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令和４年１月臨時議会 

主 要 経 過         

愛知県議会では、１月 24 日（月）に臨時議会が開かれ、まん延防止等重点措置の実施に伴う愛

知県感染防止対策協力金の交付や、燃油価格高騰の影響を受けながらも運航を継続している定期航路

事業者を支援するためなどの補正予算の議案について審議が行われました。 

 

○ 議 案 

知事から、「令和３年度愛知県一般会計補正予算（第 22号）」が提出されました。 

 

○ 本会議審議及び結果 

知事提出議案１件について、知事から提案理由の説明が行われた後、所管の常任委員会である

総務企画委員会、経済労働委員会、建設委員会及び教育・スポーツ委員会に付託され、審査され

た後、再開後の本会議において採決が行われました。 

 

〔議 案〕 

以下の議案が可決されました。 

 

知事提出議案        １件 

〈予算（補正）〉         １件 

・令和３年度愛知県一般会計補正予算（第 22 号） 

  

愛知県議会ニュース 
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令和４年２月定例議会 

主 要 経 過         
令和４年２月定例愛知県議会は２月 17 日（木）に開会、36 日間の会期を経て３月 24 日（木） 

に閉会しました。 

 

○ 議 案 

知事から、２月 17日（木）に「令和４年度愛知県一般会計予算」、「愛知県犯罪被害者等支援条例の

制定について」など 79 件の議案が提出されたほか、２月 21 日（月）には小児（５歳以上 11 歳以下）

への新型コロナワクチン接種を実施する医療機関を支援するためなどの「令和４年度愛知県一般会計

補正予算（第 1号）」はじめ２件の議案が、３月３日（木）には「副知事の選任について（古本伸一郎）」

はじめ３件の議案が、３月４日（金）にはまん延防止等重点措置の再延長に伴う愛知県感染防止対策

協力金を交付するための「令和３年度愛知県一般会計補正予算（第 25 号）」はじめ２件の議案が追加

提出されました。 

また、３月 22日（火）に、委員会提出議案として「愛知県議会会議規則の一部改正について」の議

案１件が提出されました。 

なお、２月 17日（木）に提出された知事提出議案については、早期に議決することとされた「令和

３年度愛知県一般会計補正予算（第 24号）を除き、２月 18日（金）、21日（月）、22日（火）及び 24

日（木）の４日間にわたり開催された議案説明会において、その概要が説明されました。 
 

○ 本会議審議 

〔提案理由説明〕 

知事から、２月 17 日（木）に最近の県政に関する諸課題についての説明が行われた後、提出議

案 79 件の提案理由説明が、２月 28 日（月）に追加提出議案２件の提案理由説明が、３月３日

（木）に追加提出議案３件の提案理由説明が、３月７日（月）に追加提出議案２件の提案理由説

明がそれぞれ行われました。 

また、３月 24 日（木）に議会運営委員会の伊藤辰夫委員長から、委員会提出議案１件の提案理

由説明が行われました。 
 

〔代表質問・一般質問〕 

２月 28 日（月）に代表質問、３月１日（火）、２日（水）及び３日（木）に一般質問、３月７日

（月）、８日（火）及び９日（水）に議案質疑が行われ、活発な論議が交わされました。 
 

○ 委員会審査 

２月 17日（木）、21日（月）、３月３日（木）及び４日（金）に提出された知事提出議案 86件は、

本会議で審議された後、更に慎重に審査するため、それぞれ所管の常任委員会に付託されました。 

  このうち、早く議決を要する議案として「令和３年度愛知県一般会計補正予算（第 24号）」につい

ては２月 17 日（木）に、「令和３年度愛知県一般会計補正予算（第 23 号）」など 20 件の議案につい

ては３月 10日（木）に開催された所管の常任委員会において審査されました。 
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また、早く議決を要する議案を除くその他の議案 65件については、３月 14日（月）、15 日（火）、

16日（水）及び 17日（木）に開催された所管の常任委員会において審査されました。 

 

