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令和 3 年 8 月(第 10 回)臨時愛知県議会(8 月 31 日) 

令和 3 年度 9 月定例愛知県議会(9 月 17 日～10 月 12 日) 
初冬の候 例年になく短い秋とともに街に落ち葉も散り敷くようになりましたが、皆様にはますますご清祥のこと

とお喜び申し上げます。さてコロナ渦でしたが 2020 東京オリンピック、パラリンピックが開催され、トップアス

リートの活躍により、多くの感動と挑戦する勇気、そして持続的な努力の重要性を改めて認識したところです。し

かし、新型コロナウイルス感染症は 8 月 27 日に一日の感染者数が過去最高の 2,340 人となるなど急激な増加が

続く中、8 月(第 10 回)臨時議会で若者へのワクチン接種の推進や自宅療養者の搬送体制の強化などの対策を実施す

るとともに、多世代へのワクチン接種と皆様の感染防止対策の徹底・励行により第 5 波でいったん収束し、延長さ

れた緊急事態宣言、愛知県まん延防止措置などすべての規制が解除されました。現在、県政を取り巻く状況は、新

型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経済情勢の中、持ち直しの動きが続いていますが、原油価格の高騰な

ど新たな経済危機の対応が急務となり、県政運営に必要な県税収入は 2020 年度決算が二年連続の減収となり本年

度当初予算も更なる減収を見込み編成されました。現時点では予算を上回る水準で推移していますが、感染拡大が

今後の企業収益や個人消費に与えることが考えられ、歳入歳出両面にわたる行財政改革を更に推し進める必要があ

ります。こうした取り組みに加え経済・産業の活性化を進めることにより、地域の雇用を維持・拡大し、税収確保

につなげることも重要です。次世代自動車、航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、IT・ロボットなど今後成

長が見込まれる分野での高付加価値のモノづくりの維持・拡大を図り、世界の一歩先を行く「産業首都あいち」

「国際イノベーション都市」の実現目指して県議会に臨んでまいります。また愛知県は「2022 年県政 150 周

年」を契機に将来の発展を象徴するプロジェクトを推進します。その内容も皆様にお伝えしたいと思います。結び

に新型コロナウイルス感染症の終息と皆様の益々のご発展とご健勝、ご多幸を祈念するとともに輝かしい 2022 年

を皆様と共に迎えられますよう念願しご挨拶といたします。 

2022 年は「愛知県政 150 年」の年です 

 1871 年(明治 4 年)7 月の廃藩置県により三河の岡崎、西尾、吉田(のち豊橋)、刈谷、拳母(のち豊田)、田原、西

端、西大平、岡部(の半原)、福島(のち重原)の 10 藩が県に改められ、同年 10 月に統合され「額田県」が成立する

とともに知多郡が編入され、県庁は岡崎に置かれました。一方で尾張の名古屋藩と犬山藩が名古屋県、犬山県にな

り、やがて犬山県は名古屋県に統合され、1872 年(明治 5 年)4 月 2 日に「愛知県」に改称され、名古屋に県庁が

置かれました。1872 年 11 月第 2 次府県統合により額田県が愛知県に編入され現在の愛知県域がおおよそ確定し

ました。(昭文社・愛知のトリセツ抜粋)県政 150 年の節目を迎えるにあたり「ロゴマーク」を制定し、記念事業を

公表しました。次の 50 年、100 年を見据え「産業首都あいち」「国際イノベーション都市」の実現めざします。 

1 ジブリパーク 

愛知県では、愛知万博の理念を次世代へ継承し、愛・地球博記念公園の魅力と価値を一層高めるため、同公園内

に多くの皆様に楽しんでいただく「ジブリパーク」整備構想につい

て 2017 年 5 月 31 日にスタジオジブリと合意し 2018 年 3 月

30 日にスタジオジブリと確認書を締結、整備・運営は県、スタジオ

ジブリと中日新聞社が連携・協力して行います。全 5 施設のうち 3

施設は 2022 年に、2 施設は 2023 年に完成しオープンします。 

 



 

