
□石塚吾歩路（自民）
１ リニアインパクト「愛知１時間圏域」
の充実

２ 高速道路避難所
３ 新たな概念を踏まえた取組みの
推進
（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（新政）
１ 無電柱化事業の推進
２ モノづくり産業を支える中小企業
のデジタル人材育成

３ 県民生活を脅かす犯罪への対処
□山田たかお（自民）
１ 西三河南部地域の幹線道路整備
２ 北浜川水系の河川整備状況と
今後の取り組み

３ 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

４ 特別支援学校を活用した障害者
スポーツの取り組み

５ 県立高等学校におけるＩＣＴ教育
□加藤貴志（公明）
１ 病児保育の一層の充実とその
活用促進

２ 運転免許更新時の高齢者向け
認知機能検査

３ ヤングケアラー支援の今後の取り
組み

□松本まもる（新政）
１ 太陽光パネルの対応
（1）太陽光パネルのリサイクル状況
（2）２０４０年問題に向けた対応
（3）工業用地へのリサイクル事業者

の立地
２ ホームドア設置に対する本県の
支援のあり方

□杉浦哲也（自民）
１ 県営都市公園油ヶ淵水辺公園の整備
２ 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

□天野正基（新政）
１ 公共交通の充実
２ 公共施設の維持管理
３ 新生児聴覚検査
□村瀬正臣（自民）
１ 障害福祉サービスと介護保険
サービスの適用

２ あいちトップアスリートアカデミー
□山下智也（自民）
１ 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

２ 畜産総合センター種鶏場整備
３ 航空機産業・ドローン産業の振興
□樹神義和（新政）
１ 消費者行政の推進
２ 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

□神戸健太郎（自民）
１ 先端技術を活かしたまちづくり
２ オープンデータの活用に向けた取組
３ コロナ禍における認知症施策の
推進

□杉江繁樹（自民）
１ 地域医療構想の推進
２ 中部臨空都市の企業誘致の現状
と今後

３ コロナ禍におけるＡｉｃｈｉ Ｓｋｙ Ｅｘｐｏ
（愛知県国際展示場）の催事
□水谷満信（新政）
１ 青少年犯罪
２ 院内感染
□野中泰志（自民）
１ 持続可能な農業への取り組み
２ カーボンニュートラルに向けた
水素社会の実現

３ 東三河の道路整備
□飛田常年（自民）
１ 大規模災害時における早期の

　総務企画委員会
●愛知県犯罪被害者等支援
 条例の制定
●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

●愛知県手数料条例の一部改正
●愛知県職員定数条例の一部改正
●職員の分限に関する条例の一部改正
●服務の宣誓に関する条例の一部改正
●職員の育児休業等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

●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

●愛知県地震防災推進条例の一部改正
●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

●包括外部監査契約の締結
●名誉県民の選定（２議案）
●副知事の選任（２議案）
●教育委員会教育長の選任

　県民環境委員会
●愛知県人権尊重の社会づくり条例の制定
●愛知県個人情報保護条例の一部改正
●県民の生活環境の保全等に
 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
●子育て支援対策基金条例の一部改正
●後期高齢者医療財政安定化基金条例の
一部改正

道路啓開に向けた体制の確保
２ 東三河地域における災害拠点
病院の整備

３ 地域資源を活用した武将観光
推進の取り組み

□西久保ながし（新政）
１ 再生可能エネルギーの拡大
２ 自動車整備士の育成
３ 大河ドラマを活用した観光振興
□田中泰彦（自民）
１ 愛知県のＬＧＢＴＱ対策の今後
２ 愛知県Ｗｅｂサイトの管理・運営
□佐藤英俊（自民）
１ ＩＣＴ教育環境の整備
（1）県立高校において
（2）私立高校において
２ 薬物乱用防止教室
３ 刑務所出所者等に対する福祉的
支援

