
政策企画局 政策企画総務事業 一般会計 組織管理 　知事及び副知事の秘書用務、栄典及び表彰に関
する事務、行幸、行啓等皇室に関する事務、政策企
画局の人事、予算経理などの事務を行っています。

政策企画局　秘書課 予算・経理グループ 052-954-6018

政策企画局 政策調整事業 一般会計 組織管理 　局長会議の運営、県の政策調整、重要施策に関
する情報の収集、分析及び整理、国への要請、全
国知事会・中部圏知事会・東海三県二市連絡協議
会に関する事務を行っています。

政策企画局　政策調整課 政策調整グループ 052-954-6019

政策企画局 企画事業 一般会計 組織管理 　県の重要政策の企画立案や、地方分権の推進、
中部圏の開発整備に関する事務を行うほか、県の
施策の総合的な企画調整を行っています。

政策企画局　企画課 企画第一グループ 052-954-6088

政策企画局 広報広聴推進事業 一般会計 組織管理 　広報及び広聴に関する施策の総合的な企画調
整、各種広報媒体の利用、広報刊行物の発行、報
道機関との連絡、県行政の記録写真の撮影及び保
存、広報資料その他県政に関する情報の収集及び
提供の事業を行っています。

政策企画局　広報広聴課 広報・広聴グループ 052-954-6169

政策企画局 国際交流事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　留学生・国際関係団体支援、外国公館等との連
絡調整、友好提携先等との交流、あいち国際戦略
プランの推進等に関する事業を行っています。

政策企画局　国際課 調整・留学生グループ 052-954-6180

政策企画局 東京事務所管理運
営事業

一般会計 組織管理 　政府、国会及びその関係機関並びに各種団体等
との連絡調整、県政に関連のある情報、資料の収
集、調査等に関する事務等を行っています。

政策企画局　秘書課 予算・経理グループ 052-954-6018

総務局 一般管理事業 一般会計 組織管理 　総務局の総務、人事、予算、経理等の事務を行っ
ています。

総務局　総務課 予算・企画グループ 052-954-6070

総務局 行政改革推進事業 一般会計 組織管理 　しなやか県庁創造プランに基づく行政改革の推進
に関する事務及び次期行革大綱（あいち行革プラン
2020）の策定を行っています。

総務局　総務課 行政改革推進グループ 052-954-6026

総務局 外部監査事業 一般会計 組織管理 　監査機能の独立性・専門性の一層の充実、透明
性の確保を目的として、包括外部監査人が、特定
のテーマを選定し、監査を実施しています。また、監
査結果に係る監査対応局の措置状況を公表してい
ます。

総務局　総務課 行政経営企画グループ 052-954-6077

担当課室 担当グループ 電査番号

お問い合わせ先

令和元年度管理事業及びお問い合わせ先一覧

会計名 事業類型 事業の概要管理事業名局名



担当課室 担当グループ 電査番号

お問い合わせ先

令和元年度管理事業及びお問い合わせ先一覧

会計名 事業類型 事業の概要管理事業名局名

総務局 庁舎管理事業 一般会計 組織管理 　県庁舎等を常に良好な状態に維持するため、庁
舎の防火・秩序維持、保全管理を行うとともに、庁
内案内、電話交換等の事業を行っています。

総務局　財産管理課 庁舎管理グループ 052-954-6055

総務局 東三河総局・県民
事務所管理運営事
業

一般会計 組織管理 　東三河総局及び県民事務所等の施設管理、運営
及び総務・会計事務を行っています。

総務局　総務課 総務・人事・広報グループ 052-954-6021

総務局 法務文書事業 一般会計 組織管理 　文書の管理、公印の管守、県公報の編集・発行、
法規の審査、行政書士関連事務、訴訟及び不服申
立ての事務の総括調整、公益法人及び公益信託の
事務の総括調整、法務事務の指導、申請等の電子
化、公文書館の管理等を行っています。

総務局　法務文書課 文書・公益法人グループ 052-954-6022

総務局 県史編さん事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　愛知県史編さんのために必要な資料の調査・収
集、県史の編集・刊行等を行っています。

総務局　法務文書課 公文書館グループ 052-954-6025

総務局 財政管理事業 一般会計 組織管理 　予算の編成・その他財政に関する事務、国庫支出
金等の返還、財政調整基金等の積立、及び水道事
業会計借入金の償還等を行っています。

総務局　財政課 総括・予算第一グループ 052-954-6040

総務局 財産管理事業 一般会計 組織管理 　公有財産の取得、管理及び処分の総括を行うとと
もに、庁舎の維持修繕等に関する事業を行っていま
す。

総務局　財産管理課 財産管理グループ 052-954-6056

総務局 県税事務所管理運
営事業

一般会計 組織管理 　県税事務所庁舎の管理運営及び施設整備、非常
勤職員の報酬等の執行を行っています。

総務局　税務課 管理・広報・監査グループ 052-954-6047

総務局 賦課徴収事業 一般会計 組織管理 　県税13税目の賦課徴収事務、税務システムの管
理及び運営を行っています。

総務局　税務課 管理・広報・監査グループ 052-954-6047

総務局 市町村連絡調整事
業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　市町村の行財政能力の一層の向上と行政体制の
整備の支援及びそれに伴う連絡調整等を行ってい
ます。また住民基本台帳ネットワークが適正に運営
されるよう管理等を行っています。

総務局　市町村課 調整グループ 052-954-6064



担当課室 担当グループ 電査番号

お問い合わせ先

令和元年度管理事業及びお問い合わせ先一覧

会計名 事業類型 事業の概要管理事業名局名

総務局 自治振興事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　地方分権の取組の推進のため、市町村等の機能
強化と簡素で効率的な行政運営の実現に向けて、
市町村等に対して支援等を行っています。

総務局　市町村課 調整グループ 052-954-6064

総務局 上水道事業 一般会計 組織管理 　水道事業会計の水資源機構割賦負担金利息、企
業債に係る支払利息への補助、及び水道事業会計
への出資を行っています。

総務局　財政課 総括・予算第一グループ 052-954-6040

総務局 県立病院事業 一般会計 組織管理 　県立病院事業会計の精神医療の確保及び建設
改良に要する経費等の一部を一般会計において負
担するものです。

総務局　財政課 総括・予算第一グループ 052-954-6040

総務局 工業用水道事業 一般会計 組織管理 　工業用水道事業会計の水資源機構割賦負担金
利息、企業債に係る支払利息等への補助、工業用
水道事業会計への出資、及び長良川河口堰に係る
償還金等への貸付を行っています。

総務局　財政課 総括・予算第一グループ 052-954-6040

総務局 一時借入金利子 一般会計 組織管理 　歳計現金の不足に伴う一時借入金の利子につい
て支払いを行っています。

総務局　財政課　財務資金室 資金グループ 052-954-6045

総務局 公債管理事業 一般会計 組織管理 　一般会計で発行した県債の元金、利子、発行等諸
経費及び減債基金積立金を予算執行するための財
源の公債管理特別会計への繰出を行っています。

総務局　財政課　財務資金室 公債グループ 052-954-6045

総務局 税関連交付金 一般会計 給付 　地方税法の規定に基づく市町村への交付金、地
方消費税等の都道府県間での清算を行っていま
す。

総務局　税務課 管理・広報・監査グループ 052-954-6047

総務局 山村振興事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　山村と都市の交流・定住促進、過疎バス路線維持
対策等、山村及び過疎地域の振興に係る事業を
行っています。

総務局　市町村課 調整グループ 052-954-6064

総務局 奥三河総合セン
ター管理運営事業

一般会計 施設運営 　奥三河総合センターの管理事務、指定管理委託
に関する事業を行っています。

総務局　市町村課 調整グループ 052-954-6064
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令和元年度管理事業及びお問い合わせ先一覧

会計名 事業類型 事業の概要管理事業名局名

総務局 情報推進事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　地域の情報化、市町村の電子自治体の推進、県
Ｗｅｂサイト及び行政情報通信ネットワーク等の運
用管理に関する事業を行っています。

総務局　情報政策課 情報企画グループ 052-954-6112

総務局 一般財源 一般会計 組織管理 　県税、地方交付税等の一般財源となる収入及び
それに係る未収金等を計上する特別な管理事業で
す。

総務局　財政課 総括・予算第一グループ 052-954-6040

総務局 公債管理事業 公債管理
特別会計

組織管理 　一般会計で発行した県債の元金、利子、発行等諸
経費の執行、利子収益積立金の管理、及び償還財
源の積立等を行っています。

総務局　財政課　財務資金室 公債グループ 052-954-6045

総務局 県税証紙取扱事業 証紙特別
会計

組織管理 　自動車税、自動車取得税等の証紙の取扱いを特
別会計で行っています。

総務局　税務課 管理・広報・監査グループ 052-954-6047

人事局 人事管理事業 一般会計 組織管理 　職員の人事、給与、服務及び規律保持、事務処
理状況の監察等に関する事務等、職員が県行政を
一層公正かつ合理的に執行するための人事管理
事務を行っています。

