
  

 
   

■平成２７年５月臨時愛知県議会開催へ 

 改選後初の議会となります５月臨時県議会が 25 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、県営名古屋空港の航空機

見学者の受入拠点施設整備の一般会計補正予算 1 件、

その他議案として議会選出監査委員の人事案件 2 件、

収用委員会の人事案件 3件、物品の買入れ 2件の 7 件

で計 8 議案の予定です。専決承認では、標準税率の改

正による法人事業税の改正や丌動産取得税の特例措置

の創設など地方税法の一部改正の報告がありました。 

●議長・副議長選挙 

議長・副議長の選挙については、民主として議長

に塚本久団長、副議長に高木ひろし副団長を候補者

としますが、多数決のため、議長に横井五六氏(愛西

市、5期、58歳)、副議長に杉浦孝成氏(高浜市、4期、

67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９年目の鈴木は常任委員会は初めて文教委員会に、新しくなった特別委員会は

文化・スポーツ・観光振興対策特別委員会(副委員長、他の特別委員会は、中京大都市圏形成調査特

別委員会、産業振興・環境対策特別委員会、安全・安心対策特別委員会、人づくり・福祉対策特別委員会です)

に所属し活動する予定です。 

常任委員会 所管部署（事項）等 （参考：市議会） 

総務県民 政策企画局、総務部、県民生活部、防災局、出納事務局、選管等 総務 

振興環境 振興部( 観光局）、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  

●航空のフィールドミュージアムへ受入拠点施設を整備 

 MRJ 工場・JAXA・自衛隊基地などと連携し、県営名古屋空

港全体をフィールドミュージアム(外部委託報告書案)へと、見学者を

受入れる拠点施設を新設します。年間来場者目標約 35 万人、事

業費約 30 億円、MRJ量産初号機納入後の平成 29 年秋頃までに

開館予定。今回の補正は実施設計等 1 億 8 百万円を計上。 
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清水みどりの尐年団と一緒にみどりの宣言 
 
 

 
 
 

 
 
稲沢市初の植樹祭、知事、星野副議長、木全市議と記念植樹 

6年目⇒ 

1年目⇒ 

８・2年目⇒ 

3年目⇒ 

5年目⇒ 

9年目⇒ 

7・4年目⇒ 

  
交渉団体についての申し合わせ 

議会内で 6 名以上の所属議員を有する会派とされ、民主(32 人)、

自民(57)、公明(6)が相当します。交渉団体は議会運営委員会(議

運)、代表質問(8人未満の公明は年 2回)、団長会議等の協議機関

に参加する資格を有します。但し、維新(2)、共産(2)に対しても特例

として議運 1名を割り当て、議運から委託された事項を協議する団

長会議等に出席できるものとしました。意見書案等の提出件数

は、交渉団体 2 件、維新並びに共産は 1 件としました。 

下図は昨年 9 月補正(5 百万円)で行った見学者受入体制検討調査報告書の展示イメージ図 



■文教委員会の所管事項 

県議会の文教委員会は県の教育委員会を所管しています。教育委員

会の機構図では、教育委員会―教育長―教育次長の下に管理部(4 課 1

室)、学習教育部(6課 1室)などとなっています。事務局等の職員定数

は約 430人(充指導主事含む)、今年度の教育費(教育委員会所掌分)当

初予算は約 5,155 億円で一般会計当初予算の 2 割強を占めます。県

内の小学校 975校(児童数約 41 万人)、中学校 418校(生徒数 21 万

人)、高等学校 150 校(生徒数約 13 万人)、特別支援学校 37 校(市立

含む、児童・生徒数約 7 千人)、非常勤等を除いた教職員数の合計は

約 4 万 9 千人です。 

●各課の分掌事務等 

課 名 人 事務分掌 

【管理部】 
  

総務課 

(教育企画室) 
44 

総務・広報Ｇ、予算・経理Ｇ、行政Ｇ、人事Ｇ、教育企画室の計 4Ｇ（ｸﾞﾙｰﾌﾟ)＋1 室 

教育委員会の会議、儀式及び表彰、市町村教育行政の支援、重要施策の総合的な企画調整

(第 3次愛知県教育振興基本計画(仮称)の策定)など 

財務施設課 33 
振興・募集計画 G、管理 G、管財 G、整備 G、施設 G の計 5G 

教職員定数、県立学校の管理・運営、生徒募集、県立高校の授業料など 

教職員課 36 
人事企画・教員免許 G、法務 G、県立学校人事 G、小中学校人事 G、給与 G、電算・旅費 Gの

計 6G    教員採用試験、教育職員免許状の授与など 

福利課 9 
共済経理 G、資格・給付 G、年金・貸付 G、健康支援・厚生 Gの計 4G 

教職員の福利厚生、公務災害など 

【学習教育部】 
  

生涯学習課 

(文化財保護室) 
31 

振興G、生涯学習推進G、家庭教育・地域連携支援G、青尐年教育・女性指導者支援G、文化

財保護室の計 3G＋1室(2G)    生涯学習の振興(シニアデビュー支援事業)、文化財の保護

(あいち山車まつり活性化事業)など 

高等学校教育課 34 

振興 G、奨学 G、進路指導 G、生徒指導 G、教科・定通指導 G、職業指導 G の計 6G 

高等学校の教育課程、生徒指導、いじめ防止対策、入学者選抜、国際理解教育(地域英語力

強化事業)など 

義務教育課 22 
振興・調整 G、生徒指導・キャリア教育 G、教科指導・人権教育 G の 3G 

幼稚園・小・中学校の教育課程、生徒指導など 

特別支援教育課 14 
振興・就学 G、指導 G の計 2G 

特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級の教育課程(就労アドバイザー配置事業)など 

健康学習課 19 
振興 G、安全 G、保健 G、給食 G の計 4G 

学校の保健、安全(中学・高校生の自殺予防啓発事業)、給食など 

保健体育スポーツ課 16 
振興・施設 G、学校体育 G、スポーツ G の計 3G    スポーツの振興(東京オリンピック選手

強化事業)、学校体育(子どもスポーツふれあい事業)など 

【教育事務所】 
 

尾張(26)、海部(12)、知多(13)、西三河(25)、東三河(29、1 支所 1 室含む)の 5 教育事務所 

【名古屋給与事務所】 
 

7 人 

【学校その他の教育機関】 
 

総合教育センター(52) 埋蔵文化財調査センター(8) 高等学校 特別支援学校 

 

 

 

 

 

 

24 日稲沢市消防操法大会 

31 日尾張水防・防災訓練 

6月 1 日あじさいまつりオープニングセレモニー 

5 日ボストン美術館明治日本の美開会式 

7 日稲障連定期大会 

県の権限を大都市中心の地域に移譲し                        司令塔は 1 つにすることが

better と考えます。大阪都構想は逆ですが亡霊のように現れ消える道州制に比べ住民投票の実施は大きな意義がありまし

た。維新だから
．．．

のバッシングは残念でしたが･･･ 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 

 
連合愛知尾張南地協メーデーファミリー 

フェスティバル開催！豊田合成の青色発光ダイオードを 
使った工作など楽しい企画盛りだくさんでした。 

稲沢市老人クラブ連合会(愛称：稲沢ねんりんクラブ)

総会で表彰（小澤氏(稲沢)、橋本氏(平和)ほか） 

 
 
 

 
 

 

稲沢市防犯交通安全推進協議会総会開催 

操法訓練に励む消防団(第 1 分団) 


