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令和 3 年 2 月定例愛知県議会(2 月 19 日～3 月 25 日) 

令和 3 年 4 月(第 3 回)臨時愛知県議会(4 月 2 日) 

令和 3 年 4 月(第 4 回)臨時愛知県議会(4 月 21 日) 

令和 3 年 5 月(第 5 回)臨時愛知県議会(5 月 11 日) 

 例年になく早い桜の開花から一気に夏日を記録するなど寒暖差が大きい日が続き初夏を迎えましたが、

皆様にはご健勝のこととお喜び申し上げますとともに、日頃は福田よしおの活動に格別のご理解とご支援

を賜り心から感謝申し上げます。愛知県の新型コロナウイルス感染症は第３波からいったん収まりかけま

したが、3 月末から急速に感染者が増加したため 5 月 11 日まで感染防止のため名古屋市全域の飲食店等

に対する営業時間短縮強化と県下全域に飲食店等の営業時間短縮の要請、そして新たにカラオケ設備の利

用自粛に対する協力金新設など「まん延防止等重点措置」を行いました。しかし GW 中も感染者が減少せ

ず、国との協議により予防的観点から 5 月 12 日から 31 日まで 3 度目の「緊急事態宣言」対象地域とな

り「緊急事態措置」が発せられました。これは新型コロナウイルス感染症よる重症患者や入院患者の増加

などにより医療機関や消防機関(救急)の業務が切迫しており、県民の皆さんの一層のご理解とご協力を頂

き感染防止対策の徹底と感染リスクを考えた行動自粛をお願いするものです。一方、医療関係者などから

ワクチン接種が開始され各市町村では予約、接種も始まっています。あらゆる方策を講じて 1 日も早く新

型コロナウイルス感染症の克服と終息をめざしていますので、いま一度ご家族や地域で感染防止の徹底を

お願いします。さて令和 3 年 2 月定例愛知県議会には令和 3 年度当初予算(一般会計 2 兆 7,163 億余

円、特別会計 1 兆３,564 億余円、企業会計 2,356 億余円)を始め 101 議案(予算 29 議案、条例 2８議

案、その他 38 議案、追加上程 4 議案、委員会提出 2 議案)が提案され、それぞれ各委員会に付託された

のち全議案原案どおり可決、同意等して閉会しましたが、新型コロナウイルス感染症の再拡大とともに 4

月に臨時議会が 2 度招集され、新型コロナに対して切れ目のない対策を実施するため補正予算を迅速に可

決しました。また議員提出議案「愛知県知事解職請求に係る不正署名問題の事実解明について」の決議も

可決、意見書も 6 件可決して衆参両院議長及び内閣総理大臣始め関係大臣に提出しました。そして新年度

3 度の臨時議会で営業時間短縮等を支援する総額 651 億 4,049 万余円の補正予算を可決しオールあいち

で新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいます。結びに皆様にはくれぐれもご自愛いただき、引き

続き格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げましてご挨拶といたします。 

3 度目の『緊急事態宣言』オール愛知で克服 
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自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例を制定 

 自転車は県民の最も身近な交通手段であり、その安全で適正な利用の促進を図るために条例を制定しました。特

に重大事故防止の観点から「ヘルメットの着用を努力義務」とし、被害者救済の視点から「損害賠償保険等の加入

を義務化(令和 3 年 10 月 1 日施行)」するとともに、自転車の安全性を高める取り組みとして利用者や販売事業者

にヘッドライトやブレーキなど道路交通法等の基準に適合するよう「点検と整備に努める責務」を定めました。ま

た自転車の両側面に「反射器材」を備えるなど「交通事故を防止するための対策に努める責務」も明記しました。

「自転車は軽車両」であり道路交通法等により「左側通行」「一旦停止」など交通ルールを守り運転しましょう。

条例化するにあたり私は自転車の後方確認のために「サイドミラー」が必要と提言するなど議案質疑しました。 

   議案質疑「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」について 

質問要旨(福田よしお) 自動車を運転する場合ルームミラーやサイドミラーを活用して周囲の交通状況を把握して運

転するが自転車も同様に後方確認が極めて重要である。東京都江東区は自転車の安全利用を推進するため平成

27 年 6 月から自転車サイドミラーのモニター実験を行い、その有効性や問題点等を検証しサイドミラーの装着

を推進する取り組みを行う。今後電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV)の普及により静寂な車の増加が見込ま