人事局　人事課 総務・予算・広報グループ 052-954-6029

人事局 職員研修事業 一般会計 組織管理 　自治研修所の管理運営、職員の能力開発を目的
とした研修所研修、一部の派遣研修、職員の自己
啓発、ＯＪＴ等の促進・支援に関する事業を行ってい
ます。

人事局　人事課 総務・予算・広報グループ 052-954-6029

人事局 恩給及び退職年金
費

一般会計 給付 　昭和37年12月１日の地方公務員等共済組合法の
施行日前日までに、一定の在職年数をもって退職し
た県吏員等に対する、恩給及び退隠料等の支給、
裁定、年額改定等の事業を行っています。

人事局　職員厚生課 福利企画グループ 052-954-6034

人事局 職員福利厚生事業 一般会計 組織管理 　職員の福利厚生のため、健康診断及び健康指
導、公務上の災害又は通勤による災害に係る事務
等を行い、県の事務事業の円滑な運営に資するた
め、職員公舎の貸与を行っています。

人事局　職員厚生課 福利企画グループ 052-954-6034

人事局 総務事務センター
管理運営事業

一般会計 組織管理 　職員の給与、旅費、福利厚生などの内部管理事
務を集中して行う総務事務センターを運営していま
す。

人事局　総務事務管理課 企画・管理グループ 052-746-2001
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防災安全局 交通安全推進事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　安全で快適な交通社会の実現と、交通事故による
犠牲者の減少を目指し、県民総ぐるみによる交通
安全県民運動を推進するとともに、交通安全に関す
る各種の広報啓発活動を実施しています。

防災安全局　県民安全課 安全なまちづくりグループ 052-954-6176

防災安全局 安全なまちづくり
推進事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　犯罪が起きない安全なまちづくりを積極的に推進
するため、防犯意識の高揚や地域防犯力の向上な
ど、各種施策を展開し、刑法犯認知件数の減少に
取り組んでいます。

防災安全局　県民安全課 安全なまちづくりグループ 052-954-6176

防災安全局 防災安全総務事業 一般会計 組織管理 　防災安全局に属する職員の人事、予算経理に関
する事務や、防災安全局所管事項の広報及び広聴
に関することの取りまとめ等を行っています。

防災安全局　防災危機管理
課

総務・予算・広報グループ 052-954-6189

防災安全局 防災政策・啓発事
業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　防災対策の総合的な企画調整・推進、県防災会
議の実施、県民への防災意識の普及啓発、防災協
働社会の連携推進及び防災ボランティアの普及・育
成等の事業を行っています。

防災安全局　防災危機管理
課

政策・企画グループ
啓発グループ

052-954-6191
052-954-6190

防災安全局 危機管理体制整備
事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　国民保護法に基づく国民保護措置を円滑に実施
できる体制の整備、大規模地震発生時に行政機関
が災害応急対策や優先度の高い業務を適切に実
施するための業務継続計画の推進の事業を行って
います。

防災安全局　防災危機管理
課

危機管理・国民保護グルー
プ

052-954-6143

防災安全局 災害対策事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　防災訓練の実施、高度情報通信ネットワークの管
理運営、市町村が実施する防災対策事業に対する
支援等、地震、風水害等の災害に対する災害応急
対策の体制整備と強化等の事業を行っています。

防災安全局　災害対策課 調整グループ 052ｰ954ｰ6192

防災安全局 防災ヘリコプター
管理運営事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　防災ヘリコプター「わかしゃち」を運航し、災害応急
活動、火災防ぎょ活動、救助活動等に関する業務を
行っています。

防災安全局　消防保安課 防災航空グループ 0568-29-3121

防災安全局 石油コンビナート
等防災対策事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　石油や高圧ガス等の危険物を大量に貯蔵し取り
扱っている石油コンビナート等特別防災区域の災
害の発生及び災害の拡大を防止する事業を行って
います。

防災安全局　消防保安課 予防グループ 052-954-6144

防災安全局 消防連絡調整事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　市町村の消防に関する助言・連絡調整、火災予
防思想の普及啓発、消防施設の強化充実に関する
事業を行っています。

防災安全局　消防保安課 消防・広域化グループ 052-954-6195



担当課室 担当グループ 電査番号

お問い合わせ先

令和元年度管理事業及びお問い合わせ先一覧
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防災安全局 消防学校管理運営
事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　県内市町村（名古屋市を除く）の消防職員等を対
象にした教育訓練機関である県立消防学校の運営
を行っています。

防災安全局　消防保安課 消防学校・防災拠点グルー
プ

052-954-7478

防災安全局 産業保安事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　電気、火薬、高圧ガス、液化石油ガスを取り扱う
者に対する許認可等の事務を行っています。

防災安全局　消防保安課　産
業保安室

高圧ガスグループ 052-954-6197

防災安全局 災害救助事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　災害救助法に基づき、一定規模以上の災害が発
生した場合の各種救助の実施や、その財源に充て
るための災害救助基金の積み立てを行っていま
す。

防災安全局　災害対策課 支援グループ 052ｰ954ｰ6149

会計局 会計管理事業 一般会計 組織管理 　県費の収入及び支出、決算の調製、財務会計シ
ステムの管理及び運営、会計事務の企画・指導及
び検査、物品の購入契約等の事業を行っていま
す。

会計局　管理課 総務・広報グループ 052-954-6642

会計局 証紙取扱事業 証紙特別
会計

組織管理 　税外収入分の各種手数料（自動車運転免許等手
数料など）の収納に係る証紙の売りさばき代金を証
紙特別会計に収入するとともに、証紙による手数料
納付実績に基づき同特別会計から一般会計の各収
入科目へ繰出を行っています。

会計局　会計課 公金管理・収入グループ 052-954-6648

議会事務局 議会運営事業 一般会計 組織管理 　本会議や委員会等議会の円滑な運営のほか、議
会の調査活動や議会の総務、広報、予算、経理等
の事業を行っています。

議会事務局　総務課 予算・厚生グループ 052-954-6746

選挙管理委
員会事務局

選挙管理委員会運
営事業

一般会計 組織管理 　公職選挙法等に基づく選挙管理委員会の適正な
運営を行うとともに、各種選挙の自由・公正を確保
しています。

選挙管理委員会事務局 調整グループ 052-954-6064

選挙管理委
員会事務局

選挙啓発事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　選挙人等の政治意識の向上のための啓発事業や
選挙に関する諸般の事項の周知を行うとともに、政
治資金規正法等に基づく諸届の受理等の事務を
行っています。

選挙管理委員会事務局 調整グループ 052-954-6064

選挙管理委
員会事務局

参議院議員選挙費 一般会計 行政サー
ビスその
他

　令和元年７月28日任期満了に伴う第25回参議院
議員通常選挙の適正な執行と管理運営を行ってい
ます。

選挙管理委員会事務局 調整グループ 052-954-6064
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選挙管理委
員会事務局

県議会議員選挙費 一般会計 行政サー
ビスその
他

　平成31年４月29日任期満了に伴う愛知県議会議
員一般選挙の適正な執行と管理運営を行っていま
す。

選挙管理委員会事務局 調整グループ 052-954-6064

監査委員事
務局

監査委員運営事業 一般会計 組織管理 　県の機関等に対する監査、決算審査等を実施し
ています。

監査委員事務局　監査第一
課

総務・調整・監査グループ 052-954-6804

人事委員会
事務局

人事委員会運営事
業

一般会計 組織管理 　中立的かつ専門的な人事機関として、職員の競
争試験・選考、職員の給与等に関する報告・勧告、
不利益処分に関する審査請求などの職員の利益保
護等に関する事務を行っています。

人事委員会事務局　職員課 総務・任用グループ 052-954-6822

県民文化局 県民生活総務事業 一般会計 組織管理 　県民文化局職員及び公益的法人等派遣職員の
給与、県民生活行政の円滑な運営を図るための管
理的経費、戦争に関する資料館運営協議会の負担
金等に係る事務を行っています。

県民文化局　県民総務課 予算・経理グループ 052-954-6159

県民文化局 情報公開・個人情
報保護制度運営事
業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　開かれた県政を実現するため、愛知県情報公開
条例に基づき情報公開制度の運用事務を行うとと
もに、個人情報の適正な取扱いを図り、個人の権利
利益を保護するため、愛知県個人情報保護条例に
基づき個人情報保護制度の運用事務を行っていま
す。

県民文化局　県民総務課 情報グループ 052-954-6172

県民文化局 人権推進事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　人権が尊重され、差別や偏見のない地域社会の
構築に向け、県民の人権意識の高揚を図るための
啓発等を行っています。