○ 本会議における審議結果 

知事提出議案のうち、早く議決を要する議案として「令和３年度愛知県一般会計補正予算（第 24

号）」については２月 17日（木）に、「令和３年度愛知県一般会計補正予算（第 23号）」など 20件に

ついては３月 10日（木）に採決が行われました。 

その他の知事提出議案については、３月 24日（木）にまず「令和４年度愛知県一般会計予算」など

３件について、討論後、採決が行われ、続けて「令和４年度愛知県公債管理特別会計予算」など 62

件の議案について採決が行われました。 

また、委員会提出議案については、３月 24日（木）に提案理由説明後、採決が行われました。 

また、同日「観光振興の推進について」など６件の意見書案についても、提案理由説明後、採決が

行われました。 

また、決議については、３月３日（木）に「ロシアのウクライナ侵攻についての決議」案が、提案

理由説明後、採決が行われました。   

 

〔議 案〕 

以下の 87 件の議案が可決又は同意されました。 

 

委員会提出議案         １件 

 

〈条例の一部改正〉         １件 

 ・愛知県議会会議規則の一部改正について 

 

知事提出議案           86 件 

 

〈予算（令和４年度当初）〉    17 件 

 ・令和４年度愛知県一般会計予算 

 ・令和４年度愛知県公債管理特別会計予算  など各特別会計予算 11件 

 ・令和４年度愛知県県立病院事業会計予算  など各企業会計予算  ５件 

 

〈予算（令和４年度補正）〉    ３件 

 ・令和４年度愛知県一般会計補正予算（第１号） 

 ・令和４年度愛知県一般会計補正予算（第２号） 

 ・令和４年度愛知県県立病院事業会計補正予算（第１号） 

 

〈予算（令和３年度補正）〉    12 件 

・令和３年度愛知県一般会計補正予算（第 23 号） 

・令和３年度愛知県一般会計補正予算（第 24 号） 

・令和３年度愛知県一般会計補正予算（第 25 号） 
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・令和３年度愛知県公債管理特別会計補正予算（第１号）  など各特別会計予算 ５件 

・令和３年度愛知県水道事業会計補正予算（第２号）    など各企業会計予算 ４件 

 

〈条例の制定〉          ４件 

・愛知県犯罪被害者等支援条例の制定について 

・愛知県人権尊重の社会づくり条例の制定について 

・畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則に基づく技術基準に関する条例の 

制定について 

・アジア競技大会基金条例の制定について 

 

〈条例の一部改正〉        26件 

・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正について 

・愛知県手数料条例の一部改正について    

・愛知県職員定数条例の一部改正について    

・職員の分限に関する条例の一部改正について    

・服務の宣誓に関する条例の一部改正について    

・職員の育児休業等に関する条例の一部改正について    

・知事等の給与の特例に関する条例の一部改正について    

・県吏員職員退隠料退職給与金遺族扶助料支給規則等の一部改正について    

・愛知県地震防災推進条例の一部改正について    

・愛知県個人情報保護条例の一部改正について    

・県民の生活環境の保全等に関する条例の一部改正について    

・民生委員の定数を定める条例の一部改正について    

・子育て支援対策基金条例の一部改正について    

・後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部改正について    

・国民健康保険財政安定化基金条例の一部改正について    

・愛知県ふぐ取扱い規制条例の一部改正について    

・産業立地の促進のための不動産取得税の減額等に関する条例の一部改正について    

・愛知県観光施設条例の一部改正について    

・移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の一部改正について    

・道路構造の技術的基準を定める条例の一部改正について    

・愛知県事務処理特例条例の一部改正について    

・愛知県入港料条例の一部改正について    

・愛知県高等学校等奨学金貸与条例の一部改正について    

・愛知県立学校条例の一部改正について    

・愛知県風俗案内所規制条例の一部改正について    

・愛知県暴力団排除条例の一部改正について    
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〈その他〉            24件 

