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■平成２８年５月臨時愛知県議会開催へ 

 伊勢志摩サミットの関係で通常より早く５月臨時愛知県議会が

19 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、第 20 回アジア競技大会招致推進費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 1 件(予備委員に不動産鑑定士 稲沢市 平井女史)の予定で

す。専決承認の報告は、愛知県県条例等の一部改正について、二審

で逆転敗訴した県税未払い控訴の上告の提起についてです。 

●議長・副議長選挙 

議長・副議長の選挙、民進党県議団は議長

に富田団長、副議長に黒川副団長を候補者と

しますが、多数決により議長に鈴木孝昌氏(豊

橋市、5期、71歳)、副議長に森下利久氏(南知多町、

3 期、73 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 

鈴木は常任委員会が初めて総務県民委員会に、特別委員会は人づくり・福祉対

策特別委員会(理事)に所属し、団では総務県民部会長として活動する予定です。 

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、会計局、県民生活部、防災局等 総務 

振興環境 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  

●第２０回アジア競技大会招致推進費 一般会計補正予算６,６５０万円 

 2027年のリニア中央新幹線の開業を見据えて、2026年に予定

されている「第 20 回アジア競技大会」を本県に招致するため開催

構想の策定等を行う予算が上程されます。 

○事業内容 

9 月 25 日のアジアオリン

ピック評議会(OCA)総会での

立候補意思表明に向けた開催

構想の策定及び総会出席のた

めのベトナムへの渡航費用 
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アジア版オリンピックともいわれる総合競技大

会で、45 の国と地域が加盟する OCA が主催。

日本では 1958年に東京、1994年広島で開催。 

〈大会概要〉 

開催期間は 12 日～16 日、加盟 45 か国・地域

が参加、35 の競技、参加選手等 約 16,000 人 

名古屋市と共同招致、急な
．．

話(JOC への表明

期限が急遽 5 月 13 日に)で負担割合は未定。

構想策定の 4 ヶ月で県内自治体の意向を組入

れ県下全域に開催効果を見出せるか。直近の

インチョン大会の運営費は約 500 億円です。 

10 年目⇒ 

6 年目⇒ 

1 年目⇒ 

８・2 年目⇒ 

3 年目⇒ 

5 年目⇒ 

9 年目⇒ 

7・4 年目⇒ 

【開催構想に盛り込む項目】 

1 コンセプト(本県開催における特色等) 

2 競技関係(競技場、選手村) 

3 運営関係(財政計画、国際大会や 

会議の実績等) 

4 大会の盛り上げ 

 

 

 
休日の関係 

(海の日で１７日は連休)で投票は 

７月１０日が有力といわれる参議院選挙 
各党の候補者も出揃ったようです。 

Let’s vote! 投票へ行こう！ 

愛知県活断層アトラスから(岐阜一宮線は主要起震断層ではないとのとの結果) 