県民文化局　人権推進課 人権推進グループ 052-954-6167

県民文化局 県民相談・消費生
活事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　県民相談や県政に関する情報提供を実施し、県
民の日常生活の不安の解消を図っています。また、
消費者被害の救済・未然防止や消費者啓発・教育
など、県民の消費生活の安定と向上のための施策
に取り組んでいます。

県民文化局　県民生活課 県民相談・調整グループ 052-954-6163

県民文化局 旅券発給事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　一般旅券発給申請の受理並びに旅券の作成、交
付等に関する事務を行っています。

県民文化局　県民生活課 旅券グループ 052-563-0236

県民文化局 文化学事振興事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　文化芸術に関する普及啓発や多様な文化芸術活
動の支援を行うとともに、そうした文化の多面的な
交流を推進しています。また、知事と教育委員会が
協議・調整を行う愛知県総合教育会議等の運営
や、宗教法人の設立・合併・解散・規則変更認証事
務、登録免許非課税等証明事務等の宗教法人に
係る事務を行っています。

県民文化局　文化芸術課 企画グループ 052-954-6184
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県民文化局 あいちトリエン
ナーレ事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　県民や芸術関係者、ＮＰＯ、企業、市町村等と幅
広い連携・協働を図りながら、愛知から文化芸術を
世界へ発信する国際的な芸術祭を３年ごとに定期
的に開催しています。

県民文化局　文化芸術課　ト
リエンナーレ推進室

調整グループ 052-971-6111

県民文化局 芸術文化センター
管理運営事業

一般会計 施設運営 　愛知県芸術劇場、愛知県文化情報センター、愛知
県美術館で構成される総合芸術文化施設であり、
本県における文化芸術施策を展開する拠点施設と
して、芸術創造・文化情報を発信し、多様な鑑賞機
会及び文化芸術活動の場を提供しています。

県民文化局　文化芸術課 振興第一グループ 052-954-6183

県民文化局 図書館管理運営事
業

一般会計 施設運営 　図書館の維持管理、図書等資料の購入及び資料
の装備等、図書館システムの運用及び保守、資料
の閲覧・貸出等のサービス、市町村図書館との相
互協力体制の確立及び図書館未設置町村での図
書の振興の事務を行っています。

県民文化局　文化芸術課 振興第一グループ 052-954-6183

県民文化局 陶磁美術館管理運
営事業

一般会計 施設運営 　陶磁文化の振興及び陶磁器に関する文化財の保
存並びに住民の陶芸に対する教養の向上を図り、
併せて陶磁器産業の発展に寄与するために設置さ
れた陶磁美術館の管理運営を行っています。

県民文化局　文化芸術課 振興第一グループ 052-954-6183

県民文化局 青少年育成推進事
業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　各種青少年育成県民運動を展開するとともに、青
少年の健全育成・非行防止を推進するための取組
を行っています。

県民文化局　社会活動推進
課

青少年グループ 052-954-6175

県民文化局 民間非営利活動推
進事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　特定非営利活動促進法に基づく法人格付与の認
証事務及び税の優遇を行う認定事務や、ＮＰＯとの
協働・連携の推進などを行うとともに、その拠点とな
るあいちＮＰＯ交流プラザの運営を行っています。

県民文化局　社会活動推進
課

ＮＰＯグループ 052-961-8100

県民文化局 多文化共生推進事
業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　多文化共生社会の形成に向けた啓発活動等各種
施策、外国人児童生徒等への日本語教育、あいち
医療通訳システム推進協議会に関する事業を行っ
ています。

県民文化局　社会活動推進
課　多文化共生推進室

多文化共生推進グループ 052-954-6138

県民文化局 男女共同参画推進
事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　男女共同参画の推進に向けた取組及び働く場に
おける女性の活躍促進のための取組を行っていま
す。

県民文化局　男女共同参画
推進課

男女共同参画グループ 052-954-6179

県民文化局 女性総合センター
管理運営事業

一般会計 施設運営 　男女共同参画の拠点施設として設置された愛知
県女性総合センターの管理運営を行っています。

県民文化局　男女共同参画
推進課

男女共同参画グループ 052-954-6179
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県民文化局 統計調査事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　国勢調査を始めとする人口、経済、社会、教育な
どの各部門にわたる統計調査を実施するとともに、
調査結果の分析・整理、統計情報の提供を行って
います。

県民文化局　統計課 管理グループ 052-954-6098

県民文化局 公立大学振興事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　公立大学法人の運営に必要な運営費交付金の交
付、老朽化等の著しい県立芸術大学の施設整備、
法人の業務の実績に対する評価等を行うための愛
知県公立大学法人評価委員会の運営等の事務を
行っています。

県民文化局　学事振興課 公立大学法人グループ 052-954-6243

県民文化局 私立学校振興事業 一般会計 給付 　父母負担の軽減、教育条件の維持向上、経営の
安定化を図るため、知事が所管する私立学校への
補助金の事務を行っています。

県民文化局　学事振興課　私
学振興室

助成グループ 052-954-6187

環境局 環境総務事業 一般会計 組織管理 　環境局の総務・人事・予算・経理等の管理事務等
を行っています。

環境局　環境政策課 総務・人事グループ 052-954-6207

環境局 環境政策事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　環境審議会の運営、公害紛争の処理、地域環境
監視班の運営、環境基本計画の推進、持続可能な
未来のあいちの担い手の育成、環境保全の普及推
進、公害健康被害補償及び経済環境適応資金利
子補給等に関する事業を行っています。

環境局　環境政策課 総務・人事グループ 052-954-6207

環境局 環境活動推進事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　環境マネジメントシステムの運用、環境学習及び
エコアクションの推進、環境影響評価制度の運用及
び化学物質の適正管理の促進に関する事業を行っ
ています。

環境局　環境活動推進課 調整・環境配慮行動グルー
プ

052-954-6241

環境局 大気環境事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　大気汚染、騒音、振動及び悪臭に係る環境保全
対策の企画及び推進、環境保全のための調査、指
導及び規制等に関する事業を行っています。

環境局　水大気環境課 調整・計画グループ 052-954-6221

環境局 地球温暖化対策事
業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　「あいち地球温暖化防止戦略2030」及び「あいち
自動車環境戦略2020」に基づき、省エネルギーや
再生可能エネルギーの利用拡大、次世代自動車等
先進エコカーの普及促進、自動車排出ガス対策等
に関する事業を行っています。

環境局　地球温暖化対策課 調整・企画グループ 052-954-6213

環境局 水地盤環境事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　水質汚濁、土壌汚染、地盤沈下に関する調査及
び規制指導、浄化槽に関する設置費助成、維持管
理指導及び保守点検業者の登録等に関する事業を
行っています。

環境局　水大気環境課 調整・計画グループ 052-954-6221
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環境局 環境調査センター
管理運営事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　環境調査センターのＰＦＩ方式による建替えや管理
事務及び環境保全に係る調査研究等に関する事業
を行っています。

環境局　環境政策課 総務・人事グループ 052-954-6207

環境局 資源循環推進事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　循環型社会の形成に向けて、愛知県廃棄物処理
計画に基づき、３Ｒの促進、廃棄物の適正処理の推
進、廃棄物処理施設の整備の促進、非常災害時に
おける処理体制の構築、地域循環圏づくりの推進
に関する事業を行っています。

環境局　資源循環推進課 調整・広域処分グループ 052-954-6232

環境局 廃棄物監視指導事
業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　産業廃棄物の適正処理の確保及び不法投棄等
の不適正処理の未然防止を図るための事業者・処
理業者等に対する指導・監視や、ＰＣＢ廃棄物の適
正処理の推進を図るための保管事業者の指導等に
関する事業を行っています。

環境局　資源循環推進課 調整・広域処分グループ 052-954-6232

環境局 自然環境保全事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　「あいち生物多様性戦略2020」に基づき、生態系
ネットワークの形成、生態系の調査、東海自然歩道
の運営・整備、国定公園及び県立自然公園の計
画、鳥獣保護管理事業計画の実施、希少野生動植
物の保全、移入種及び外来生物対策、自然環境保
全地域の維持管理等に関する事業を行っていま
す。

環境局　自然環境課 調整・施設・自然公園グ
ループ

052-954-6227

環境局 自然公園施設管理
運営事業

一般会計 施設運営 　国定公園内に設置した自然公園施設について、
利用者の安全で快適な利用を確保するため、老朽
化した施設の修繕、再整備を行うとともに、清掃・点
検等の管理運営を指定管理者に委託して運営を
行っています。