・愛知県競馬組合規約の一部改正について 

・名古屋高速道路公社の基本財産の額の変更について    

・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について    

・県の行う土地改良事業に対する市町村の負担金について    

・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について    

・県の行う林道事業に対する市町村の負担金について    

・県の行う土木事業に対する市町村の負担金について    

・県の行う流域下水道事業に対する市町村の負担金について    

・国の行う公園事業に対する名古屋市の負担金について    

・愛知県と名古屋市との間の防災ヘリコプターに関する事務の委託について    

・包括外部監査契約の締結について    

・名誉県民の選定について（豊田喜一郎）    

・名誉県民の選定について（盛田昭夫） 

・物品の買入れについて    

・工事請負契約の締結について    

・特定事業契約の変更について    

・県の行う土地改良事業に対する市町村の負担金の変更について    

・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の変更について    

・県の行う土木事業に対する市町村の負担金の変更について    

・県の行う流域下水道事業に対する市町村の負担金の変更について    

・国の行う公園事業に対する名古屋市の負担金の変更について 

・副知事の選任について（古本伸一郎） 

・副知事の選任について（林 全宏） 

・教育委員会教育長の選任について（飯田 靖） 
 

〔意見書〕 

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等に提出されました。 

・観光振興の推進について 

・成年年齢引下げに伴う消費者被害対策の推進について 

・医療・介護分野のデジタル化の促進について 

・シルバー人材センターに対する支援について 

・インターネット上の海賊版対策の推進について 

・介護労働者の処遇改善について 
 

〔決 議〕 

ロシア軍による侵略を非難するとともに、ロシアに対し、即時に攻撃を停止し、部隊をロシア国内

に撤収するよう強く求めるため、次の決議が３月３日（木）に提出され、可決されました。 

・ロシアのウクライナ侵攻について 
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代 表 質 問          
２月 28 日（月）に次の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 

して質問をしました。 
 

  自由民主党 須﨑かん 議員 

１ 行財政運営について 

(1) 県税収入の見通しについて 

(2) 今後の財政運営について 

２ 安全・安心な暮らしの実現について 

(1) 「愛知県人権尊重の社会づくり条例」の制定及び今後の人権施策の推進について 

(2) 現役世代への新型コロナワクチンの３回目接種について 

(3) 治安対策について 

３ 活力と魅力あふれる愛知の実現について 

(1) 木材利用の促進について 

(2) 県営都市公園の整備・運営における民間事業者の資金やノウハウの活用について 

(3) アジアパラ競技大会の開催について 

４ 新しい時代に飛躍する愛知づくりについて 

(1) ジブリパーク開園と今後の愛知の発展について 

(2) 県政 150周年の取組について 

(3) 今後の具体的なイノベーションの創出に向けた取組について 

(4) 「中部国際空港の将来構想」について 
 

新政あいち 富田昭雄 議員 

１ 新型コロナウイルス感染症対策について 

(1) コロナ禍における地域の医療提供体制の確保について 

２ 誰もが活躍できる社会と次代を創る人づくり 

(1) 「愛知県人権尊重の社会づくり条例」の趣旨と今後の取組について 

(2) 学校における働き方改革と良好な教育環境の整備について 

３ 安全・安心なあいちに向けて 

(1) 県警察における鉄道の安全対策について 

(2) 住宅の耐震化への取組について 

４ あいちの発展と魅力的な地域づくり 

(1) ジブリパーク開園に向けた地元の機運醸成について 

(2) 「愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦略」の評価と今後の取組について 

５ 自治体の行政手続オンライン化について 

(1) 行政手続におけるキャッシュレス化について 

   ６ 持続的な本県産業の振興について 

    (1) 本県におけるＩＴ関連企業の集積促進に向けた取組について 

(2) 資源循環施策の推進について 

(3) 本県の水産業の振興対策について 
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 公明党 犬飼明佳 議員 

