
□石塚吾歩路（自民）
１ 自動走行運転
２ 県立学校施設の老朽化
対策

□鳴海やすひろ（新政）
１ 道路行政
（1）交通事故や渋滞対策に

関する名古屋市との連携
（2）リニア建設工事に関する

道路の渋滞・汚損対策
（3）堤防道路のガードレール

設置
２ スマートフォン等によるゲーム
依存症患者への対策

□神戸健太郎（自民）
１ 介護職員の定着促進
２ 商店街の活性化
３ 留学生の就職支援

□岡　明彦（公明）
１ 災害に強いまちづくり
（1）ブロック塀等の安全対策
（2）自助の意識を高める施策の

推進
（3）土砂災害対策
２ 子ども食堂
３ 自然史系文化財の保護
４ 大高緑地の更なる魅力向上
□伊藤辰矢（自民）
１ 愛知県国際展示場及び周辺
環境の魅力向上

２ ＬＣＣも含めた中部国際空港
の航空ネットワーク拡充に係る
利用促進策

□永井雅彦（新政）
１ 外国人技能実習生の技能習得
を支援する愛知の実現

知事から、「平成30年度愛知県一般会計補正予算」や「愛知県認知症施策推進
条例の制定」など45件の議案（予算：10、条例：15、その他議案：20）が提出され、
本会議の審議、委員会の審査を経て、すべて可決されました。
なお、閉会中に継続審査されていました平成29年度一般会計及び特別会計決算
12件並びに公営企業会計決算４件等は、すべて認定又は可決されました。

代表質問

議員提出
議　　案
（意見書）

□自由民主党
　渡辺　昇

□新政あいち
　樹神 義和

１ 行財政運営
（1）県税収入の見通しと今後

の財政運営
２ 新しい時代に飛躍する愛知
づくり

（1）中部国際空港二本目
　　滑走路の早期実現

（2）スタートアップ支援
３ 活力と魅力あふれる愛知の実現
（1）伝統芸能を活用した観光

振興

中部国際空港二本目滑走路の早期実現
中部国際空港は、2005年の開港から14年目に入り、最近では、
訪日外国人の増加もあって、旅客数が中間期としては過去

最高となり、この傾向はしばらく続いていくことが期待される。
しかしながら、中部国際空港は、24時間運用の国際空港でありながら
滑走路が一本しかない、いわば“未完の空港”である。今後果たすべき
中部国際空港の役割を考えると、二本目滑走路の整備は、いよいよ
待ったなしの状況ではないかと考える。
中部国際空港二本目滑走路の早期実現に向けて、どのように取り
組んでいくのか、知事の所見を伺う。

中部国際空港では、来年度の開業を目指して整備を進めて
いる新たなターミナルを生かし、ＬＣＣ就航環境の充実に努め

るとともに、11月14日には、航空ネットワークの一層の充実に向け、
地域の関係者がそろって石井国土交通大臣に要望を行った。これ
まで継続的に取り組んできたエアポートセールスでは、ガルーダ・インド
ネシア航空のセントレア～ジャカルタの直行便の就航が実現した。
こうした取組も着実に進めることにより、需要拡大、ネットワークの拡充を
図り、地域の悲願である二本目滑走路の早期実現につなげていきたい。

産業労働ビジョンの今後の取組
「あいち産業労働ビジョン2016－2020」は、策定から３年が経過し、
この間、産業を取り巻く環境は大きく変化した。本県の産業の姿と

競争力の位置取りを大きく変えることが懸念され、事業活動を支える人材
の確保・育成も喫緊の経営課題となっている。また、労働基準法が改正
され、来年４月に施行されるのを始め、労働法制も今後大きく変化していく。
ビジョンの計画期間である５年の中間期を迎え、現在の達成状況と課題
をどのように認識し、今後どのように産業労働政策の充実に取り組んで
いくのか、知事の所見を伺う。

これまで、ビジョンに盛り込んだ410の事業すべてに着手し、約８割
の事業が計画どおり進捗しており、一つ一つ着実に成果を積み

重ねてきていると認識している。一方で、本県の産業構造に大きな変化を
もたらす新たな政策課題が顕在化してきている。
このため、新たな課題に対応した総合的な産業労働政策を、「あいち
産業労働ビジョン2016－2020追補版」として策定することとした。
今後も、ビジョンに位置付けた施策にしっかりと取り組み、活力と持続力
ある日本一の「産業首都あいち」づくりを進めていく。

