
□飛田常年（自民）
1 HACCP（ハサップ）の制度化 
2 住宅宿泊事業法の施行に係る
対応 
3 農業用ため池の耐震対策状況 
4 東三河の農業を支える豊川用水
□安井伸治（新政）
1 南海トラフ地震対策
 （1）応急仮設住宅
 （2）災害情報伝達手段 
2 言葉の壁を越えた、多文化・
国際交流事業
 （1）多言語サービスの導入
 （2）AIA事業のあり方
□ますだ裕二（自民）
1 高次脳機能障害のある方の支援
2 「稼ぐ観光」の推進

 （1）ナイトタイムエコノミーの推進
 （2）キャッシュレスの環境整備
□岡　明彦（公明）
1 南海トラフ地震発災時における
県立学校の防災力の強化 
2 子どもの文化芸術教育の充実
3 今春の公立高校入試結果と今後
の少子化を踏まえた学校のあり方
□丹羽洋章（自民）
1 Society5.0、第4次産業革命、
EdTechに対する愛知県の
取り組み
2 東三河地域のインフラ整備
 （1）柳生川の改修と梅田川の河川
整備計画

 （2）三河港港湾計画の改定
 （3）東三河環状線の整備

　知事から、「平成30年度愛知県一般会計補正予算」や
「愛知県県税条例等の一部改正について」など19件の議案
（予算：２、条例：８、その他議案：９）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。

代表質問

□自由民主党
　青山 省三

□新政あいち
　佐波 和則

１ 行財政運営

 （1）県税収入の見通しと
今後の財政運営

２ 活力と魅力あふれる
愛知の実現

 （1）アジア競技大会の
開催に向けた取組

 （2）あいちトリエンナーレ
2019

ジブリパークの整備
ジブリパークの整備については、今年の４月末に「基本デザイン」が公表された。
今後は、基本デザインで示された５つのエリアにおける施設の内容・配置や

管理運営手法の検討、来場者数の予測など、基本構想の策定等に向けた業務を
本格的に進めていくと聞いている。
一方で、現時点においては、事業の詳細が明らかにされておらず、整備後の運営費
も含め、全体事業費や最終的に県の負担がどうなるのか、見通しが示されていない。
県においては、まずは基本構想などの検討にしっかりと取り組むとともに、事業の詳細な
方針等を速やかに示し、関係する地域や団体の声に十分に耳を傾けながら、ジブリ
パーク構想の実現に向けた取組を進めてもらいたいと考えている。
ジブリパークの整備に対する知事の決意を、改めて伺う。

ジブリの世界を愛・地球博記念公園の中に再現するため、今年度は、基本
構想の策定やそれを踏まえた設計などにしっかり取り組んでいく。

既にスタジオジブリとともに、各エリアの施設内容やその配置計画の検討に入って
おり、引き続き、来場者数や整備効果を予測した上で、概算事業費や管理運営に
必要なコストを算出し、適正な管理運営手法を検討していくほか、周辺交通などへの
影響についての調査・検討も進めていく。
国内外の多くの人に心から喜んでいただける、世界中探してもここにしかない、そうした
ジブリパークを実現するため、しっかり情報発信し、ご意見もいただきながら、スピード
感を持って進めていく。

ワールドロボットサミット開催に向けた取組
昨年夏、愛知・名古屋で開催されたロボカップ世界大会は、４２の国や地域
から約１３万人もの来場者があり成功裏に終わり、併せて開催されたロボット

技術・産業フェアと一体化する工夫により、本県企業のロボット技術力を国内外の
多くの方々に発信する良い機会になった。
２０２０年に本県で開催されるワールドロボットサミットを、ロボット産業の振興に
つなげていくためには、次代を担う子供たちをはじめ多くの方々にロボットへの関心
を高めてもらうことや、県内企業や大学が開発したロボット技術を世界に発信し、
国際競争力の強化につなげることが重要である。
今後、ワールドロボットサミットの成功に向けて、どのような視点で取り組み、機運の
醸成を図っていくのか、知事の所見を伺う。

２０２０年のワールドロボットサミットは、本県のロボット産業を世界へと発信
するまたとない機会であり、さらなる成長、発展への飛躍台にしていきたい

と考えている。
例えば、中部国際空港島において、国内外からお迎えするお客様に対して会場
案内や移動時のサポートなどで活躍する最新のサービスロボットを披露する計画で
あり、今年度から新たにこのようなロボット開発を支援していく。
また、ロボットが身近で便利な存在であることを知っていただくことも必要であり、
県内のロボット見学ツアーや工作教室、シンポジウム等を開催し、ロボットへの理解
増進を図っていく。
地域一丸となって開催機運の醸成を図り、２０２０年の大会を成功に導いていく。