□久野哲生（新政）
１ 空き家対策
２ 「あいち観光戦略２０２１－２０２３」
に基づく新年度の観光施策

□市川英男（公明）
１ オレンジタウン構想の推進
２ 介護人材確保に向けた介護
ロボット・ＩＣＴの活用推進

３ 「ゾーン３０プラス」の推進
□神谷和利（自民）
１ 国際的なスポーツイベントを通した
地域振興

２ 若者の職場定着支援
□林　文夫（無所属）
１ 子ども食堂
２ 地域におけるインフラ整備
（1）境川の堆積土砂の浚渫や伐木
（2）地域の安全・安心を支える道路

整備
３ 地域防災力の強化に向けた消防団
の加入促進の取組

一般質問

●国民健康保険財政安定化基金条例の
一部改正

●愛知県ふぐ取扱い規制条例の
一部改正

　経済労働委員会
●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

●愛知県観光施設条例の一部改正

　農林水産委員会
●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

●愛知県競馬組合規約の一部改正
●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
●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

●道路構造の技術的基準を定める条例の
一部改正

●愛知県事務処理特例条例の一部改正
●愛知県入港料条例の一部改正
●名古屋高速道路公社の基本財産の額の
変更

代表質問 ２月28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４年２月定例議会

　知事から、「令和４年度愛知県一般会計予算」や「愛知県
犯罪被害者等支援条例の制定について」など86件の議案
（予算：32、条例：30、その他議案：24）が提出され、本会議
の審議、委員会の審査を経て、本会議での討論の後、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ウィズコロナ・アフターコロナを
見据えた成長に向けた
新型コロナウイルス感染症の克服とウィズコロナ・アフターコロナを
見据えた成長に向けた

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17日、３月10日、14日、15日、16日及び17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や一般質問が行われました。
各委員会において審査された議案は、令和３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４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１日、２日及び３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。

議員
提出議案
（意見書）

知事
提出議案

議案質疑
　３月７日、８日及び９日の３日間にわたり議案質疑が行われ、
延べ66人の議員が議案について質疑を行いました。

委員会

ジブリパーク開園と今後の愛知の発展
ジブリパークは、スタジオジブリ作品の世界観を本物さながらに表現した施設と
して、誰でも楽しめる施設になると考える。

知事が最初にジブリパーク構想を表明したのは2017年６月であり、クールジャパンを
愛知から世界に向けて大いに発信していくプロジェクトにしていきたいとの意気込みを
語ってから、約４年と８か月の月日が流れた。今年秋にはジブリパークが開園し、構想の
段階から始動へと、そのステージが大きく変わる。
ジブリパーク開園の効果を、どのように今後の愛知の発展につなげていくのか、知事の
所見を伺う。

スタジオジブリの作品は、世界的に注目を集める日本のコンテンツの代表であり、
作品の世界観を表現し、映画の世界に入りこんで楽しめるジブリパークは、

クールジャパンを代表する象徴的な施設になる。
世界中から多くの観光客が訪れることが見込まれ、観光消費を大いに拡大することが
期待されるとともに、愛知にジブリパークという大きな魅力が加わることで、世界に
向けた情報発信力の強化につながることが期待される。そして、多くの若者を呼び
込むことで、ＳＴＡＴＩＯＮ Ａｉの整備などと相まって、イノベーションを創出する好循環を
生み出す原動力になると考えている。

学校における働き方改革と良好な教育環境の整備
教育内容が年々多様化しているとともに、県民や保護者の学校教育に対する
期待の高まりにより、教員の勤務時間が長く、より専門性が求められるように

なっており、全ての期待に対し、教員の頑張りだけで応えていくには限界を迎えている。
教員が、子どもに確かな学力を身に付けさせ、学びの意欲を高めるという本来業務に
専念できるよう、教育環境の整備を図ることこそ、今後の学校教育の方向性である。
教員の負担軽減や教育環境の整備を図り、質の高い教育を推進していくため、来年度
に向けて、どのように取組を進めていくのか、教育長の所見を伺う。

学校における働き方改革を進めることが不可欠であり、専門家や外部人材の
力を最大限活用して、教員の負担を軽減することが重要である。

そこで、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置を拡充するとともに、
教員のＩＣＴを活用した指導力向上のため、来年度は新たに情報通信技術支援員を
県立学校に派遣する。
部活動指導については、中学校において、地域移行に向けた実践研究を継続すると
ともに、県立高等学校において、部活動総合指導員を増員する。
また、少人数によるきめ細やかな指導を行うため、３５人学級編制を国に先駆けて
小学校第４学年に拡充する。

