
 

                             

■平成２３年５月臨時愛知県議会 

 ５月臨時議会が 23 日に開催されます。議会人事では、議長、副議長の選挙に続き常任委員会等に

ついて内定どおり可決される予定です。また、知事提出案件は議会選出監査委員、収用委員会の人事

案件が５件、東日本大震災支援のための専決承認（被災者へ 30 万円の貸付制度の創設、中小企業へ

の資金繰り支援、不動産取得税の特例措置など 4件）等に加え、臨時議会では稀な一般会計補正予算

第 5 号も提案され、同意、可決される予定です。 

●議長・副議長選挙 
民主は議長に中村友美団長、副議長に近藤良三

副団長を候補者としますが、選挙は多数決の為

(民主 26、自民 52、減税日本一愛知 18、公明

6)、議長に岩村氏(一宮市、6 期、57歳)、副議長に

深谷氏(大府市、4 期、65 歳)の自民候補が就任さ

れる予定です。 

●常任委員会等について 

県議会で５年目の鈴木は、建設委員会(理事)と産業振興・雇用対策特別委員会(理事)に所属し活動

します。また、議会運営委員会副委員長を拝命する予定です。 

常任委員会名 所管部署（事項）等 （参考：市議会） 

総務県民 知事政策局、総務部、県民生活部、防災局、出納事務局、選管等 総務 

地域振興環境 地域振興部、環境部 文教経済 

健康福祉 健康福祉部、病院事業庁 厚生 

産業労働 産業労働部、企業庁、労働委員会 文教経済 

農林水産 農林水産部 （愛知海区漁業調査委員会・愛知県内水面漁場管理委員会） 文教経済 

建  設 建設部、収用委員会 建設 

文  教 教育委員会 文教経済 

警  察 公安委員会―警察本部  

●民主党県議会議員団等について 

県議団では 5 役(団長、副団長、幹事長、

総務会長、政調会長)の一つ、総務会長に指名

を受け、研究会は地域振興環境・建設研究会

に所属します。前期は県連との関係もあり

10 の研究会やＰＴ(プロジェクトチーム)も

多数ありましたが、団人数の減少等により 4

研究会に整理し、議会改革については総務会

で積極的に議論していきます。 
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総務会長すずきです 

稲沢市子ども会連絡
協議会記念総会開催 

 
 
 
 

写真はゲーム『キャッ
チ』を披露するジュニ
アリーダーの皆さん。
記念大会ということで
多くの区長さんにもご
臨席頂き、すずきも
県議を代表し挨拶い
たしました。(5/14) 



■５年目所属の建設委員会所管事項 

建設委員会は建設部(職員約 1,570 人、内本庁約 550 人)と収用委員会(事務局５人)を所

管しています。道路建設、河川整備など社会基盤整備の多くの部分を担うのが建設部です。 

骨格予算となった今年度一般会計当初予算 2 兆 1,075 億円のうち建設部関係は約 1,170 億円(対

前年 63.2％)、構成比約 5.6％、流域下水道約 372 億円などの 3 特別会計合計は約 589億円です。 

課 名 人 事務分掌 

建設総務課 53 
部の運営管理、人事、予算経理、広報広聴、建設工事の契約事務(本庁執行分、地方機関分は

所長委任工事)、地方機関(9 建設事務所、2 港務所は下図)の所長会議の運営等 6Ｇ（ｸﾞﾙｰﾌﾟ) 

