
  

 

 

■平成２９年５月臨時愛知県議会開催へ 

 昨年は伊勢志摩サミットの関係で通常より早く 19 日に

開催されましたが、本年は 25日に５月臨時愛知県議会が開

会します(会期 1日)。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。

知事提出案件は、その他議案として監査委員の人事案件3件

(内 2件は議会選出で知事が提案)、収用委員会関係の人事案

件３件の予定です。専決承認は、地方税法の一部改正に伴う

愛知県県税条例等の一部改正についてです。 

●民進党愛知県議員団役員 

民進会派の役員人事は、団長に中村すすむ氏(豊田市、3 期)が当選し、団長から副団長に中

村友美氏(緑区 8 期)、幹事長に鈴木純(稲沢市、3期)が、また総務会長に日比たけ 

まさ氏(春日井市、2 期)、政調会長に天野正基氏(小牧市、3期)が指名されました。 

●議長・副議長選挙 

議長・副議長の選挙では、民進党県議団は今まで正副議長には正副団長を

候補者としていましたが“今までのやり方を見直す”(改革)という観点から

塚本氏(10期)、黒川氏(7期)を候補者とします。本会議では各会派がそれぞ

れ候補者を擁立し、多数決により自民候補の中野治美氏(津島市 4 期、61 歳)が

議長に、峰野修氏(新城市、3期、69歳)が副議長に就任される予定です。 

●常任委員会等について 

鈴木は昨年に引き続き総務県民委員会委員に選任予定です。（今回は民進党

県議団の幹事長を拝命した関係で総務県民委員会に所属し理事を、同様に議会運営委員

会にも所属し理事を務めさせて頂きます。）総務県民委員会は県政の政策決定の中

枢である政策企画局や要の総務部を所管いたしますとともに、昨年度あい

ちトリエンナーレ 2016 を開催した県民生活部並びに本県防災の要であ

る防災局なども所管しています。特別委員会はライフワークとしている地

方分権改革に関連する中京大都市圏形成調査特別委員会に所属予定です。 
 

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 経済建設 

健康福祉 健康福祉部、病院事業庁 文教厚生 

産業労働 産業労働部、企業庁、労働委員会 経済建設 

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） 経済建設 

建  設 建設部、収用委員会 経済建設 

文  教 教育委員会 文教厚生 

警  察 公安委員会―警察本部  
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11・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⇒ 

いなッピ―は皆さんのお蔭で 10周年を迎えました。 

中村団長以下民進党県議団五役知事表敬訪問 

●愛知県植樹祭が『つなげよう緑の絆

いつまでも』をテーマに今年は阿久比町

で開催されました。毎年植木のまち稲沢

から多くの入賞者が出ており農林水産

大臣賞受賞の鈴木英治さんが代表して

表彰、2 年後に開催の第 70 回全国植

樹祭に向けマスコットキャラクター森ず

きんちゃん等が披露されあいち言 

の葉キャラバンがスタート！！ 

平成 31年第 70回全国植樹祭のマスコットキャラクター森ずきんちゃん 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                     峰野議員 
 

                                  鈴木 
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■国府宮交番(拠点交番)開所 

 平成 29 年 5 月 15 日 築 49 年経過の国府宮交番の建替えが完

了し新・国府宮交番の開所式が警察関係、地域の代表の方が見守る

中で行われました(運用は 4月 25日から開始)。古くは昭和 25年

に高御堂駐在所と国府宮駐在所が統合され国府宮巡査派出所とし

てスタート、昭和 43年に現在地に移転し国府宮交番が開設されま

した。今回は現地建替えのため閉鎖期間中は稲沢公園前交番を拠点

に活動していました。建築面積約 74㎡の建物は稲葉宿や国府宮神 

社をモチーフにした外観デザインに加えコミュニテ

ィールームの設置や女性警察官に配慮したプランと

なっており、地元の山田設計、平井建設さんの手によ

ります。勤務する警察官の方から宣誓があり、使命感

を持った皆さんの奮闘により地域の安全が守られ、地

域に愛される交番となることを確信しました。 

●稲沢市内の交番・駐在所の沿革(県警作成資料から抜粋) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●稲沢市消防操法大会          女性消防団ガーベラーズの皆さん 