１ 財政運営について 

(1) 県税収入の見通しについて 

(2) 今後の財政運営について 

２ コロナ禍から県民を守る地域づくりについて 

(1) 子どもに対する新型コロナワクチン接種について 

(2) アイチ・スカイ・エキスポにおける主催者支援について 

３ 支え合う地域づくりについて 

(1) がん対策の着実な推進について 

(2) 子ども食堂への支援について 

(3) 食品ロスの削減について 

４ 魅力・活力ある地域づくりについて 

(1) 地域におけるデジタル化・ＤＸの推進について 

(2) ＳＴＡＴＩＯＮ Ａｉのオープンに向けた取組について 

(3) 食育推進全国大会の開催について 

５ 安全・安心な地域づくりについて 

(1) 若者のＳＮＳ上における被害防止対策について 

(2) 新川流域における流域治水の取組について 

６ 一人ひとりが輝く地域づくりについて 

(1) 通信制・定時制教育の充実について 

(2) 児童生徒の心のケアについて 

 

一 般 質 問         
３月１日（火）、２日（水）及び３日（木）の３日間にわたり一般質問が行われ、次の 22 人の議

員が県政の課題について質問をしました。 

 

○ 石 吾歩路 議員（自民）    ・リニアインパクト「愛知１時間圏域」の充実について 

・高速道路避難所について 

・新たな概念を踏まえた取組みの推進について 

 (1)「デジタルツイン」の概念 

 (2)「カーボンニュートラル」の概念 

 

○ 佐波和則 議員（新政）     ・無電柱化事業の推進について 

・モノづくり産業を支える中小企業のデジタル人材育成につ 

いて 

・県民生活を脅かす犯罪への対処について 
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○ 山田たかお 議員（自民）    ・西三河南部地域の幹線道路整備について 

                  ・北浜川水系の河川整備状況と今後の取り組みについて 

                  ・今年４月に開校する特別支援学校を活用した福祉避難所の 

指定について 

                                   ・特別支援学校を活用した障害者スポーツの取り組みについ 

                   て 

                  ・県立高等学校におけるＩＣＴ教育について 

 

○ 加藤貴志 議員（公明）     ・病児保育の一層の充実とその活用促進について 

                  ・運転免許更新時の高齢者向け認知機能検査について 

                                   ・ヤングケアラー支援の今後の取り組みについて 

 

○ 松本まもる 議員（新政）    ・太陽光パネルの対応について 

                   (1) 太陽光パネルのリサイクル状況について 

 (2) 2040年問題に向けた対応について 

(3) 工業用地へのリサイクル事業者の立地について 

                  ・ホームドア設置に対する本県の支援のあり方について 

 

○ 杉浦哲也 議員（自民）     ・県営都市公園油ヶ淵水辺公園の整備について 

                  ・重要港湾衣浦港におけるカーボンニュートラルポートの形 

成に向けた取り組みについて 
 

○ 天野正基 議員（新政）     ・公共交通の充実について 

                  ・公共施設の維持管理について 

                  ・新生児聴覚検査について 

 

○ 村瀬正臣 議員（自民）     ・障害福祉サービスと介護保険サービスの適用について 

                  ・あいちトップアスリートアカデミーについて 

 

○ 山下智也 議員（自民）     ・大河ドラマを活かした武将観光のＰＲ・プロモーションの 

取組について 

                  ・畜産総合センター種鶏場整備について 

                  ・航空機産業・ドローン産業の振興について 
 

○ 樹神義和 議員（新政）     ・消費者行政の推進について 

                                   ・中小企業振興基本条例 10 周年を契機とした中小企業支援策

の充実について 
 

○ 神戸健太郎 議員（自民）    ・先端技術を活かしたまちづくりについて 

                                   ・オープンデータの活用に向けた取組について 

                  ・コロナ禍における認知症施策の推進について 
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○ 杉江繁樹 議員（自民）     ・地域医療構想の推進について 

