政運営
（3）県民事務所及び東三河総局
　ア 県民事務所等の権限強化・体制強化
　イ 県民事務所等における情報発信
２ 安全・安心な暮らしの実現

（1）若者に対する新型コロナワクチン接種の
促進

（2）人権尊重の社会づくりのための今後の
取組

（3）災害に強い森づくり
（4）治安対策
３ 活力と魅力あふれる愛知の実現
（1）米の需給状況と水田農業の振興
（2）県立高校の再編
４ 新しい時代に飛躍する愛知づくり
（1）スタートアップ中核支援拠点「ＳＴＡＴＩＯＮ 
Ａｉ」の整備・運営事業者の提案内容等

（2）第２０回アジア競技大会

□新政あいち
　森井 元志

お知らせ
令和３年11月定例愛知県議会（予定）
［会期：11月29日（月）～12月16日（木）］
 ●  代表質問：12月１日（水）
 ●  一般質問：12月２日（木）、３日（金）
 ●  委 員 会：12月７日（火）～10日（金）

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

県議会だより県議会だより 令和３年９月
定例議会

知事提出議案の提案理由説明のようす

政策条例策定検討会のようす

医療提供体制の確保や協力金の追加などにかかる補正予算を可決医療提供体制の確保や協力金の追加などにかかる補正予算を可決
令和３年９月定例愛知県議会は、９月17日に開会し、26日間の会期を経て10月12日に閉会しました。
その概要をお知らせします。
令和３年９月定例愛知県議会は、９月17日に開会し、26日間の会期を経て10月12日に閉会しました。
その概要をお知らせします。

　知事から、「令和３年度愛知県一般会計補正予算」など46件の議案（予算：６、条例：７、その他議案：33）並びに
令和２年度一般会計・特別会計決算12件、公営企業会計決算５件が提出されました。提出された46件の議案は、
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。

愛知県木材利用促進条例を制定
　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「愛知県
木材利用促進条例」が、10月12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、木材の利用の促進に
関する施策を推進し、もって県内の
林業及び木材産業の自立的な発展に資することなどを目的としています。

　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。

●木材利用の促進について
●地方財政の充実・強化について
●選択的夫婦別姓制度に関する
議論について

●土砂の埋立て等の対策強化について
●民間事業者の防災・減災対策の促進
について

●出産育児一時金の増額について

知事提出
議 　 案

議員提出
議　　案

議員提出
議　　案
（意見書）

臨時議会
８月10日及び31日に臨時議会が開会されました。
知事から提出された愛知県感染防止対策協力金に
かかる一般会計補正予算案等についてそれぞれ審議
が行われ、提出された議案はすべて可決または承認
されました。

令和３(2021)年11月13日発行問い合わせ先：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