れるため愛知県も自転車の後方確認に有効な「サイドミラー」の装着促進を図るべきと考えるがご所見を伺う。 

答弁要旨(防災安全局長) 自転車は身近な交通手段であり安全で適正な利用の促進を図るため条例を制定すること

とした。特に重大事故の防止の視点からヘルメットの着用や損害賠償責任保険等の加入義務化するとともに自転

車の安全性を高める取組みも重要で、条例において利用者や販売事業者にヘッドライトやブレーキなど道路交通

法等の基準に適合した安全性を確保するように点検と整備に努める責務を定めた。議員提案の後方を確認する

「サイドミラー」など自転車の安全利用に役立つ器具の普及を図ることも重要であり、関係行政機関や販売事業

者、利用者団体等と協力して検討を進め、四季の交通安全運動や地域の交通安全教室など様々な活動を通じて活

用を呼び掛けていくなど実践的かつ多角的な取組みを続けていく。 

要望(福田よしお) 自転車の安全装備については、県警察の協力を得て自転車に起因する事故の分析を行い、

特に振り向いて後方確認することによりふらついて事故に遭ったり、後方確認が不足して事故に遭うよう

な場合があればサイドミラーの普及を図ったり、事故形態や検証の結果によっては条例の一部改正を行

い「サイドミラーの装着」を推奨したり、義務化するなど万全な方策をとっていただきたい。 

 

議案質疑「2021FIA 世界ラリー選手権ラリージャパン」について 
質問要旨(福田よしお)  モータースポーツを地域振興に活かすためラリージャパンの開催概要とコロナ渦の中で安

全安心に大会を成功させるために他のスポーツ大会などを参考にした取組について伺う。 

答弁要旨(スポーツ局長)  FIA 世界ラリー選手権(WRC)は国際自動車連盟(FIA)が 1973 年に創設したラリー最高

峰の世界選手権で今年は世界で 12 戦が開催され、その最終戦としてラリージャパンが 11 月 11 日から 14 日

の 4 日間愛知・岐阜で開催される。ラリーコースはメイン会場のモリコロパークを始め岡崎市、豊田市、新城

市、長久手市、設楽町、そして岐阜県中津川市、恵那市の 7 市町に設けられ、車両の整備基地となる「サービス

パーク」と豊田スタジアムに設置される。競技は一般道路を閉鎖し競技区間である「スペシャルステージ(SS)」

を設け、3 日間で約 20 本のタイムアタックを行い、その総合タイムで順位が決まる。それぞれの SS には観戦

エリアが設けられる。また初日の 11 月 11 日夕方には名古屋市内で「セレモニアルスタート」が行われ、大会

を盛り上げていく。またコロナ禍で 1 月の第 1 戦モンテカルロ、2 月の第 2 戦フィンランドが無観客での開催



となり、新型コロナウイルス感染防止対策を徹底することが重要となる。FIA や JAF の定めた指針を踏まえいわ

ゆるバブル方式により選手や大会関係者の体調や行動を管理するガイドライン作りを進めている。本県では 1 月

の「第 76 回冬季国体」や 3 月の「名古屋ウィメンズマラソン」、4 月の「オリンピック聖火リレー」などの開

催経験やノウハウを活用してラリージャパンを安全・安心に開催できるよう感染防止対策に万全を期していく。 

2019 ラリー・フィンランド・サービスパーク (ユバスキュラ市内)     SS1(公道～公園 2.31km)     SS14(林道～農道 18.7km) 