                  ・中部臨空都市の企業誘致の現状と今後について 

                  ・コロナ禍におけるＡｉｃｈｉ Ｓｋｙ Ｅｘｐｏ（愛知県 

国際展示場）の催事について 
 

○ 水谷満信 議員（新政）     ・青少年犯罪について 

                                   ・院内感染について 
 

○ 野中泰志 議員（自民）     ・持続可能な農業への取り組みについて 

                  ・カーボンニュートラルに向けた水素社会の実現について 

                  ・東三河の道路整備について 

 

○ 飛田常年 議員（自民）     ・大規模災害時における早期の道路啓開に向けた体制の確保 

について 

                                   ・東三河地域における災害拠点病院の整備について 

                  ・地域資源を活用した武将観光推進の取り組みについて 
 

○ 西久保ながし 議員（新政）   ・再生可能エネルギーの拡大について 

                                   ・自動車整備士の育成について 

                  ・大河ドラマを活用した観光振興について 

 

○ 田中泰彦 議員（自民）     ・愛知県のＬＧＢＴＱ対策の今後について 

                                   ・愛知県Ｗｅｂサイトの管理・運営について 

 

○ 佐藤英俊 議員（自民）     ・ＩＣＴ教育環境の整備について 

                   (1) 県立高校において 

                   (2) 私立高校において 

                                   ・薬物乱用防止教室について 

・刑務所出所者等に対する福祉的支援について 

 

○ 久野哲生 議員（新政）     ・空き家対策について 

                                   ・「あいち観光戦略 2021-2023」に基づく新年度の観光施策に 

ついて 

 

○ 市川英男 議員（公明）     ・オレンジタウン構想の推進について 

                                   ・介護人材確保に向けた介護ロボット・ＩＣＴの活用推進に 

ついて 

                                   ・「ゾーン 30プラス」の推進について 

 

○ 神谷和利 議員（自民）     ・国際的なスポーツイベントを通した地域振興について 

                                   ・若者の職場定着支援について 
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○ 林 文夫 議員（無所属）    ・子ども食堂について 

                                   ・地域におけるインフラ整備について 

(1) 境川の堆積土砂の浚渫や伐木について 

(2) 地域の安全・安心を支える道路整備について 

・地域防災力の強化に向けた消防団の加入促進の取組について 

 

議 案 質 疑 

３月７日（月）、８日（火）及び９日（水）の３日間にわたり、延べ 66人の議員が議案についての

質問をしました。 

 

＜第１区分 早く議決を要する議案全部＞ 

 なし 

 

＜第２区分 第２号議案中 歳入全部＞ 

 黒田太郎 議員（新政） 

 

＜第３区分 第２号議案中 歳出第１款から第４款まで＞ 

 朝日将貴（自民）、小木曽史人（新政）、中村竜彦（自民）、加藤貴志（公明）、松本まもる（新政）、 

日高 章（自民）、桜井秀樹（新政）、杉浦正和（自民）、平松利英（自民）、おおたけりえ（新政）、 

杉江繁樹（自民）、佐藤英俊（自民）、鳴海やすひろ（新政）、田中泰彦（自民）、鈴木雅博（自民）、 

黒田太郎（新政）、  秀樹（自民）、神戸健太郎（自民）、朝倉浩一（新政）、岡 明彦（公明）、 

山本浩史（自民）、安井伸治（新政）、嶋口忠弘（新政）、福田喜夫（新政）、河合洋介（新政）、 

高橋正子（新政）、市川英男（公明）、木藤俊郎（公明）、しまぶくろ朝太郎（減税）、 

筒井タカヤ（県ク） 各議員 

 

＜第４区分 第２号議案中 歳出第５款から第７款まで＞ 

 朝日将貴（自民）、 田 勉（新政）、中村竜彦（自民）、市川英男（公明）、桜井秀樹（新政）、 

 杉浦正和（自民）、おおたけりえ（新政）、日高 章（自民）、平松利英（自民）、黒田太郎（新政）、 

 杉浦哲也（自民）、杉江繁樹（自民）、河合洋介（新政）、神谷和利（自民）、今井隆喜（自民）、 

 日比たけまさ（新政）、  秀樹（自民）、ますだ裕二（自民）、山田たかお（自民）、 

政木りか（自民）、成田 修（自民）、新海正春（自民）、園山康男（無所属）、柴田高伸（無所属） 

各議員 

 