環境局　自然環境課 調整・施設・自然公園グ
ループ

052-954-6227

環境局 弥富野鳥園管理運
営事業

一般会計 施設運営 　野鳥の生息地の保全、野鳥を観察するための施
設の利用促進、野鳥に関する資料の展示、野鳥に
関する調査その他野鳥の保護に必要な事業等を指
定管理者に委託して運営を行っています。

環境局　自然環境課 野生生物・鳥獣グループ 052-954-6230

福祉局 健康福祉総務事業 一般会計 組織管理 　福祉局、保健医療局における総務や人事、広報・
企画、予算経理等の内部管理事務を行っていま
す。

福祉局　福祉総務課
保健医療局　医療計画課

経理グループ 052-954-6309052-954-6975

福祉局 地域福祉事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　民生委員、社会福祉協議会を始めとした社会福
祉団体やボランティアなどの協力を得ながら、地域
での福祉を推進するための事業を実施するほか、
高度化・多様化する福祉ニーズに対応できる人材
の養成と確保を図っています。

福祉局　地域福祉課 民間福祉活動支援グループ 052-954-6262

福祉局 生活困窮者対策事
業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　生活に困窮する者に対して、失業により住まいを
失った方や失うおそれのある方に対する住宅費相
当額の給付を行うなど各種相談支援、生活困窮世
帯等の子どもに対する学習支援等を実施していま
す。

福祉局　地域福祉課 子ども未来応援グループ 052-954-6627



担当課室 担当グループ 電査番号

お問い合わせ先

令和元年度管理事業及びお問い合わせ先一覧

会計名 事業類型 事業の概要管理事業名局名

福祉局 遺家族等援護事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　旧軍人・軍属又は準軍属であった者及びその遺
族に関する、戦傷病者戦没者遺族等援護法、恩給
法、特別給付金支給法及び特別弔慰金支給法等に
よる援護を行っています。
　また、中国残留邦人等に対して地域定着、自立の
支援を行っています。

福祉局　地域福祉課 恩給援護グループ 052-954-6264

福祉局 生活保護事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　県福祉事務所における生活保護の実施に係る事
務費や、市を含めた各福祉事務所に対し監査を実
施するための人件費等を確保し、生活保護法施行
事務の適正実施のための体制整備を行っていま
す。

福祉局　地域福祉課 生活保護グループ 052-954-6263

福祉局 生活保護扶助事業 一般会計 給付 　生活保護法に基づき、生活に困窮するすべての
人が健康で文化的な生活を営めるよう、困窮の程
度に応じ経済的援助を行うとともに、その自立助長
を図ることを目的とし必要な援助を行っています。

福祉局　地域福祉課 生活保護グループ 052-954-6263

福祉局 児童福祉事業 一般会計 給付 　遺児手当の支給や、児童委員への活動費用の支
弁等を行うことにより児童福祉施策の推進を図って
います。

福祉局　児童家庭課 家庭福祉グループ 052-954-6280

福祉局 子育て支援事業 一般会計 給付 　児童を養育する者に対する児童手当の支給、子
育て支援対策基金を活用した事業を始めとした子
育て支援や少子化対策等を実施する事業を行って
います。

福祉局　子育て支援課 管理・施設グループ 052-954-6625

福祉局 子ども医療事業 一般会計 給付 　子どもが必要な医療を安心して受けられるように、
医療保険制度における自己負担相当額を公費で支
給している市町村に対し、経費の２分の１を補助し
ています。

福祉局　高齢福祉課 生きがい・福祉医療グルー
プ

052-954-6285

福祉局 母子健康福祉事業 一般会計 給付 　児童扶養手当の支給、ひとり親家庭への支援、不
妊治療に対する助成、先天性代謝異常児を早期に
発見するためのスクリーニング検査等を行うことに
より母子の福祉・保健施策の推進を図っています。

福祉局　児童家庭課
保健医療局　健康対策課

家庭福祉グループ
母子保健グループ

052-954-6280052-954-6283

福祉局 女性相談センター
管理運営事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　女性相談センターにおいて、女性からのさまざま
な悩みごとや配偶者からの暴力に関する相談に応
じ、必要な支援を行うとともに、保護を要する女性の
一時保護を実施しています。

福祉局　児童家庭課 家庭福祉グループ 052-954-6280

福祉局 母子・父子家庭医
療事業

一般会計 給付 　母子・父子家庭の方が必要な医療を安心して受け
られるように、医療保険制度における自己負担相当
額を公費で支給している市町村に対し、経費の２分
の１を補助しています。

福祉局　高齢福祉課 生きがい・福祉医療グルー
プ

052-954-6285



担当課室 担当グループ 電査番号

お問い合わせ先

令和元年度管理事業及びお問い合わせ先一覧

会計名 事業類型 事業の概要管理事業名局名

福祉局 児童相談センター
管理運営事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　児童相談センターにおいて、児童虐待相談や非行
相談、障害相談など児童に関するあらゆる相談に
対し、専門的な対応を行うとともに、保護を要する児
童の一時保護を実施しています。

福祉局　児童家庭課 児童虐待対策グループ 052-954-6281

福祉局 児童自立支援施設
管理運営事業

一般会計 施設運営 　不良行為をなすおそれのある児童等が入所する
県立の児童自立支援施設「愛知学園」において、
個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、そ
の自立を支援しています。

福祉局　児童家庭課 児童入所施設グループ 052-954-6980

福祉局 児童厚生施設管理
運営事業

一般会計 施設運営 　児童の健康を増進し、その情操を豊かにすること
で、児童の健全な育成を図るため設置された県立
児童厚生施設として、愛知こどもの国、海南こども
の国及び児童総合センターの運営を実施する事業
を行っています。

福祉局　子育て支援課 管理・施設グループ 052-954-6625

福祉局 児童福祉施設事業 一般会計 給付 　児童福祉施設（乳児院、児童養護施設、母子生活
支援施設等）や里親等に入所措置又は委託された
児童等の処遇を適切に維持するため、入所等に係
る費用を支弁又は負担しています。

福祉局　児童家庭課 児童入所施設グループ 052-954-6980

福祉局 子育て支援施設事
業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　私立保育所・私立認定こども園の施設型給付費
の支給や、放課後児童クラブの運営費を補助し、保
育・放課後児童対策を実施する事業を行っていま
す。

福祉局　子育て支援課 管理・施設グループ 052-954-6625

福祉局 高齢福祉事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　高齢者の生きがい対策、認知症高齢者の支援施
策及び軽費老人ホームの利用料助成に関する事
業等を行っています。

福祉局　高齢福祉課 生きがい・福祉医療グルー
プ

052-954-6285

福祉局 後期高齢者福祉医
療事業

一般会計 給付 　ねたきり・認知症の高齢者や一定の障害のある高
齢者が必要な医療を安心して受けられるように、医
療保険制度における自己負担相当額を公費で支給
している市町村に対し、経費の２分の１を補助して
います。

福祉局　高齢福祉課 生きがい・福祉医療グルー
プ

052-954-6285

福祉局 介護保険事業 一般会計 給付 　介護予防の推進や、介護保険法で定められてい
る経費の一部を負担するとともに、介護保険事業の
運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助
言及び適切な援助を行っています。

福祉局　高齢福祉課 生きがい・福祉医療グルー
プ

052-954-6285

福祉局 高齢福祉施設事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　社会福祉法人等に対し、老人福祉施設の整備に
必要な経費を助成する事業等を行っています。

福祉局　高齢福祉課 施設グループ 052-954-6287



担当課室 担当グループ 電査番号

お問い合わせ先

令和元年度管理事業及びお問い合わせ先一覧

会計名 事業類型 事業の概要管理事業名局名

福祉局 障害保健福祉事業 一般会計 給付 　障害のある人の自立を支える環境の構築、障害
の早期発見と療育支援、障害のある人の自立と地
域生活の支援の三つを柱として、身体障害者、知的
障害者及び精神障害者に関して各種福祉施策を
行っています。

福祉局　障害福祉課 業務・調整グループ 052-954-9294

福祉局 障害者医療事業 一般会計 給付 　障害のある方が必要な医療を安心して受けられる
ように、医療保険制度における自己負担相当額を
公費で支給している市町村に対し、経費の２分の１
を補助しています。

福祉局　高齢福祉課 生きがい・福祉医療グルー
プ

052-954-6285

福祉局 障害福祉施設管理
運営事業

一般会計 施設運営 　県立点字図書館及び盲人ホーム「明生会館」の運
営を指定管理者制度により委託する明生会館管理
運営委託事業、県立の心身障害児者福祉施設「青
い鳥医療療育センター」、「三河青い鳥医療療育セ
ンター」の運営を指定管理者制度により委託する心
身障害児者福祉施設管理運営事業を行っていま
す。