質問要旨(福田よしお)  ラリージャパンの成功に向けて大会の機運の醸成や大会を盛り上げていく中で、モーター

スポーツやラリーをより多くの県民の皆さんに知っていただく取組みについて伺う。 

答弁要旨(スポーツ局長)  多くの県民の皆さんにラリージャパンを知っていただくためには熱心なファンのほか他

のスポーツファンや一般の県民へラリーの魅力を発信していくことが重要で、昨年 11 月には 1 年前イベント

「GOTO ラリージャパン 202１」を名古屋市栄で開催し「優勝トロフィ」のお披露目のほか自治体 PR ブース

の出店で大いに賑わった。また岡崎市のイオンでは WRC のパネル展示、トークショーなどを行った。このよう

な PR イベントは大会を身近に感じ、ファンの裾野を広げる絶好の機会なのでラリージャパンに向け WRC のシ

リーズ戦のパブリックビューイングやラリーカーに触れられる催し物を開催していく。またラリージャパンの見

どころや観光スポットなどを掲載した観戦ガイドを作成するなどモータースポーツファンの裾野を広げるととも

にラリージャパンの盛り上げを図っていく。                  ※写真は 2019 ラリーフィンランド調査資料から 

 

議案質疑「総合型地域スポーツクラブ推進事業費」について 

質問要旨(福田よしお) 総合型地域スポーツクラブは「多世代、多種目、多志向」を特徴とし地域住民が

主体となって運営する地域の核となるものですが「量から質へ」の流れの中、各地域の実情を踏まえ

ながら全体的な質の向上が求められている。県は現在 51 市町村に 134 の総合型地域スポーツクラ

ブを創設したが、今後は国の方針に基づき県としてどのように支援・育成していくのか。 

答弁要旨(スポーツ局長) 本県では「広域スポーツセンター事業」としてクラブの創設を目指す市町村への「クラブ

づくりアドバイザー」の派遣やクラブスタッフに対する研修会を開催しているが、2020 年度からは全国で総合

型地域スポーツクラブの登録・認証制度が始まるためスポーツ指導者の配置や地域住民による自主的な運営、ガ

バナンスに関する規約の整備などの基準が設けられ、この基準を満たすことでクラブの活動内容や運営体制の質

が担保されるものと考える。県としては全てのクラブに基準の適合状況を確認してもらい、不十分な場合はアド

バイザーを派遣して適合に向けた助言をするなどクラブに寄り添い積極的に支援していく。 

要望(福田よしお) 「総合型地域スポーツクラブ」は学校での部活縮小、廃止に伴い早急にその受け皿とする必要

がある。地域の実情に合った、また既存のスポーツ団体との整合も取りながら指導者の育成が必要で、場合によ

っては学校の先生方が当該地域スポーツクラブやスポーツチームで活動する場合は、県内の各市町村教育委員会

で兼職兼業の許可が円滑に運用されるよう要望する。 
 

新愛知県体育館は 2025 年オープンに向け整備(サービス購入料 19,999,100 千円で落札)  

設計・建設費とその後 30 年の維持

管理・運営費から利用料収入を引い

たサービス購入料が落札額です。 



 

 

1/27 第 76回国民体育大会冬季大会開会式 2/21第 4回日進市駅伝競走大会 

2/13 日進市美術連盟新春絵画展 

2/9 県庁前でインターン生と 

3/4 人権分科会勉強会 

4/8 連合愛知尾張東地域協議会                      

「県政報告」 

4/18 スーパーカーと音楽の祭典 in太田川 

5/9 2021連合愛知尾張東地協メーデー 

（WEB） 

3/7 三好ネコの会譲渡会 

愛護動物を虐待したり遺棄することは犯罪です。遺棄・虐待した場合は 

懲役 1 年、罰金 100 万円、殺傷した場合は懲役 5 年、罰金 500万円となります。 

虐待現場を目撃したら三好ネコの会または最寄りの警察にお知らせください。 

 


