
□朝日将貴（自民）
１ 農業農村整備事業 
２ ゼロメートル以下地域の防災
ハード対策

３ 少子化対策における、結婚支援
□谷口知美（新政）
１ 人権教育としての性教育の推進
２ 入試制度改革に伴っての県立
高校の魅力発信

３ 警察署の建替え
□政木りか（自民）
１ 持続可能な未来都市の実現
（1）ＭａａＳの取組
（2）生活交通の確保
（3）ＭａａＳ関連の研究開発
（4）電動車の活用

□木藤俊郎（公明）
１ 医療的ケア児の支援
２ コロナ禍における心の健康
（1）児童生徒の不登校対策
（2）女性の自殺対策
３ コロナ感染者の後遺症対策
４ 県立高校におけるＩＣＴ機器の
充実

□朝倉浩一（新政）
１ 小中学校のネット上のいじめ
２ ジブリパークを活かした観光の
ブランド力強化

□杉浦正和（自民）
１ 農福連携の在り方
２ 本県における要保護児童の
一時保護体制

代表質問

□自由民主党
　高桑 敏直

□新政あいち
　日比 たけまさ

第２０回アジア競技大会
アジア競技大会は、アジアの４５の国と地域が参加する国際的
なスポーツイベントであり、大会の開催を通じて、愛知・名古屋が

アジア地域に対し、社会や生活・文化などに良い影響を与えられるような
高い目標を持つことが大切である。
アジア地域における社会問題に対し、愛知の優れた取組を紹介する
ことは、大会の貴重なレガシーとなる。
２０２６年のアジア競技大会に向け、愛知県が世界に誇れる地域となる
よう、県を挙げて取り組み、訪れるアジア地域の皆様に、さまざまな課題
について考える契機としてもらいたいが、知事の所見を伺う。

本県では、世界最高レベルのスマートアリーナである愛知県
新体育館を始め、ジブリパークやＳＴＡＴＩＯＮ Ａｉなど、愛知の

将来の飛躍に繋がるビッグプロジェクトを推進するとともに、自動車や
航空宇宙、環境などの分野で、イノベーションを生み出す産業の振興
にも取り組んでいる。
アジア競技大会の大きな集客力と情報発信力を活かして、愛知の
取組がアジア地域から注目され、愛知がアジア地域の発展に貢献する
地域として、存在感を一層高めることができるよう、力を尽くしていく。

魅力ある県立学校づくりに向けた取組
少子化が加速する中、中学校の卒業者数は、現在の７万人から、
２０３５年度には５万７千人程度まで落ち込むとされている。

何も策を講じなければ学校の活力は失われ、地域の将来にも多くの影響
をもたらすことになる。
県立高校の魅力向上のカギを握る要素は地域との共存である。地域が
地元の県立学校に寄せる期待は非常に高く、地域の声を県立高校の
魅力づくりに活かしてほしい。
県立高校の魅力を高めるため、今後どのように取り組んでいくのか、知事の
所見を伺う。

時代の変化に対応した学校として、２０２３年度から、例えば、犬山南
高校では、ＤＸ人材や起業家マインドをもった人材の育成に、豊川市

の御津高校では、外国とつながりのある生徒など、多様な生徒を受け
入れてインクルーシブな教育に取り組んでいく。
このほか、商業高校では、ＩＴビジネス科や地域ビジネス科などへリニューアル
を図るとともに、工科高校でも、産業界や地域のニーズを踏まえた学校づくり
を進めるなど、県立高校の一層の魅力化・特色化に取り組んでいく。
早め早めの統合や学科改編など、地域の期待に応える学校づくりに取り
組んでいく。