（2）愛知県公立大学法人の
次期中期目標

（3）新たな時代を見据えた
まちづくりの推進

４ 安全・安心な暮らしの実現
（1）大規模自然災害への対応
（2）農業における災害に強い

産地づくり
（3）新制度施行後の国民健康

保険制度
（4）県営住宅
　 ア 老朽化した県営住宅の

整備
　 イ 県営住宅における安心な

暮らしの確保
（5）特殊詐欺被害防止対策
５ 次代を担う人づくり
（1）県立高等学校における

外国人生徒への支援
６ 県政を推進する組織のあり方

１ 今後の行財政運営と財政
健全化

（1）税収見通し
（2）行財政改革と財政健全化
２ 交通死亡事故の撲滅への取組
（1）今年のワースト１返上に

向けて
（2）交通死亡事故の撲滅

への取組
３ 「あいち産業労働ビジョン
2016-2020」の取組

（1）産業労働ビジョンの今後
の取組

（2）自動運転の実用化支援
（3）障害者の雇用促進
４ 公共交通ネットワークの形成
（1）あいち公共交通ビジョン

の実現
（2）名古屋駅へのアクセス

機能強化
５ 生物多様性保全の取組
６ 支援を必要とする方々に
対する福祉対策

（1）子どもの貧困への対応
（2）地域包括ケアシステムの

構築
（3）認知症対策の推進
７ 大規模自然災害への備え
の充実

８ 次期学習指導要領
（1）次期学習指導要領への

対応
（2）小学校における外国語

教育への対応

２ 待機児童対策と保育士確保
□原よしのぶ（自民）
１ 獣害対策
２ 豚コレラ
３ 民間との連携による社会資本
の整備と活用

□嶋口忠弘（新政）
１ 民間企業における障害者雇用
対策

２ リニアを見据えた鉄道ネット
ワークの充実・強化

□渡辺周二（自民）
１ 子どもが安心・安全に育つ
ことができる環境整備

２ 児童虐待への対応の強化
に向けた取り組み

□いなもと和仁（自民）
１ 愛知県薬剤遠隔指導事業

県議会だより県議会だより

一般質問

質問

答弁

12月５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 人生の最終段階における
医療体制の整備

３ あいち中小企業応援ファンド
□西久保ながし（新政）
１ 技能五輪・アビリンピック
２ 教員の多忙化解消
３ 交通安全対策
□辻　秀樹（自民）
１ 「在宅歯科医療」の普及
２ 知の拠点あいち「重点研究
プロジェクト」

３ 新たな「特別支援教育推進
計画」

□日比たけまさ（新政）
１ 治療と仕事の両立支援
２ 投票率向上に向けた取組
３ 保安林の管理

□高桑敏直（自民）
１ 県立高等学校における総合
学科

２ インバウンド観光の振興
□筒井タカヤ（県ク）
１ 名古屋盲学校における児童
生徒への歩行訓練士による
歩行訓練の支援の継続を
求めます

２ 教員の歩行訓練士の資格
取得支援を求めます

３ 盲学校、聾学校、特別支援
学校の名称の「盲」・「聾」・
「特別」ということが差別的な
表現ではないか、視覚・聴覚
等の支援学校にとの声も
あるが、県の見解を問う

平成30年12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、いずれも
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。

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

知事提出
議 案 等

詳細は右記にて

詳細は右記にて

12月６日及び７日の２日間にわたり一般質問が行われ、次の15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。

●中部国際空港の二本目滑走路の建設促進に
ついて

●教職員の定数改善及び教育予算の確保について
●災害における義援金の差押え等の禁止について

平成30年12月定例愛知県議会は、12月３日に開会し、18日間の会期を経て12月20日に閉会しました。
その概要をお知らせします。

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
　12月11日、12日、13日及び14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
　８件の請願が提出され、取り下げられた１件を除く７件は、
関係常任委員会で審査された後、本会議で審議され、次の
３件の請願が採択されました。
●「平成31年度愛知県私学振興予算の充実」について
●「平成31年度愛知県私立幼稚園関係予算の充実」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
（県ク）＝県政自民クラブ

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：３月４日（月）
  ● 一般質問：３月５日（火）～７日（木）
  ● 議案質疑：３月７日（木）、８日（金）、11日（月）
  ● 委 員 会：３月12日（火）～14日（木）

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

平成31年２月定例愛知県議会（予定）
［会期：２月25日（月）～３月20日（水）］

愛知県認知症施策推進条例を可決愛知県認知症施策推進条例を可決
●農業の競争力強化について
●ヘルプマークの更なる普及について
●マイクロプラスチック対策の推進に
ついて


