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そして「安全は全てに優先」～

「コロナが終息に向かうこと」を願っています
―

こんな時だからこそ、地域課題に取り組む

―

愛知県では ６月 20 日に緊急事態措置の解除及びまん延防止等重点措置
へ移行しましたが、県民の皆様に不要不急の行動の自粛、基本的な感染防
止対策の徹底を引き続きお願いしつつ、医療提供体制の確保や医療機関等
への支援、ワクチン接種体制の整備強化などをすすめています。
そうした中で、医療従事者の皆様には休む間もなく県民の皆様の生命と健康を守るため、昼夜を
問わず献身的に対応をしていただいており、心から感謝申し上げたいと存じます。安全・安心な日
常生活と活力ある経済活動を取り戻すため、執行機関との真摯な議論を重ねながら、より効果の高
い施策へと結びつけ、早期の終息に向けて取り組んでまいります。また岡崎・幸田地域では様々な
分野でまだまだ重要な課題が山積していますので、引き続き全力で取り組んでまいります。
この県政報告をご高覧いただき、議会活動に対する理解と関心を深められ、より一層身近なもの
に感じていただき、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
愛知県議会議員

新海正春

令和 3 年 2 月定例議会および令和３年 4 月臨時議会の報告
令和 3 年 2 月の定例愛知県議会は 2 月 19 日に開会し、35 日間の会期を経て 3 月 25 日に閉会
しました。その概要をお知らせします。
知事から「令和 3 年度愛知県一般会計予算」や「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条
例の制定について」など 95 件の議案（予算：29、条例：28、その他議案：38）が提出され、その
後「令和 2 年度愛知県一般会計補正予算（第 22 号）など 4 件の議案が追加提出され、本会議で
審議された後、それぞれ所管の常任委員会の審査を経て、すべて可決又は同意されました。
また 4 月 2 日及び 4 月 21 日に臨時議会が開かれました。臨時議会では、
「令和 3 年度愛知県一
般会計補正予算（第 2 号・第 3 号）及び「愛知県県税条例の一
部改正」が提案され、本会議おいて審議し、所管常任委員会で
の審査を経て、すべての議案が可決又は承認されました。
スマホで QR コードを読み取っていただくと
「令和 3 年 2 月定例県議会」での

私の議案

質疑の録画映像をご覧いただけます。

■令和 3 年 6 月定例愛知県議会の日程 6/17～7/6

2 月定例県議会での議案質疑の様子

2 月定例愛知県議会において私の行った議案質疑の要旨
質問 「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
①この条例で定められた取組みを自転車利用者、学校、事業者等に実践をしてもらうため、県とし
てどのように取り組んで行くのかを伺う。②「自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金」に
おける補助対象者は７歳から 18 歳の児童・生徒と 65 歳以上の高齢者に限定しているのはどのよ
うな理由によるものか。③「ヘルメット着用促進補助事業費補助金」をより多くの県民に活用いた
だくため、どのように取り組んでいくか。
［回答］（防災安全局長）
①条例で定めた取組を効果的に実施するため「自転車安全利用五則」や点検整備の方法を学ぶため
の教材、補助事業制度を理解いただくためのリーフレットを作成し、関係機関をはじめ交通安全活
動に協力をいただいているパートナーシップ企業や関係団体を通じて広く提供し、活用いただける
よう努めていく。さらに県と県警察が連携して、自転車安全利用出張講座や自転車対策部隊・ビー
フォースによる交通安全教室を開催することにより、利用者や保護者に普及を図ってまいります。
なお、ヘルメット着用の努力義務及び損害賠償責任保険等への加入義務については、６か月の周知
期間を確保し、10 月 1 日の条例施行に向け、周知を続けていく。②本県の直近５年間における自転
車乗用中の交通事故発生状況を年齢別にみると 15 歳から 18 歳の割合が極めて高く、7 歳以上の児
童・生徒を含めると 3 割を占めている。また死者数 154 人のうち 65 歳以上の高齢者は 108 人と 7 割
に達しており、重大事故を着実に防止する観点から死亡事故が多発している 65 歳以上の高齢者と、
重大事故を予防する観点から負傷者が多発している 7 歳から 18 歳の児童・生徒等を対象とすること
とした。③ポスターの掲示や、ヘルメットの購入と着用を促すリーフレットとチラシを配布する。
ヘルメットの安全性については、転倒や
衝突時の安全性を確保するため、補助要
件として製品安全協会の「SG マーク」や
日本自転車競技連盟の「JCF マーク」等
に適合した製品に限定することで、安全
性を担保していく。今後も県民・事業者
の皆様に条例の趣旨を理解していただ
き、自転車は車両であるとの認識のもと
自転車事故のない安全で安心な交通環境
の実現に向け取組みを続けていく。
ヘルメットを購入した場合
購入金額の１/２（上限２千円/個）補助
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/aichi-cycle.html