■総務県民委員会の所管事項 
 政策企画局、総務部、会計局、県民生活部、防災局など複数の部局を所管している

委員会では、議会事務局(約 70 人約 33 億円)を合わせた総人員は 2,300人余り、予算合 

計は約 9,650億円に上り一般会計の 4割弱を占めます。【以下は平成 27年度事務概要、平成 28年度予算等に基づいた概要です。】 

●政策企画局 

 重要な政策の企画調整や広報・広聴など 全５課及び東京事務所 本庁約 100人、地方機関約 30

人 一般会計予算(以下同じ)約 17億円 

秘書課 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ（G）-東京事務所 

政策調整課 2G   企画課 5G 

広報広聴課 2G   国際課 3G 

 〈サミット対策室〉 

秘書・栄典・行幸啓 G など／部長会議(原則第 1、第 3 月曜日)等の政策調整Ｇなど／あいち

ビジョン 2020 や地方創生、国際戦略総合特区等の各企画 G、地方分権Ｇ、広域連携Ｇ

(中部圏開発整備法の対象は中部 9 県：富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀)／

県政お届け講座等の広報・広聴 G、報道 G／あいち国際戦略プラン等の国際戦略Ｇなど 

●総務部 

 組織や職員、法規、予算、財産、税金等の事務、市町村行政の支援など 全９課 4室及び東三河総

局、尾張県民事務所、西尾張県税事務所等 本庁約 340人、地方機関約 1,100人 約 8,760億円 

総務課 4G-東三河総局、県民事務所等 

法務文書課 4G〈県史編さん室 2G〉-公文書館     

総務事務管理課 5G  財政課 2G〈財務資金室〉    

税務課 7G-県税事務所 財産管理課 5G 

市町村課 7G〈市町村行政支援室〉 

【人事局】 

人事課５Ｇ〈監査室〉-自治研修所 職員厚生課６Ｇ 

しなやか県庁創造プラン(第 6 次行革大綱)等の行革推進 G など／法規・

県広報・行政書士関係等の法規 Gなど／給与・旅費各 Gなど／予算・調

査 G、財政 G、県債・基金等や当せん金付証票(宝くじ)などの財務資金室

／県税条例・規則等の税収・税制企画G、電算各Gなど／庁舎の維持管

理や県庁見学等の庁舎管理 G、運転管理 G、財産管理 G など／市町村

等派遣職員等の調整 G、選挙 G、市町村への権限委譲等の市町村行政

支援室など／給与 G、人事各 Gなど／福利企画 G、健康管理 Gなど 

●会計局 証紙や決算の調製など県会計を掌握、管理課 

会計課、調達課の全３課 約 90人 約 12億円 

●監査委員事務局 監査、決算審査など監査第一 

第二課の全 2課 約 30人 約 3億円 

●人事委員会事務局 職員の採用や公平審査など 

職員課、審査課の全 2課 約 20人 約 2億円 

●県民生活部 

 地域の安全や NPO 活動の支援、文化芸術の振興など 全 8 課 4 室及び愛知芸術文化センター等 

本庁約 260人、地方機関約 80人(＋県民事務所等消費生活相談関係等約 40人) 約 760億円 

県民総務課 4G〈人権推進室〉 県民生活課 5G 

社会活動推進課 2G〈多文化共生推進室〉 

男女共同参画推進課 2G      地域安全課 2G 

文化芸術課 3G〈国際芸術祭推進室 3G〉-愛知芸

術文化センター、陶磁美術館 

学事振興課 2G〈私学振興室 3G〉 統計課 13G 

県人会や戦争資料等も関係する広報・企画 G、情報公開制度等の情報

G など／県民相談・調整 G、消費生活相談 G、旅券(ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ)G など／青

少年 G や NPOG、国際交流協会関係など／男女共同参画 G、女性の活

躍促進G／安全なまちづくりG、交通安全G／国民文化祭・あいち 2016

の国民文化祭 G、あいちトリエンナーレ 2016 の国際芸術推進室など／

公立大学法人 G、私学助成関係の私学振興室など／人口統計 G など 

●防災局 

 地震などの防災対策や国民保護対策、消防、危険物の安全確保など 全 3課 1室及び消防学校 本

庁約 90人、地方機関約 10人(＋県民事務所等防災関係約 40人) 約 54億円 

防災危機管理課 4G 災害対策課 4G 

消防保安課 4G〈産業保安室 2G〉-消防学校 

地震対策アクションプラン等の政策・企画Gや家具転倒防止等の啓発G

／県民総ぐるみ防災訓練等の支援 G／消防団等の消防・広域化 G など 

 

 

 

 
熊本地震は未だに余震が続き避難生活                       も長期化の様相です。防災ボラ

ンティア稲沢では 5/29 の 3県合同木曽三川水防訓練の準備を始めています。それぞれの立場で、地域で、ご家庭で 

出来ることから減災への取組が必要です。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 

24 日稲沢市防犯交通安全推進協議会総会 

26 日稲沢防犯協会連合会総会 

伊勢志摩サミット歓迎レセプション 

29 日木曽三川連合総合水防演習・広域連携防災訓練 

6月 16日県議会 6 月定例会開会 

クールビズヘア 2016で
女性部門優勝を果たした

石黒智樹さんとモデルを務 

めたひろみー(ヘア― 

サロン ISHIGURO)と 

丸川環境大臣 

稲沢あじさいまつり開催！ 
6月 1 日～19 日(予定) 

大塚性海寺歴史公園・性海寺 

 

TOMOKI  HIROMI- 

 

 
稲沢市防火危険物安全協会 

創立５０周年記念式典が開催され、 

現、林会長(豊田合成工場長)はじめ 

感謝状が贈られました。 三味線は稲沢出身の武田さん 

 