 （3）第70回全国植樹祭

 （4）ジブリパークの整備

 （5）県外からの人材確保

３ 安全・安心な暮らしの
実現

 （1）消防学校の整備

 （2）障害者施策の推進

 （3）骨髄移植

 （4）あいちオレンジタウン
構想の推進

 （5）高齢運転者の運転
免許更新手続き

４ 次代を担う人づくり

 （1）杉原千畝顕彰施設

 （4）ユニチカ跡地大規模開発に
伴う周辺道路の整備

3 都市計画道路の見直し
4 県営住宅の子ども食堂等への
目的外使用
□鈴木　純（新政）
1 国際化への対応
 （1）あいち国際戦略プラン2022
 （2）小中高等学校と愛知県立
大学の国際化への取組

2 健康経営
 （1）健康経営への愛知県企業の

取組の現状と所管部署の連携
 （2）愛知県の健康経営表彰企業
等に対する優遇措置

3 犯罪被害者支援と再犯防止
 （1）犯罪被害者支援の取組

一般質問

６月20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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 （2）地域再犯防止推進モデル事業
□犬飼万壽男（自民）
1 愛知子ども調査をふまえた
子どもの貧困対策
□長江正成（新政）
1 FIT法に基づく認定を受けた
太陽光発電事業
2 生活習慣病の予防
□鈴木雅博（自民）
1 医師の偏在対策とへき地医療
拠点病院の医師確保支援
2 日本ボッチャ選手権大会の招致
3 あいちスタートアップ・エコ
システムの形成
4 自然体験保育・幼児教育の推進
□中根義高（自民）
1 がんセンター愛知病院

平成30年6月
定例議会

　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。

主な質問及び答弁内容 主な質問及び答弁内容

質問

答弁

問い合わせ先：愛知県議会事務局☎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

　  委員会
　６月26日、27日、28日及び29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及び請願の審査
や一般質問が行われました。

　  請願
　１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、不採択とされました。

詳細は右記にて

8月4日（土）付　全 7段　天地 239mm×左右 382mm

第２０回アジア競技大会開催都市契約締結に伴う負担金を含む

平成３０年度補正予算を可決
第２０回アジア競技大会開催都市契約締結に伴う負担金を含む

平成３０年度補正予算を可決

６月21日及び22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。

●高齢運転者の運転免許の円滑な更新について
●仕事と介護の両立支援について
●日本年金機構における情報セキュリティ対策の
見直しについて

知事提出
議 　 案

議員提出
議　　案
（意見書）

詳細は右記にて

平成30年６月定例愛知県議会は、６月18日に開会し、18日間の会期を経て７月５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

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年分の録画中継を行ってい
ます。録画映像はスマートフォン、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：９月27日（木）
  ●  一般質問：９月28日（金）、10月１日（月）、２日（火）
  ●  委 員 会：10月４日（木）、５日（金）、９日（火）、10日（水）

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

●高次脳機能障害者に対する支援の充実について
●ストーカー対策の拡充について
●旧優生保護法により強制不妊手術を受けた者に
対する補償等について

2 あいち産農林水産物の輸出促進
□黒田太郎（新政）
1 データヘルス計画の推進
2 最近の金融情勢
□山下智也（自民）
1 航空宇宙産業を支える人材育成
2 ロボット産業の振興
3 豪雨災害に備えるソフト対策
□小山たすく（新政）
1  カジノを含む統合型リゾート
（IR）の誘致
□伊藤辰夫（自民）
1 都道府県官民データ活用推進
計画の策定
2 東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会への取り組み
3 高等技術専門校の再編・整備

１ ジブリパーク構想の
推進

２ ものづくり愛知の推進
 （1）ワールドロボット
サミット開催に向けた
取組

 （2）技能五輪全国大会・
全国アビリンピックの
開催及び技能五輪

国際大会の招致に
向けた取組

３ 観光県あいちの推進
 （1）産業観光の活性化
 （2）あいちの山車まつり
の魅力発信及び
保存・継承

４ 誰もが健康で安心して
働ける社会づくり

 （1）健康長寿あいちの
実現に向けた取組

 （2）医師・看護師の確保
対策

 （3）仕事と介護の両立
支援

５ あいち地震対策アク
ションプラン　

質問

答弁

平成30年９月定例愛知県議会（予定）
［会期：９月21日（金）～10月16日（火）］

県議会だより県議会だより
知事提出議案の提案理由説明のようす