１ 新型コロナウイルス感染症
の克服に向けて

（1）第５波の対応を踏まえた
今後の保健所の役割

（2）ポストコロナを見据えた
観光振興施策

２ 安全・安心なあいちを
目指して

（1）県警察における犯罪
被害者支援への取組

（2）森を守る取組

３ あいちの発展と魅力的な
地域づくり

（1）自動運転の推進に向けた
取組

（2）産業空洞化対策減税基金
の取組と成果

４ 誰もが活躍できる社会と
次代を創る人づくり

（1）魅力ある県立学校づくりに
向けた取組

 
（2）障害者差別解消に向けた

取組と今後の対応
（3）障害者スポーツの普及

拡大に向けた取組
５ 持続可能な社会の実現を
見据えた取組

（1）ＳＤＧｓ推進に向けたこれ
までの取組の評価と今後

（2）安定した資金調達に向
けた取組

□鳴海やすひろ（新政）
１ 地域公共交通への支援
２ 自転車を使用したフードデリ
バリーサービス

３ 骨髄移植等の特別な理由により
免疫を失ってしまった方への
ワクチン再接種

□今井隆喜（自民）
１ 本県農業の目指す未来
２ 特別支援に関する教育諸条件
の整備

□中村竜彦（自民）
１ インクルーシブ教育システムを推進
する為の特別支援学級の在り方

２ 今後の高等学校におけるＩＣＴ
教育の在り方

県議会だより県議会だより

一般質問

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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３ 地方公共団体情報システムの
標準化に向けての対応

□小木曽史人（新政）
１ 「教育」環境整備
（1）小学校教育現場での学習指導
（2）県立高校のインクルーシブ教育
（3）不登校児童生徒へのＩＣＴ機器

を活用した学びの保障
□山本浩史（自民）
１ 施設園芸における燃油高騰対策
２ 市町村におけるＤＸの取組に
対する支援

３ 渥美半島における幹線道路
□辻　秀樹（自民）
１ 知の拠点あいち重点研究プロ
ジェクトの推進等

令和3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29日、12月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。

　  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４年度愛知県私学振興予算の充実」
について

●「令和４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。 
  （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 

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。

お知らせ

  ● 代表質問：２月28日（月）
  ● 一般質問：３月１日（火）～３日（木）
  ● 議案質疑：３月７日（月）～９日（水）
  ● 委 員 会：３月10日（木）、14日（月）～17日（木）

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

令和４年２月定例愛知県議会（予定）
［会期：２月17日（木）～３月24日（木）］

ＰＣＲ検査の無料化や原油・原材料価格高騰対策などにかかる
補正予算を可決
ＰＣＲ検査の無料化や原油・原材料価格高騰対策などにかかる
補正予算を可決 令和３年11月定例愛知県議会は、11月29日に開会し、18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３年11月定例愛知県議会は、11月29日に開会し、18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29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42件の議案（予算：11、条例：18、
その他議案：13）が提出され、また、12月13日に「令和３年度愛知県一般会計補正予算（第21号）」など５件の議案
（予算：２、その他議案：３）が追加提出され、本会議の審議、委員会の審査を経て、すべて可決されました。
　なお、閉会中に継続審査されていた令和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件等は、
すべて認定又は可決されました。

　●学校施設の防災対策に対する支援の
強化について

　●教職員の定数改善及び外部人材の配置
拡充について

　●子宮頸がん予防ワクチン接種の勧奨について

　●港湾地域における脱炭素化の推進に
ついて

　●性的少数者に関する理解の増進について
　●医療的ケア児等への支援の充実強化に
ついて

知事提出
議 案 等

議員提出
議　　案
（意見書）

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）新型コロナワクチンの

３回目接種
（2）犯罪被害者等への支援
（3）介護人材確保対策
（4）下水道事業等の持続性

確保

（5）マンション管理の適正化
の推進

（6）サイバー犯罪の情勢と
取組

３ 活力と魅力あふれる愛知の
実現

（1）国際芸術祭「あいち２０２２」
（2）名古屋コーチンの生産

振興
（3）木材利用の促進
４ 新しい時代に飛躍する愛知
づくり

（1）東三河地域における
スタートアップ支援

（2）第２０回アジア競技大会
　　
（3）公立高校の新しい入試

制度

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。

２ ジブリパーク開業効果を活かした
周遊観光の促進

３ 次期あいち公共交通ビジョン

□鈴木まさと（新政）
１ 市街化区域内の生産緑地
２ 近居政策

□寺西むつみ（自民）
１ アフターコロナ、ウィズコロナに
おけるポストコロナ社会の県政
振興