福祉局　障害福祉課　医療療
育支援室

重症心身障害児者支援グ
ループ

052-954-6629

福祉局 障害保健福祉施設
事業

一般会計 給付 　児童福祉法に基づく契約及び措置に要する入所
費用を施設に支弁する障害児入所給付費・保護措
置費支弁金、指定障害児通所支援に要する費用を
負担する障害児通所給付費負担金、障害者福祉
サービスを提供する施設等の建設費に対する補助
を行う障害者施設設置費補助金等の事業を行って
います。

福祉局　障害福祉課　医療療
育支援室

医療療育総合センターグ
ループ

052-954-6293

福祉局 障害者福祉減税基
金事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　重症心身障害児者が身近な地域で医療や療育等
の支援を受けられる体制作りを行うため、障害者福
祉減税基金を財源として、医療型障害児入所施設
等の整備に対する補助を行っています。

福祉局　障害福祉課　医療療
育支援室

重症心身障害児者支援グ
ループ

052-954-6629

福祉局 医療療育総合セン
ター管理運営事業

一般会計 施設運営 　地域で生活する障害のある方々が必要な時に専
門的な医療・療育が受けられる拠点施設である医
療療育総合センターの管理運営を行っています。

福祉局　障害福祉課医療療
育支援室

医療療育総合センターグ
ループ

052-954-6293

福祉局 母子父子寡婦福祉
資金事業

母子父子
寡婦福祉
資金特別
会計

融資 　母子家庭や父子家庭、寡婦の生活の安定を図る
ため、修学資金など自立に必要な各種資金の貸し
付けを行っています。

福祉局　児童家庭課 家庭福祉グループ 052-954-6280

保健医療局 医療福祉計画事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　厚生統計調査の実施、市町村保健活動の支援な
ど健康福祉の向上に資する各種施策の推進を図り
つつ、地域保健医療計画の推進を図っています。

保健医療局　医療計画課 総務・企画・広報グループ 052－954－6316

保健医療局 国民健康保険事業 一般会計 給付 　国民健康保険事業の健全な運営及び財政の安定
化を推進するため、保険者に対する助言・財政支援
を行うとともに、保険医療の質的向上及び療養の給
付の適正化を図るため、保険医療機関等に対する
指導を実施しています。

保健医療局　国民健康保険
課

保険・後期高齢者医療グ
ループ

052-954-6278
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保健医療局 健康づくり事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　県民の健康を増進し疾病を予防するため、生活習
慣病対策、がん対策、歯科口腔保健対策等を総合
的に推進しています。

保健医療局　健康対策課 健康づくりグループ 052-954-6269

保健医療局 感染症対策事業 一般会計 給付 　感染症の発生を予防し、また、患者発生時にはそ
のまん延を防止するための防疫活動を行うことによ
り、公衆衛生の向上を図るとともに、患者の医療費
を助成し、負担軽減を図っています。

感染症対策局　感染症対策
課

感染症対策調整グループ 052-954-7466

保健医療局 難病等対策事業 一般会計 給付 　難病患者、ハンセン病回復者及び原爆被爆者等
に対する医療費の助成や日常生活の支援等を実
施しています。

保健医療局　健康対策課 難病対策グループ 052-954-6270

保健医療局 あいち健康の森健
康科学総合セン
ター管理運営事業

一般会計 施設運営 　県民の健康づくりを総合的に推進する拠点施設で
ある、あいち健康の森健康科学総合センターの管
理運営を指定管理者に委託しています。

保健医療局　健康対策課 健康プラザグループ 052-954-6870

保健医療局 後期高齢者医療事
業

一般会計 給付 　高齢者の適切な医療の確保を図るため、後期高
齢者医療制度の運営主体である愛知県後期高齢
者医療広域連合及び窓口業務を行う県内市町村に
対し、助言及び財政支援を行っています。

保健医療局　国民健康保険
課

保険・後期高齢者医療グ
ループ

052-954-6278

保健医療局 自殺・ひきこもり
対策事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　精神保健福祉センターや保健所における相談の
実施、相談に対応できる人材の養成や関係団体と
の連携等に関する事業の実施により、総合的な自
殺・ひきこもり対策を推進しています。

保健医療局　医務課　こころ
の健康推進室

こころの健康推進グループ 052-954-6621

保健医療局 環境衛生指導事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　理・美容所、公衆浴場等の各生活衛生関係営業
に対する衛生指導及び営業指導、衛生検査所の監
視・指導、安全で安定した水道水の供給のための
水道施設の監視・指導及び水道施設整備助成等を
行っています。

保健医療局　生活衛生課 環境衛生グループ 052-954-6299

保健医療局 食品衛生指導事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　食品営業許可、食品関係営業者・施設に対する
助言・監視・指導、食品等の収去検査、食中毒調
査、食肉衛生対策、食の安全・安心の推進、調理師
等試験・免許及び養成施設に関する事業等を行っ
ています。

保健医療局　生活衛生課 食品衛生・監視グループ 052-954-6249

保健医療局 獣医務事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　化製場、動物処理場及び食鳥処理場に対する監
視・指導、食鳥検査、狂犬病予防対策に関する事
業を行っています。

保健医療局　生活衛生課 獣医衛生・動物愛護グルー
プ

052-954-6298
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保健医療局 動物保護管理セン
ター管理運営事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　動物保護管理センターの運営、動物の愛護及び
管理対策に関する事業を行っています。

保健医療局　生活衛生課 獣医衛生・動物愛護グルー
プ

052-954-6298

保健医療局 衛生研究所管理運
営事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　県民の健康と生活の安全を守るために様々な試
験・検査、調査・研究、研修・指導及び情報の収集・
解析・提供を行い、本県における公衆衛生行政の
科学的・技術的中核機関として愛知県衛生研究所
の運営を行っています。

保健医療局　生活衛生課 検査管理グループ 052-954-6300

保健医療局 保健所管理運営事
業

一般会計 組織管理 　地域保健法の規定により県が設置する保健所の
管理・運営を行っています。12保健所６保健分室
２駐在の施設維持管理等の経費、運営費、給与
等人件費などを計上しています。

保健医療局　医療計画課 保健所・統計グループ 052-954-6266

保健医療局 試験検査事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　地域住民、各種事業者からの依頼検査を始め、
保健所における衛生行政を科学的・技術的な面か
ら支える重要な検査業務を行っています。

保健医療局　生活衛生課 検査管理グループ 052-954-6300

保健医療局 医事事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　医療法に基づく良質、適切な医療の確保、へき地
における医療の確保、臓器移植に関する普及啓
発、医師確保対策の推進、歯科医療に関する事業
等を行っています。

保健医療局　医務課 医務グループ 052-954-6274

保健医療局 救急医療事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　救急、災害、小児及び周産期医療の円滑な提供
を図るため、医療機関に対する補助、普及啓発、各
種システムの運営、災害に備えた研修及び訓練等
を実施しています。

保健医療局　医務課 救急・周産期・災害医療グ
ループ

052-954-6628

保健医療局 看護師等指導管理
事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　看護職員の確保を図るため、「養成と資質の向
上」、「離職防止と再就業の支援」、「普及啓発」を柱
とした事業を行っています。

保健医療局　医務課 看護対策グループ 052-954-6276

保健医療局 県立看護専門学校
管理運営事業

一般会計 施設運営 　資質の高い看護師を養成するため、県立の看護
師養成所として総合看護専門学校及び愛知看護専
門学校の２校を運営しています。

保健医療局　医務課 看護対策グループ 052-954-6276

保健医療局 医薬安全対策事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　医薬品等の安全確保対策、毒物劇物による危害
防止対策、健康危機管理対策、麻薬・覚醒剤等の
薬物乱用防止対策、血液確保対策及び骨髄バンク
推進対策等の事業を行っています。

保健医療局　医薬安全課 薬事グループ 052-954-6303



担当課室 担当グループ 電査番号

お問い合わせ先

令和元年度管理事業及びお問い合わせ先一覧

会計名 事業類型 事業の概要管理事業名局名

保健医療局 あいち健康の森薬
草園管理運営事業

一般会計 施設運営 　平成27年度から平成31年度までの５年間、愛知
県薬剤師会・日誠グループを『あいち健康の森薬草
園』の指定管理者として指定し、関係法令及び協定
等に基づき、薬用植物（資料を含む）の展示、薬用
植物を活用した講習やイベントの実施、及び施設管
理について委託しています。

保健医療局　医薬安全課 監視グループ 052-954-6344

保健医療局 国民健康保険事業 国民健康
保険事業
特別会計

給付 　国民健康保険事業の財政運営の責任主体とし
て、国民健康保険に関する特別会計を設け、安定
的な財政運営を図っています。

保健医療局　国民健康保険
課

国保財政グループ 052-954-6868

経済産業局 産業労働総務事業 一般会計 組織管理 　中小企業の振興や勤労者福祉の推進などの事務
を円滑に行うため、経済産業局及び労働局内の総
務、人事、経理等に関する事務を行っています。