＜第５区分 第２号議案中 残り全部と第３号議案以下の議案全部＞ 

 村瀬正臣（自民）、安井伸治（新政）、田中泰彦（自民）、加藤貴志（公明）、福田喜夫（新政）、 

 鈴木雅博（自民）、谷口知美（新政）、今井隆喜（自民）、ますだ裕二（自民）、政木りか（自民）、 

神谷まさひろ（無所属） 各議員 

 

なお、第２号議案は、「令和４年度愛知県一般会計予算」です。 
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討      論 
３月 24日（木）、議案審議にあたり、次の議員が賛成の立場から討論を行いました。 

 

〔議 案〕 

  ※ 令和４年度愛知県一般会計予算  

高桑敏直 議員（自民）、安井伸治 議員（新政）、加藤貴志 議員（公明） 

  ※ 令和４年度愛知県一般会計補正予算（第１号）  

高桑敏直 議員（自民）、加藤貴志 議員（公明） 

※ 令和４年度愛知県一般会計補正予算（第２号）  

高桑敏直 議員（自民） 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

議員定数等調査特別委員会 

 ３月 24日（木）の本会議において、議員定数等調査特別委員会の久保田浩文委員長が、令和５年

４月の愛知県議会議員一般選挙に向けた当該特別委員会の調査結果報告を行いました。 

 

ご 案 内         
 県議会では、多くの皆様に議会の活動状況を知っていただけるよう、次のとおり広報を実施して 

います。 

 

【テレビ】＜東海テレビ＞ 

「愛知県議会だより」を放送。（放送日及び放送時間については、県議会ホームページにてお知

らせしています。） 

  ※番組放送後は、県議会のホームページから、放送された動画を視聴することができます。 

 

【新聞】＜中日、朝日、読売、毎日＞ 

「県議会だより」を各新聞に掲載。（２月定例議会分は４月 23日（土）） 

 

【インターネット】 

・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） 

・本会議中継（生中継及びおおむね過去１年分の録画中継を提供） 

 スマートフォン、タブレット端末等でも視聴できます。 

 

 

※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 

無所属 

（減税）＝減税日本（３月 22日付で減税維新に名称変更） 

（県ク）＝県政自民クラブ 
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・議会のしくみや役割は、ホームページ等でわかりやすく紹介しております。ぜひ、ご覧くだ 

さい。 

   ＰＲ動画特設ページ アドレス ＱＲコード 

＜https://www.pref.aichi.jp/gikai/shikumi/prdouga.html＞ 

 

 

 

 

 

・会議録の閲覧・検索（本会議及び委員会の会議録をことば、発言者等で検索可能） 

   

 

 

 

 

【議会ＰＲコーナー】＜議事堂１階＞ 

議会のあゆみや、議事堂の変遷、議会のしくみと役割などを大型画面やタッチパネルなどで紹介。 

※現在ＰＲコーナーの利用に際し、新型コロナウイルスの感染防止対策をお願いしております。 

 

 １月臨時議会及び２月定例議会の会議録は、県議会図書室、愛知県県民相談・情報センター、県

民事務所の広報コーナー等及び県議会ホームページでご覧いただけます。 

（２月定例議会分は６月下旬頃からご覧いただけます） 

 

 次の議会は、５月 27日（金）に開かれる予定です。 

本会議では、車椅子の方、補助犬を伴う方、手話通訳や要約筆記を必要とされる方も傍聴いただ 

けます。 

委員会では、車椅子の方、補助犬を伴う方、手話通訳を必要とされる方も傍聴いただけます。 

手話通訳、要約筆記を県議会に依頼される方は、５日前（土、日、祝日を除く）までに議事課へ

お申し出ください。 

 

愛知県議会ホームページ アドレス   ＱＲコード          

＜https://www.pref.aichi.jp/gikai/＞  

 

         