2 国際芸術祭あいち 2022 

「あいち 2022」は、国内最大模の国際芸術祭の一つであり、国内外から多   

数のアーティストが参加します。愛知芸術文化センターのほか、一宮市、常滑  

 市、有松地区（名古屋市）のまちなかを会場として広域に展開します。現代美  

術、パフォーミングアーツ、ラーニング・プログラムなど、ジャンルを横断し、  

最先端の芸術を「あいち」から発信します。  

会    期 2022 年 7 月 30 日(土)～10 月 10 日(月・祝)（73 日間） 

3 STATION  Ai  (ステーション・エーアイ)               

   愛知県は様々なスタートアップ支援に取り組んでいます。また昨年 7 月   

には内閣府から愛知・名古屋から浜松地域が「スタートアップ・エコシス 

テム・グローバル拠点都市」に選定されました。新たなビジネスの種とな 

る「スタートアップ企業」(注 1)の育成を図るとともに、国内外からも誘 

引し、この地域にスタートアップ・エコシステム(注 2)の拠点形成を図る 

プロジェクト「Aichi-Startup」(注 3)を立ち上げます。そして推進する 

拠点「STATION  Ai(ステーション・エーアイ)」を名古屋市鶴舞公園隣 

接地に整備し 2024 年の開業をめざします。なお「STATION Ai」の整 

備までの間、切れ目のないスタートアップ支援を行うため「WeWork グロ 

ーバルゲート名古屋」内に「PRE-STATION Ai（プレ・ステーションエーアイ）」を開設しています。 

(注 1) 新たなビジネスモデルを開発し起業した創業から 2、3 年程度の企業 (注 2) 起業希望者に対して企業や 

弁護士等の専門家、地域資源などを有機的に結び付け、循環させながらスタートアップ企業の創出を地域で 

戦略的にバックアップしていく仕組みを指す。(注 3) 愛知県が中核となり、スタートアップ・エコシステムの拠 

点形成を図るプロジェクトの名称。これを統一ブランドとして、広く内外に情報発信していく。 

4 愛知県新体育館 

   2026 年アジア競技大会の開催を見据え、新体育館を 2025 年夏のオープン 

 をめざし整備するものです。建設場所は名古屋市北区「名城公園北園」で、地下 

鉄「名城公園駅」と結ぶ計画です。新体育館は大相撲名古屋場所やバスケットボ 

ール、バレーボール、卓球などの国際スポーツ大会や大規模音楽コンサートも開 

催できるように、設計には新国立競技場を手掛けた隅研吾氏が携わり、施設デザ 

インは名城公園の木々と調和し、緑の一体感を創出かる「樹形」のアリーナとな 

る予定です。     

 

5 愛知県基幹的広域防災拠点 

   南海トラフ地震等、大規模災害時に、全国からの応援人員や物資等を円  

  滑に受け入れ、被災現場や地域の防災拠点に迅速かつ的確に供給する「基  

 幹的広域防災拠点」を 2025 年度中に豊山町青山地区(県営名古屋空港隣接 

地)に整備します。また敷地内に消防学校の移転整備やイベント開催等にも 

活用できる公園も併設予定です。 

6 愛知県畜産総合センター種鶏場(犬山市へ移転)  

現在の畜産総合センター種鶏場は、愛知県の特産である名古屋コーチンを改良・増殖する施設で、民間のふ化 

場を通じて生産者等に対して名古屋コーチンを供給しています。種鶏場の鶏舎の多くは昭和 40 年代に整備さ

れたもので、老朽化が著しく外気温や寄生虫の影響により生産効率が低下

しているうえ、小動物の侵入など鳥インフルエンザ等への防疫対策が不十

分な状況にあります。さらに周辺の都市化の進展により、施設は住宅地に

隣接しており、臭気や騒音等による苦情が発生するとともに、近年の需要

の高まりを受け、供給体制を強化が求められています。このため種鶏場を

移転し、密閉性・生産性の高い施設を整備することにより環境問題の発生

を抑えるとともに、名古屋コーチンの供給量を増加させるため、2022

年中には名古屋コーチン発祥の地、犬山市への移転整備を図ります。 



令和 3 年度第 10 回臨時愛知県議会の経過 

８月 31 日（火）の臨時議会には「令和３年度愛知県一般会計補正予算

（第 14 号）」及び 「令和３年度愛知県県立病院事業会計補正予算（第２

号）」が提出され、知事から提案理由の説明が行われた後、緊急事態措置等

の期間中、営業時間の短縮要請に応じた飲食店及びカラオケ店に対する愛知

県感染防止対策協力金の交付や若者への新型コロナワクチン接種を促進する

補正予算の議案について議案質疑が行われ、所管の常任委員会である総務企

画委員会、県民環境委員会、福祉医療委員会、経済労働委員会及び教育・ス

ポーツ委員会にそれぞれ付託され、審査された後、再開後の本会議において

各委員長報告の後に採決が行われ、両議案とも原案どおり可決しました。         

主な事業  一般補正予算額 3,178,782,319 千円 

企業会計(病院事業・営業収益 330,522 千円、留保資金△196,477 千円) 

①  若者への新型コロナワクチン接種(10 月末までにワクチンの 2 回接種を完了した 20 代、30 代の県内居住

者に抽選で 20,000 人に食事券(10,000 円)をプレゼント(利用はニューあいちスタンダード認証店に限る) 

※ 抽選は 12 月上旬 

② 感染が拡大している若者を対象とした予約なしで接種を受けることができる「あいちワクチンステーション

栄」開設 

③ 自宅療養者等の搬送体制(受診搬送、入院搬送)を強化するため、酸素吸入やストレッチャーを装備した救急

型車両を県保健所に配備 

④  軽症者等の増加に伴い宿泊施設を新たに 2 カ所開設(「R＆B ホテル」名古屋市中村区、東横 IN(安城市)) 

⑤ 県立学校ワクチン接種促進事業(390,200 千円)私立高校等ワクチン接種促進事業費補助金(226,000 千円) 