経済産業局　産業政策課 経理グループ 052-954-6328

経済産業局 産業労働企画調整
事業

一般会計 組織管理 　産業労働施策の普及や関連情報を提供する広報
業務のほか、産業労働計画に係る一連の取組や産
業労働施策に関する地域へのヒアリングを行ってい
ます。

経済産業局　産業政策課 広報・企画調整グループ 052-954-6330

経済産業局 あいち・ウーマノ
ミクス推進事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　女性の雇用拡大や新たな分野での女性活躍を促
進するための事業を実施しています。

経済産業局　産業政策課 広報・企画調整グループ 052-954-6330

経済産業局 産業労働センター
整備・運営事業

一般会計 施設運営 　産業労働センターの整備・運営をＰＦＩ手法により
実施しています。

経済産業局　産業政策課 経理グループ 052-954-6328

経済産業局 経営支援事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　商工会、商工会議所及び愛知県商工会連合会が
行う経営改善普及事業等に対して補助することによ
り、小規模事業者の経営基盤の強化を図るほか、
愛知県中小企業団体中央会に対して補助すること
により、中小企業の組織化等の推進を図っていま
す。また、平成30年10月に策定・公表した地域総合
戦略「Aichi-Startup戦略」に基づき、スタートアップ
の新たなアイデアとモノづくりの優れた技術との融
合によるイノベーションを誘発し、本県産業の成長
を拡大させる好循環（エコシステム）を形成する取組
を実施しています。

経済産業局　中小企業金融
課

経済産業局　スタートアップ推
進課

団体指導グループ
融資・貸金業グループ

戦略推進グループ

052-954-6335
052-954-6333

052-954-6331

経済産業局 サービス産業振興
事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　サービス産業事業者の生産性向上を支援するた
め、成功事例の表彰や、専用ポータルサイトにより
情報発信を行っています。

経済産業局　商業流通課 商業振興グループ 052-954-6337

経済産業局 商業振興事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　商業・サービス業の振興に関すること、中心市街
地活性化に関すること、大規模小売店舗に関するこ
となどを実施しています。

経済産業局　商業流通課 商業指導グループ 052-954-6336



担当課室 担当グループ 電査番号

お問い合わせ先

令和元年度管理事業及びお問い合わせ先一覧

会計名 事業類型 事業の概要管理事業名局名

経済産業局 運輸事業振興助成
事業

一般会計 給付 　運輸事業の振興の助成に関する法律に基づき、
バス・トラックの輸送力の確保、輸送サービスの改
善及び向上、公害の防止、地球温暖化の防止等の
事業に対する助成を行っています。

経済産業局　商業流通課 商業振興グループ 052-954-6337

経済産業局 産業立地推進事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　企業からの相談対応や用地紹介、首都圏及び関
西圏でのセミナー開催等を通じ、外資系を含めた企
業を県内に誘致するとともに、県内企業の再投資を
促進する事業を、諸団体とも連携して実施していま
す。

経済産業局　産業立地通商
課

立地指導・調整グループ 052-954-6342

経済産業局 産業空洞化対策減
税基金事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　産業空洞化対策減税基金の積立、県外企業の新
規立地や県内企業の再投資及び企業が行う研究
開発等に対して補助金を交付する事業を実施して
います。

経済産業局　産業政策課 予算グループ 052-954-6329

経済産業局 地域産業振興事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　地場産業・伝統的工芸品産業の振興に関するこ
と、愛知ブランド発信事業に関すること、地域資源を
活用した事業展開の支援に関することなどを実施し
ています。

経済産業局　産業振興課 業務・調整グループ 052-954-6340

経済産業局 次世代産業振興事
業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　次世代自動車、航空宇宙、ロボット産業及び健康
長寿等の分野において、参入を促すセミナーの開
催やマッチング機会の提供、人材育成研修の実施
等を通じて、中堅・中小企業等の取組を支援するこ
とにより、次世代産業の育成・振興を図っています。

経済産業局　産業振興課 業務・調整グループ 052-954-6340

経済産業局 愛知県飛行研究セ
ンター管理運営事
業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　実験用航空機「飛翔」による飛行実証実験の用に
供するため、国立研究開発法人宇宙航空研究開発
機構（ＪＡＸＡ）の入居する当センターの管理運営を
行うとともに、産学行政連携による研究開発、情報
発信、人材育成等を推進しています。

経済産業局　産業振興課　次
世代産業室

次世代産業第一グループ 052-954-6349

経済産業局 産業科学技術推進
事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　産業技術の振興、科学技術の振興、新エネル
ギー関連産業の振興、産業デザインの振興、知的
財産権の活用・保護に関する事業を行っています。

経済産業局　産業科学技術
課

管理・調整グループ 052-954-6347

経済産業局 新エネルギー実証
研究エリア管理運
営事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　新エネルギー実証研究エリアを運営し、企業等の
実証研究を支援するとともに、新エネルギーの重要
性を県民に普及啓発しています。

経済産業局　産業科学技術
課

新エネルギー産業グループ 052-954-6350

経済産業局 中小企業金融対策
事業

一般会計 融資 　県内中小企業者に対する金融の円滑化を図るた
め、愛知県信用保証協会の保証付き融資等の制度
融資を実施しています（金融機関への預託、愛知県
信用保証協会への損失補償、金融相談業務等）。

経済産業局　中小企業金融
課

融資・貸金業グループ 052-954-6333
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経済産業局 中小企業支援事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　公益財団法人あいち産業振興機構に補助するこ
とにより、創業支援及び経営・技術面の相談等の支
援を総合的に実施しています。

経済産業局　中小企業金融
課

経営支援・調整グループ 052-954-6332

経済産業局 貿易振興事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　海外産業情報センターの設置による対日投資の
促進や情報収集・提供等のほか、海外進出企業の
ための現地サポートデスクの設置や海外展示会へ
の出展支援等を通じ、アジア等との経済交流や取
引の拡大を図る事業を実施しています。

経済産業局　産業立地通商
課

立地指導・調整グループ 052-954-6342

経済産業局 計量センター管理
運営事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　計量法に基づく届出・登録・指定制度の円滑な運
用、計量器の検定や定期検査、立入検査の実施な
どを行っています。

経済産業局　商業流通課 計量指導・検査グループ 052-603-6300

経済産業局 あいち産業科学技
術総合センター管
理運営事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　「知の拠点あいち」において、高度計測分析機器
による依頼試験や研究成果の活用支援等を行って
います。また、県内各地の技術センター及び試験場
において、地域の中小企業等への総合的な技術支
援を行っています。

経済産業局　産業科学技術
課

管理・調整グループ 052-954-6347

経済産業局 技術開発交流セン
ター管理運営事業

一般会計 施設運営 　中小企業等の研究開発、技術交流、情報収集、
人材育成などの取組を支援する開放型施設として、
ホール、会議室、研修室などを備えた愛知県技術
開発交流センターの管理運営を行っています。

経済産業局　産業科学技術
課

管理・調整グループ 052-954-6347

経済産業局 中小企業設備導入
資金事業

中小企業
設備導入
資金特別
会計

融資 　小規模企業者等の設備導入を支援するため、公
益財団法人あいち産業振興機構が行う設備貸与事
業の実施に必要な資金の貸付、中小企業設備近代
化資金貸付金の債権管理、中小企業高度化資金
貸付金の貸付・債権管理等を実施しています。

経済産業局　中小企業金融
課

設備導入・経営革新グルー
プ

052-954-6334

労働局 勤労者福祉推進事
業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　勤労者が安心して仕事と生活の調和のとれた働
き方ができるよう勤労者福祉の向上を図るととも
に、労働環境の改善・整備促進を行っています。

労働局　労働福祉課 予算・経理グループ 052-954-6894

労働局 勤労福祉施設管理
運営事業

一般会計 施設運営 　勤労者等の余暇活動促進のため、勤労福祉施設
の管理運営を指定管理者に行わせるとともに、施
設の利用向上及び適切な管理運営を推進するた
め、管理指導及び設備の修繕を行っています。

労働局　労働福祉課 予算・経理グループ 052-954-6894

労働局 雇用対策事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　若年者、中高年齢者、障害者等の雇用促進を図
るため、さまざまな就労支援施策を実施していま
す。

労働局　就業促進課 業務・調整グループ 052-954-6363
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労働局 職業能力開発事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　職業能力開発並びに技能振興を推進し、技能に
対する社会的評価・社会的地位の向上を図るた
め、技能検定の実施、事業主等の行う認定職業訓
練に対する補助、優秀な技能者の表彰、技能五輪
全国大会・全国アビリンピックの開催等の事業を実
施しています。