［回答に対する私からの要望］
条例の浸透度を確認するため定期的な実施状況の調査を行うこと。県の責務として「自転車を安
全に利用できる道路交通環境の整備を推進すること。命を守るためにも補助金を活用し規格を満た
したヘルメットへの交換も働きかけること。県の取組として、自転車損害賠償責任保険等への加入
を促進するため、高額賠償事例の紹介などの情報提供をお願いする。

身近な重点事業の令和３年度当初予算（抜粋）
岡崎特別支援学校の移転整備
土砂災害警戒区域にあるため、様々な要望活動をおこなった結果実現できた事案です。
5261 万円（債務負担行為：４億 8133 万円）
県立農業大学校（岡崎市美合町）の校地へ移転 2024 年度開校をめざし実施設計
岡崎警察署移転整備
老朽化のうえ手狭で利用しにくいとのご意見からの事案
です。
14 億 9815 万円
岡崎駅南土地区画整理事業 C 街区（岡崎市針崎町）
敷地約 10,000 ㎡の用地購入
基本設計及び実施設計
広田川 菱池遊水地の整備
幸田町の皆様と一緒になって要望し、実現した事案です。
整備後の有効活用について検討を進めています。
全体事業費：57 億 5000 万円
事業期間：2019 年度-2026 年度（予定）
用地補償、遊水地排水設計、築堤工事、排水機場移設工事

老朽化、狭隘化が進む

現在の岡崎警察署

県立学校教育の推進
2 億 392 万円

菱池遊水地計画

岡崎工業高等学校を岡崎工科高等学校に改名（2021 年度）
「工科高等学校」への改名はモノづくりの「工（たくみ）」だけでなく、科学的にモノづくりを理解し、
超スマート社会の技術革新にも対応できる若者の育成を目指すというねらいから来ています。
「化学工業科」を「環境科学科生活コース」へ改編、「情報技術科」を「情報デザイン科」へ改編、
「土木科」を「都市工学科」に改編（いずれも 2021 年度）
岡崎北高等学校に「理数科」、幸田高等学校に「企業連携コース」新設（2022 年度）
岡崎高等技術専門学校の整備
13 億 3103 万円
現地建替え（2020 年度~2024 年度）
「機械技術科」
、
「３D モデリング科」の新設（2022 年度）
「ロボットシステム科」の新設（2024 年度）
新型コロナウィルス感染症関連
医療分野：1042 億 9608 万円、中小企業・商店街への取組：1802 億 813 万円
福祉分野：33 億 7543 万円、雇用維持・雇用確保への取組：3 億 3091 万円
児童生徒の心のサポート充実：8 億 220 万円
新しい生活様式に対応した学校教育の充実：27 億 4767 万円
具体的な支援：愛知県感染防止対策協力金、愛知県中小企業者等応援金など
県民相談総合窓口（コールセンター）052-954-7453

令和３年度 身近な愛知県の重点事業（抜粋）
全国植樹祭』に参加しました。
事務所からのお知らせ

開通式典・開通記念セレモニーに出席しました。

愛知県議会では、県民の皆様に県議会のしくみや役割 今後も
をご紹介し、県議会に対する関心と理解を高めていただ
くため、このたび、新たに「愛知県議会ＰＲ動画」を制
作しました。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“竈門かまど禰豆子ねずこ”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
また、併せて、鬼頭明里さんとＤＡＩＫＩさんがＰＲ動画の
ニストのＤＡＩＫＩさんを起用し、一般向け及びジュニ
視聴を呼びかけるメッセージ映像も公開しています。ぜひ、
ア向けに制作した２本の動画により、県議会をよりわか
ご覧ください。
りやすく、親しみやすい形で紹介します。
愛知県議会ホームページの PR 動画特設ページから動画をご覧いただけます。
https://www.pref.aichi.jp/gikai/shikumi/prdouga.html
5 月 24 日に開催された「自由民主党愛知県議員団総会」において、議員団副幹事長に選任されました。
5 月 27 日の臨時議会において、正副議長の選挙、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会委員の選任が行われ、
常任委員会では 教育・スポーツ委員会委員、特別委員会では行財政改革・地方
創生調査特別委員会委員に就任しました。

緊急事態措置、まん延防止等重点措置等について

次の基本的な予防対策を徹底しましょう。
①換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避けましょう。②こまめな手洗い
や、手指消毒をしましょう。③咳やくしゃみが出る時は、マスクをしましょう。マスクが無い時は、ティッ
シュペーパーやハンカチなどで口と鼻を覆いましょう。④栄養のバランスを考えた食事と十分な睡眠をとり
ましょう。⑤できるだけ不要・不急の外出を控えましょう。
愛知県感染防止対策協力金
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/210621kyoryoku.html

公式ホームページ
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◆「しんかい正春事務所」へ皆様のご意見をお寄せください。
E-mail: m-shinkai@mics.ne.jp
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0564-58-0128