⑥ 愛知県感染防止対策協力金、愛知県中小企業等応援金(41,117,811 千円) 

⑦ 県立病院事業(新型コロナに係るワクチン接種料、報酬、旅費交通費、医師委託費等) 

令和３年９月定例愛知県議会の経過 

９月 17 日（金）に開会、26 日間の会期を経て 10 月 12 日（火）に閉会しました。9 月 17 日（金）に医

療提供体制を確保するためなどの「令和３年度愛知県一般会計補 正予算（第 15 号）」はじめ 43 件の議案と

令和２年度一般会計・特別会計決算 12 件及び公営企業会計決算５件が提出されました。また９月 28 日（火）

に愛知県厳重警戒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「令和３年度愛知県一般会

計補正予算（第 17 号）」の議案１件が、10 月 8 日（金）にワクチン・検査パッケージに関する技術実証を行

うためなどの「令和３年度愛知県 一般会計補正予算（第 18 号）」はじめ２件の議案が追加提出されました。そ

して早期議決を要する議案(補正予算第 17 号、第 18 号)は所管の委員会で審査ののち上程日の本会議で可決しま

した。10 月１日（金）議員提出議案として「愛知県木材利用促進条例の制定について」の議案１件が提出され

原案どおり可決しました。また開会日に知事から提案説明のあった 43 件の議案は所管の委員会の審査を経て、

最終日(10 月 12 日)に各委員長報告の後に全議案原案どおり可決しました。なお、令和２年度一般会計・特別会

計決算 12 件及び公営企業会計決算５件は決算特別委員会を設置して継続審査となりました。 

主な事業(一般補正予算額 3,198,020,084 千円) 

① 新型コロナウイルス感染症対策事業費 9,528,899 千円 

医療提供確保、PCR 検査体制確保、医療機関に対する県独自支援(医療従事者応援金、回復患者転院受入医

療機関応援金、その他の事業(感染症医療給付費、自宅療養者・宿泊療養者医療費補助金、相談窓口設置事業

費) 

②  愛知県農業総合試験場と大学、企業等の連携による農業イノベーション創出に向けた調査 23,733 千円 

③  矢作川カーボンニュートラルの具体化に向けた概略検討調査 30,000 千円 

「水循環」をキーワードに再生可能エネルギー等の導入始め森林保全、治水、水道からエネルギーまでを含 

む官民連携で総合的かつ分野横断的にカーボンニュートラルの実現をめざす。 

④ 交通安全対策 104,774 千円(信号灯器の LED 化、道路標識の更新、道路標示の更新) 

追加上程事業(9/17、9/28、10/8) 

① 新型コロナウイルス感染症対策事業費 1420,994 千円(宿泊療養施設運営費、入院待機ステーション運営費) 

② 愛知県感染防止対策協力金 51,540,400 千円・追加補正 28,724,112 千円 

愛知県中小企業等応援金△4517141 千円 

③ 高等学校管理運営費 41,250 千円、特別支援学校管理運営費 11,200 千円 

④ 生活困窮者対策事業 3,900,491 千円(生活福祉資金貸付事業補助金) 

⑤ ワクチン・検査パッケージ技術実証 362,655 千円(12 月中に名古屋市内の音楽コンサートで実施) 



条例の制定(10/1 議員提案) 

 愛知県木材利用促進条例(令和 4 年 4 月 1 日施行) 

 目的 木材の利用の促進について基本理念を定め、県の責務並びに市町村、森林所有者、林業事業者、木材産業 

事業者、建築関係事業者、その他事業者並びに県民の役割を明らかにするとともに、木材利用の促進に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進する必要があるため条例を制定しました。 

条例の一部改正(7 件) 

   愛知県県税条例の一部を改正する条例、愛知県個人情報保護条例の一部を改正する条例、中小企業者等向け融資 

の損失補填に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の一部を改正する条例、愛知県流域下水道事業

の設置等に関する条例の一部を改正する条例、愛知県事務処理特例条例及び特定都市河川浸水被害対策法施行条

例の一部を改正する条例、愛知県立学校条例の一部を改正する条例 

その他主な議案 

①  物品購入(抗インフルエンザウイルス薬(備蓄用注射薬)、抗インフルエンザウイルス薬(備蓄用飲み薬)等 

②  畜産総合センター種鶏場建設工事 2,552,000,000 円 

③  愛知県スタートアップ支援拠点整備等事業 14,348,330,933 円 

④  豊川警察署庁舎建設工事 1,342,000,000 円 

⑤  愛知県立愛知総合工科高等学校の専攻科の指定公立国際教育学校等管理法人の指定 

 

緊急要望！事故が多発した東郷町役場南交差点は信号機を設置 11/19 午前 10 時に点灯しました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/12 三好愛知ライオンズクラブ 

献血例会 

10/17 日進市商工会設立 60 周年記念式典 

11/3 日進市菊花大会 

 （岩崎城址公園） 

11/5 東郷町商工会より 

   陳情書受取り 11/11 交通安全立哨活動 

11/20 第 42 回にっしん文化祭 

12 

10 
 

金 

よ
し
お 