労働局　産業人材育成課 人材育成グループ 052-954-6365

労働局 技術専門校等管理
運営事業

一般会計 施設運営 　県立高等技術専門校において普通職業訓練（普
通課程・短期課程）、在職者訓練、雇用セーフティ
ネット対策訓練を実施し、愛知障害者職業能力開発
校において障害のある方を対象にした普通職業訓
練（短期課程）、委託訓練を実施しています。

労働局　産業人材育成課 公共訓練グループ 052-954-6364

観光コンベ
ンション局

振興総務事業 一般会計 組織管理 　旧振興部の人件費、研修旅費、交際費等に関す
る事務を行っています。

観光コンベンション局　観光
振興課

総務・予算・広報グループ 052-954-6134

観光コンベ
ンション局

地域政策事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　内部管理事務、地域振興の企画調整、地域振興
支援等を行っています。

観光コンベンション局　観光
振興課

総務・予算・広報グループ 052-954-6134

観光コンベ
ンション局

愛知県国際展示場
整備事業

一般会計 インフラ 　国際展示場を整備し、新たな交流による新産業の
創出や既存産業の充実など、本県産業基盤の強化
を進める事業を行っています。

観光コンベンション局　国際
観光コンベンション課　国際
展示場室

管理グループ 052-954-6856

観光コンベ
ンション局

観光振興事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　観光の振興に関する施策の企画及び調査、国内
観光事業の振興、観光情報の収集・提供、旅行業
の登録等の事業を行っています。

観光コンベンション局　観光
振興課

総務・予算・広報グループ 052-954-6134

観光コンベ
ンション局

国際観光コンベン
ション推進事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　外国人観光客の誘客、大規模なイベント・コンベン
ションの誘致、海外向け観光情報の提供、全国通
訳案内士の登録等の事業を行っています。

観光コンベンション局　国際
観光コンベンション課

イベント・コンベンショング
ループ

052-954-6373

観光コンベ
ンション局

犬山国際ユースホ
ステル管理運営事
業

一般会計 施設運営 　国内外からの観光旅行者等の宿泊・レクリエー
ションの場として利用されている犬山国際ユースホ
ステルについて、指定管理者制度を導入することに
より、円滑で効率的な管理運営体制の維持を図っ
ています。

観光コンベンション局　観光
振興課

企画グループ 052-954-6353

労働委員会
事務局

労働委員会運営事
業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　予算、会計など委員会運営に関する事務、労働関
係調整法などに基づく労働争議のあっせん、調停
及び仲裁、個別労働関係紛争に係るあっせん等に
関する事務、労働組合法などに基づく不当労働行
為の審査等に関する事務を行っています。

労働委員会事務局　審査調
整課

総務・調整グループ 052-954-6832



担当課室 担当グループ 電査番号

お問い合わせ先

令和元年度管理事業及びお問い合わせ先一覧

会計名 事業類型 事業の概要管理事業名局名

農業水産局 農業総務事業 一般会計 組織管理 　農林水産部門全般に関する政策の調整、行政運
営の管理、職員の人事、表彰、予算編成、経理・決
算等の事務を行っています。

農業水産局　農政課 経理グループ 052-954-6464

農業水産局 農林水産事務所管
理運営事業

一般会計 組織管理 　農林水産事務所における文書及び公印の管理、
職員の人事及び福利厚生、庶務、予算・経理、公有
財産・物品の保全管理等の事務を行っています。

農業水産局　農政課 総務グループ 052-954-6392

農業水産局 農林漁業企画調査
事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　「食と緑の基本計画2020」の進行管理、農林水産
業の調査・広報、農林漁業関係の人権問題の啓発
推進、試験研究の調整・連携推進等の事務を行っ
ています。

農業水産局　農政課 経理グループ 052-954-6464

農業水産局 食育消費流通事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　地方卸売市場の指導監督、農林水産物の輸出、
食育の推進、食品表示の適正化、地産地消、６次
産業化などに関する事業を行っています。

農業水産局　食育消費流通
課

市場・食品表示グループ 052-954-6421

農業水産局 農業振興事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　農業共済団体の監督指導、農地の管理・保全等、
農地中間管理事業、農村における農林水産業の振
興事業を行っています。

農業水産局　農業振興課 農業共済グループ 052-954-6402

農業水産局 農業協同組合指導
事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　農業協同組合等の業務と会計の状況について検
査を行い、その運営が法令を遵守し適正に実施さ
れるよう指導監督を行っています。

農業水産局　農政課　組合検
査指導室

組合指導・調整グループ 052-954-6465

農業水産局 農業改良普及事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　「協同農業普及事業の実施に関する方針」に基づ
いて「意欲ある担い手の確保・育成」、「産地の収益
力向上に向けた取組の支援」、「環境と安全に配慮
した農業の推進」、「活力ある地域づくりに向けた取
組の支援」等の普及事業を行っています。

農業水産局　農業経営課 普及企画グループ 052-954-6412

農業水産局 農業大学校管理運
営事業

一般会計 施設運営 　農業技術の高度化、農業経営の専門化など、時
代の要請に即応した資質の高い農業後継者の養成
や、農業を担うべき者及び一般県民等に対して必
要な農業研修を行うとともに、実践教育施設の整備
を進めています。

農業水産局　農業経営課 教育グループ 052-954-6409

農業水産局 農業総合試験場管
理運営事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　農業総合試験場の施設の整備及び運営、作物・
園芸・畜産・病害虫・経営環境・生物工学など農業
に関する試験研究及びその企画・調整、研究成果
の普及・指導、原種・種苗の生産及び配布などを
行っています。

農業水産局　農業経営課 技術調整グループ 052-954-6410



担当課室 担当グループ 電査番号

お問い合わせ先

令和元年度管理事業及びお問い合わせ先一覧

会計名 事業類型 事業の概要管理事業名局名

農業水産局 農林金融対策事業 一般会計 融資 　農業者等の資本装備の高度化、近代化や経営感
覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体、青年
農業者等の育成のため、利子補給や資金の融通等
を行っています。

農業水産局　農業経営課 農業金融・経営支援グルー
プ

052-954-6413

農業水産局 農作物対策事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　野菜・果樹、花き、稲・麦・大豆及び茶、たばこ等
の特用作物の生産並びに出荷に関する事業などを
行っています。

農業水産局　園芸農産課 特用作物グループ 052-954-6416

農業水産局 畜産振興事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　酪農・肉用牛・養豚・養鶏・小家畜の振興、牧草・
飼料作物の栽培利用、畜産環境保全、畜産生産基
盤対策、畜産物の流通対策、競馬事業の調整等に
関する事業を行っています。

農業水産局　畜産課 管理・調整グループ 052-954-6423

農業水産局 畜産総合センター
管理運営事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　種畜の増殖、育成及び譲渡、種畜の能力の検
定、飼料作物の生産、家畜の人工妊娠、畜産技術
の研修及び指導、畜産に関する知識の普及啓発、
畜産技術練習生の養成を行っています。

農業水産局　畜産課 生産・流通グループ 052-954-6426

農業水産局 家畜保健衛生事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　家畜伝染病の予防、畜産関係者に対する飼養衛
生管理指導、動物薬事及び獣医事に関する事業を
行っています。

農業水産局　畜産課　家畜防
疫対策室

家畜衛生グループ 052-954-6424

農業水産局 水産業総務事業 一般会計 組織管理 　水産行政の円滑な運営に資するため、海区漁業
調整委員会委員及び内水面漁場管理委員会委員
の人件費、水産業振興対策を推進するための一般
職非常勤職員の報酬の執行を行っています。

農業水産局　水産課 管理・金融グループ 052-954-6457

農業水産局 水産業振興事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　水産業の振興に資するため、干潟・浅場や貝類増
殖場、魚礁の整備、共同利用施設や漁港の整備に
対する助成、漁業者に対する支援指導、漁業金融
対策（漁業振興資金貸付金等）などの事業を行って
います。

農業水産局　水産課 管理・金融グループ 052-954-6457

農業水産局 栽培漁業センター
管理運営事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　栽培漁業の推進により資源の安定と増大を図る
ため、公益財団法人愛知県水産業振興基金に種苗
生産を業務委託するとともに、栽培漁業センターの
施設維持管理を行っています。

農業水産局　水産課 管理・金融グループ 052-954-6457

農業水産局 漁業調整事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　水産資源の持続的な利用を推進するため、漁業
取締船による漁業者等の指導取締、漁場利用の調
整、漁業権の免許、漁業の許可、漁船の登録など
を行っています。

農業水産局　水産課 管理・金融グループ 052-954-6457
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農業水産局 水産試験場管理運
営事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　水産試験場において、ノリ、アサリ、ウナギなどの
増養殖技術の開発、イカナゴ、シャコなどの資源管
理技術の開発、内湾の漁場環境に関する調査研
究、研究施設や海域情報施設の維持管理などを
行っています。