第 13回稲沢市消防操法大会が開催され、千代田地区の第 5分団が

優勝を飾り、県の消防操法大会並びに来年度の稲沢市で開催される県

の消防操法大会への連続出場が決まりました。  

●連合愛知尾張南地協メーデー 鈴木代表(豊田合成労組委員長)のご挨拶 

第 88回地協メーデーが組合員とご家族の皆様にご来場頂き母の日

に盛大に開催されました。手作りのファミリーメーデー、鈴木代表は

じめご準備頂いた皆様に感謝です。 

 

 

 

 

 

5月 28日尾張水防防災訓練 

29日防犯交通安全推進協議会総会 

6月 1日安協安管合同総会 あじさいまつり～ 

4日稲障連定期大会 19日 6月県議会開会 

周辺事態、テロなど様々な危機の中で                       静かな有事と云われる人口減少

社会は今の出生率が続けば 200 年後の我が国の人口が約 1300 万人、47 都道府県の人口が東京都と同じ人口になって

しまいます。5 月 5 日はこどもの日でしたが…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 

県議団五役連合愛知表敬訪問 

                            下津 

                          小正                      

祖父江       明治      稲沢 

                                 大里東                        

                       大里西 

               千代田 

        平和 

 

●清水駐在所 
大正 15年清水駐在所として

発足、昭和 15年移転新築、
昭和 42 年建替え、昭和 63
年現在地に新築 

●稲沢公園前交番 
平成 21年国府宮交番の負担

軽減・西中学校区整備(1中学
校区 1 交番の整備目安)のた
め国府宮交番から分離、発足 

県内の推移を平成 17 年→平成 29 年でみると、交番
385→383で 2減、駐在所210→152で 58減。稲沢市内
では交番が平和・稲沢公園前の 2 増、駐在所が平和・

平和北・千代の 3減で現在は 7交番 5駐在所の体制。 

●国府宮交番 

 

●下津交番 
明治 42 年下津駐在所発足、

昭和37年派出所に昇格、昭和
51 年建物老朽化により改築、
平成 23年現在地に新築移転 

●矢合駐在所 
明治 30 年矢合駐在所として発足、
明治 40 年現在地に移設、昭和 45

年新築、平成 9 年建物老朽化によ
り新築 

●平和交番 
明治 22 年左右川駐在所、同 40 年祖
父江分所平和第 1駐在所、昭和 61年

平和北駐在所として新築移転、平成18
年統廃合により平和交番として発足 

●今村駐在所 
昭和 29 年現在地に移転、今駐

在所として発足、昭和 35 年今
村駐在所に名称変更、昭和 48
年新築 

●福島駐在所 
昭和 20 年福島駐在所として発足、
昭和 32年改築、昭和 56年現在地
に新築移転 

●祖父江幹部交番 
明治 22 年一宮管内祖父江分署に

祖父江・山崎・丸甲の駐在所開設、
昭和 9 年森上、江西、領内、三丸
渕、長岡駐在所開設、昭和 29年祖

父江派出所、昭和 53年建替え、平
成 11年稲沢警察署に移管 

●片原一色駐在所 
明治 40 年一色駐在所として発足、
昭和 34年移転、昭和 61年現在地
に新築移転 

●稲沢駅前交番 
大正 3年下津駐在所の管内から市
の発展に伴い分離、昭和 45 年国
鉄稲沢駅構内に、平成 14年 JR稲

沢駅周辺整備により現在地に移転 

●大里交番 
昭和 42 年四ツ谷、北島、奥田の 3
駐在所を廃止し大里派出所として

新発足、平成 13 年道路拡張に伴
い現在地に移転建替え 
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