建設企画課 46 部全般の政策・企画の調整、工事検査、ＣＡＬS 等の電子情報、あいくる、都市整備協会等 7Ｇ 

建設業不動産業課 22 建設業(約 2．6万)、宅地建物取引業(約 6千)の許可、解体工事業、浄化槽工事業の登録等 3Ｇ 

用地課 19 公共用地の取得・補償の地方機関への指導・連絡調整、土地開発公社への指導監督等 3Ｇ 

都市計画課 21 都市計画区域、都市マス、土地利用計画、都市計画道路等の都市施設、都市計画審議会等 4Ｇ 

都市整備課 25 市街地内の街路整備、鉄道の連続立体交差、土地区画整理、まちづくり交付金 4Ｇ 

公園緑地課 26 県営都市公園(木曽川祖父江緑地 5.7ha 等)、あいち森と緑づくり都市緑化、屋外広告物等 5Ｇ 

下水道課 36 流域下水道の設置・管理、市町村の公共下水道・都市下水路の関係事務、水と緑の公社等 7Ｇ 

道路維持課 29 国・県道の管理、道路占用許可、交差点改良等交通安全施設整備、名高速・県道路公社等 5Ｇ 

道路建設課 25 高速自動車国道をはじめとする国・県道の整備等 4Ｇ 

河川課 39 河川(治水対策、地震対策)・海岸整備(津波・高潮対策、浸食対策)、水防関係事務等 6Ｇ 

砂防課 23 土砂災害防止施設整備、砂利・岩石採取計画の認可 3Ｇ 

港湾課 26 県が管理する 10 港湾、港湾区域内の海岸及び公有水面の埋立て等 5Ｇ 

建
築
担
当
局 

住宅計画課 31 
住生活基本計画、ＣＡＳＢＥＥ等環境共生住宅、住宅・まちづくり、市街地整備、人にやさしい街づく

り、民間住宅耐震化改修費補助金等防災まちづくり等 7Ｇ 

公営住宅課 

県営住宅管理室 
48 

普通・特別県営住宅の建設・改善、公営住宅建設事業の指導監督等 5Ｇ 

 普通・特別県営住宅の管理(入居者の募集等：住宅管理Ｇ)住宅供給公社の指導監督 3Ｇ 

建築指導課 42 建築基準法、建築士法、宅地造成規制法、都市計画法の開発許可、長期優良住宅の認定等 8Ｇ 

公共建築課 32 県有施設(県営住宅を除く)の営繕等 5Ｇ 

建設総務課に属する地方機関 

建設事務所名 人 所管区域等(   は事務所所在市町村) 

尾張(2 出張所) 162 名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、愛知郡、西春日井郡 

一宮建設事務所 84 一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市、丹羽郡 

海部(１出張所) 91 津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡 

知多 97 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡 

西三河(1支所１出張所) 133 岡崎市、西尾市、額田郡 

知立 90 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 

豊田加茂(1 支所) 104 豊田市、みよし市 

新城設楽(1支所 2出張所) 93 新城市、北設楽郡 

東三河 107 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 

衣浦港務所 25 衣浦港(半田市)、常滑港、大浜漁港、蜆川漁港 

三河港務所(１出張所) 
31 

三河港(豊橋市)、三谷漁港、形原漁港、 

赤羽根漁港、御馬漁港、姫島漁港 

 

 

 

 

 

 

24 日平和町商工会第 50 回通常総代会 

25 日稲沢市観光協会総会 

26 日祖父江町商工会通常総代会 

6 月 1 日～あじさいまつりメイン 11・12 日 

4～5 日リレー・フォー・ライフ 

 
第 7 回稲沢市消防 

操法大会が 5 月 15 日に開催 

されました。第 6分団(大里)が連覇、

第１分団(稲沢市民センター地区) 

も昨年に引き続き準優勝!! 

大会出場３日前の第１分団の勇士と 

 皆で節電 皆でエコ 
宜しくお願いします 

菅総理の突然の浜岡原発停止要請は                            各方面に多大な影響を与えました。

ものづくりの愛知としても急場の対応はもとより、復興段階に電力不足で活動が停滞しないように取組んでまいります。６月定例議会

に総務会長として代表質問に立たせて頂きます。 未来へつづくまちづくりへ 一生懸命働きます。  愛知県議会議員 鈴木じゅん 