がん対策の着実な推進
多くの方ががんに罹患しても治り、また、通院しながら仕事を続けており、がんと
共生する時代となっている。

がんと共生する時代では、がんと長く付き合うこと、更には、がんが治った後の将来のこ
とも見据え、がん患者の生活の質の向上に目を向けた対策が求められている。
特に、がん治療による脱毛などの外観の変化に対するケア、いわゆるアピアランスケア
への支援は、精神的、経済的負担を軽減し、患者が自信を持って自分らしく暮らすため
に重要と考える。
県では、今後、がん対策について、どのように取り組んでいくのか、知事の所見を伺う。

本県では、「第３期愛知県がん対策推進計画」を策定し、県内に２７か所の
がん診療連携拠点病院等を指定しており、病状に応じた適切ながん治療や、

緩和ケア、相談支援の提供体制を整備するなど、さまざまながん対策を推進している。
今年度からは、小児・ＡＹＡ世代のがん患者が、卵子等を凍結保存する妊よう性温存
治療に対し助成を開始している。
さらに、来年度からは、脱毛などの外見の変化に苦しむがん患者が、治療と日常生活を
両立させ、自分らしい生活を送れるよう、アピアランスケア支援事業を開始し、医療用
ウィッグ等の購入費用を助成する市町村に対して補助していく。

１ 新型コロナウイルス感染症対策
 （1）コロナ禍における地域の医療提供

体制の確保
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

 （2）学校における働き方改革と良好な
教育環境の整備

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
 （2）住宅の耐震化への取組
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
 （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
５ 自治体の行政手続オンライン化
 （1）行政手続におけるキャッシュレス化
６ 持続的な本県産業の振興
 （1）本県におけるＩＴ関連企業の集積

促進に向けた取組
 （2）資源循環施策の推進
 （3）本県の水産業の振興対策

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）子どもに対する新型コロナワクチン

接種
 （2）アイチ・スカイ・エキスポにおける

主催者支援
３ 支え合う地域づくり

 （1）がん対策の着実な推進

 （2）子ども食堂への支援
 （3）食品ロスの削減
４ 魅力・活力ある地域づくり
 （1）地域におけるデジタル化・ＤＸの推進
 （2）ＳＴＡＴＩＯＮ Ａｉのオープンに向けた

取組
 （3）食育推進全国大会の開催
５ 安全・安心な地域づくり
 （1）若者のＳＮＳ上における被害防止対策
 （2）新川流域における流域治水の取組
６ 一人ひとりが輝く地域づくり
 （1）通信制・定時制教育の充実
 （2）児童生徒の心のケア

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
　犬飼 明佳

□自由民主党
　須﨑 かん

□新政あいち　
　富田 昭雄

●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

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）「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
 （2）現役世代への新型コロナワクチンの

３回目接種
 （3）治安対策

３ 活力と魅力あふれる愛知の実現
 （1）木材利用の促進
 （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

 （3）アジアパラ競技大会の開催
４ 新しい時代に飛躍する愛知づくり
 （1）ジブリパーク開園と今後の愛知

の発展
 （2）県政150周年の取組
 （3）今後の具体的なイノベーション

の創出に向けた取組
 （4）「中部国際空港の将来構想」

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
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４年５月臨時愛知県議会
次の県議会は５月27日（金）に開かれる予定です。

　令和４年２月定例愛知県議会は、２月17日に開会し、36日間の会期を経て３月24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

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日に可決されました。
 ●ロシアのウクライナ侵攻について

議員
提出議案
（決議）

　愛知県議会災害等対策会議を設置するため、「愛知県
議会会議規則の一部改正について」が、議会運営委員会から
提出され、原案のとおり可決されました。

委員会
提出議案

令和４年１月臨時議会
１月24日に臨時議会が開会され、知事から
提出された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を交付するため
などの一般会計補正予算議案について審議が
行われ、提出された議案は可決されました。

●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
●愛知県高等学校等奨学金
 貸与条例の一部改正
●愛知県立学校条例の一部改正

　警察委員会
●愛知県風俗案内所規制条例の一部改正
●愛知県暴力団排除条例の一部改正

 

令和４年度一般会計予算
（２兆8,316億円）を可決
令和４年度一般会計予算
（２兆8,316億円）を可決

議員定数等
調査特別
委員会

　閉会日（３月24日）に、委員長から、令和５年４月の愛知県議会議員一般
選挙については、現行の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の
数を維持することで全会派の意見が一致した旨の報告が行われました。

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 令和４（2022）年４月23日発行