農業水産局　水産課 管理・金融グループ 052-954-6457

農業水産局 農林水産共同利用
施設災害復旧事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　異常な自然災害により被災した農林水産業共同
利用施設の復旧に対する助成を行っています。

農業水産局　農政課　組合検
査指導室

組合指導・調整グループ 052-954-6465

農業水産局 就農支援資金事業 就農支援
資金特別
会計

融資 　農業経営の新たな担い手を確保していくため、青
年農業者等の新規就農者に対して経営の開始に必
要な施設、機械又は資材の購入に必要な経費を融
通した資金等の管理を行っています。

農業水産局　農業経営課 農業金融・経営支援グルー
プ

052-954-6413

農業水産局 沿岸漁業改善資金
事業

沿岸漁業
改善資金
特別会計

融資 　沿岸漁業者の経営等の改善を支援するため、無
利子資金（経営等改善資金、生活改善資金、青年
漁業者等養成確保資金）の貸付事業などを行って
います。

農業水産局　水産課 管理・金融グループ 052-954-6457

農林基盤局 土地改良事業 一般会計 インフラ 　農業用水を確保するための用水路の整備、営農
条件を改善するための農地の区画整理、農産物な
どを運搬するための農業用道路の整備、農村の環
境整備などを行っています。

農林基盤局　農地整備課 業務グループ 052-954-6436

農林基盤局 農地防災事業 一般会計 インフラ 　農地や農業用施設等を豪雨、大規模地震などの
自然災害から守るための農業用排水機場や排水
路、ため池の整備などを行っています。

農林基盤局　農地整備課 業務グループ 052-954-6436

農林基盤局 土地改良諸事業 一般会計 インフラ 　大規模農業水利施設等の管理、生産性向上のた
めの農業生産基盤整備、農地・農業用施設の被害
防止及び環境との調和に配慮した農地等の調査・
計画・調整を行っています。

農林基盤局　農地計画課 用地・管財グループ 052-954-6428

農林基盤局 木曽川用水事業 一般会計 インフラ 　木曽川用水の安定供給に係る関係機関との調整
を行うとともに、木曽川用水に係る独立行政法人水
資源機構営事業（以下、「機構営事業」という。）に
要した費用及び木曽川用水施設の管理に係る費用
の一部を負担しています。

農林基盤局　農地計画課 機構調整グループ 052-954-6433

農林基盤局 豊川用水事業 一般会計 インフラ 　豊川用水の安定供給に係る関係機関との調整、
独立行政法人水資源機構が実施する豊川用水二
期事業の受託施工を行うとともに、豊川用水に係る
独立行政法人水資源機構営事業（以下、「機構営
事業」という。）に要した費用及び豊川用水施設の
管理に係る費用の一部を負担しています。

農林基盤局　農地計画課 機構調整グループ 052-954-6433
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農林基盤局 愛知用水事業 一般会計 インフラ 　愛知用水の安定供給に係る関係機関との調整、
独立行政法人水資源機構が実施する愛知用水事
業の受託施工を行うとともに、愛知用水に係る独立
行政法人水資源機構営事業（以下、「機構営事業」
という。）等に要した費用及び愛知用水施設の管理
に係る費用の一部を負担しています。

農林基盤局　農地計画課 機構調整グループ 052-954-6433

農林基盤局 林業振興事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　循環型林業の推進と林業生産性の向上、木材利
用の推進等により林業の振興を図るため、森林計
画の変更、木材の生産・加工・流通の合理化に対す
る支援、林業労働力の確保・育成、スマート林業の
推進、林業技術の改良普及、森林組合等の指導、
林業金融などを行っています。

農林基盤局　林務課 管理・施設グループ 052-954-6442

農林基盤局 林道事業 一般会計 インフラ 　適正な森林整備の促進や林業生産性の向上を図
るとともに、農山村地域の道路網を補完するため、
林道の開設、改良及び舗装等を行っています。

農林基盤局　森林保全課 基盤整備グループ 052-954-6450

農林基盤局 造林事業 一般会計 インフラ 　県土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止
等の多面的機能を持続的に発揮する健全な森林を
育成するために、森林組合等の実施する造林・間
伐等の森林整備に対する助成等を行っています。

農林基盤局　森林保全課　森
と緑づくり推進室

森林育成グループ 052-954-6449

農林基盤局 治山事業 一般会計 インフラ 　山地災害から県民の生命・財産を守るための治
山施設の整備の推進、「あいち森と緑づくり税」を活
用した人工林・里山林の整備・保全の推進などを
行っています。

農林基盤局　森林保全課 治山グループ 052-954-6451

農林基盤局 あいち海上の森セ
ンター管理運営事
業

一般会計 施設運営 　愛知万博記念の森として海上の森を保全するとと
もに、県民参加による森づくり活動、人と自然の共
生を推進する指導者の養成等を行っています。

農林基盤局　森林保全課 緑化グループ 052-954-6453

農林基盤局 緑化推進事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　緑化の推進を図るため、緑化推進地区における
緑化事業への助成、緑化に関する普及啓発、緑化
木の生産振興のほか、第70回全国植樹祭の開催な
どを行っています。

農林基盤局　森林保全課 緑化グループ 052-954-6453

農林基盤局 緑化センター管理
運営事業

一般会計 施設運営 　緑化に関する資料の展示、相談及び研修を行うた
めの緑化センター、及び野外レクリエーションを楽し
むための昭和の森の施設の運営管理を行っていま
す。

農林基盤局　森林保全課 緑化グループ 052-954-6453

農林基盤局 植木センター管理
運営事業

一般会計 施設運営 　緑化用樹木の生産振興と生産技術の向上を目指
した研修を行い、併せて、緑化用樹木の生産技術
に関する調査研究等を行うことを目的とした植木セ
ンターの運営管理を行っています。

農林基盤局　森林保全課 緑化グループ 052-954-6453
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農林基盤局 森林・林業技術セ
ンター管理運営事
業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　森林や林業・木材産業に関する総合的な試験研
究、林業従事者等の研修・指導、優良林業種苗の
養成を行っています。

農林基盤局　林務課 普及グループ 052-954-6444

農林基盤局 農地施設災害復旧
事業

一般会計 インフラ 　暴風、洪水、高潮、地すべり、地震、その他の異
常な天然現象により被災した農地及び農業用施設
の災害復旧事業を行っています。

農林基盤局　農地整備課 業務グループ 052-954-6436

農林基盤局 災害林道復旧事業 一般会計 インフラ 　林道施設災害が発生した場合に、安全な通行の
確保を図るため、災害林道復旧事業を行っていま
す。

農林基盤局　森林保全課 基盤整備グループ 052-954-6450

農林基盤局 災害荒廃地復旧事
業

一般会計 インフラ 　山地災害が発生した場合に、二次災害を防止し、
住民の人命・財産を守るため、災害関連緊急治山
事業を行っています。

農林基盤局　森林保全課 治山グループ 052-954-6451

農林基盤局 県有林野事業 県有林野
特別会計

行政サー
ビスその
他

　県有林事務所における文書及び公印の管理、職
員の人事及び福利厚生、庶務、予算・経理、建物・
物品の保全管理等の事務を行うとともに、県有林野
において林業経営、鉱山経営、財産管理等の事業
を行っています。

農林基盤局　林務課 県有林グループ 052-954-6446

農林基盤局 森林公園管理運営
事業

県有林野
特別会計

施設運営 　都市近郊に残る自然環境を生かし、県民の健康
増進とレクリエーションの場として設置された森林公
園の管理・運営事業を行っています。

農林基盤局　林務課 県有林グループ 052-954-6446

農林基盤局 県民の森管理運営
事業

県有林野
特別会計

施設運営 　豊かな自然環境を生かし、県民の保健休養、森林
林業の普及啓発の場として設置された県民の森の
管理・運営事業を行っています。

農林基盤局　林務課 県有林グループ 052-954-6446

農林基盤局 林業改善資金事業 林業改善
資金特別
会計

融資 　林業・木材産業改善資金助成法に基づき、林業・
木材産業の経営の改善等に必要な資金を無利子
で貸し付け、林業経営の健全な発展と森林整備の
促進を図っています。

農林基盤局　林務課 木材生産・流通グループ 052-954-6407

建設局 水資源対策事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　水資源の確保・調整、水資源施設整備に伴う地元
水源地域の地域振興対策、豊川水系における水資
源対策に関する事業を行っています。

建設局　水資源課 企画・調整グループ 052-954-6118
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建設局 中部国際空港対策
事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　中部国際空港の需要拡大、機能強化等に向けた
取組に関する事業を行っています。

建設局　航空空港課 管理・調整グループ 052-954-6129

建設局 名古屋飛行場管理
運営事業

一般会計 インフラ 　県営名古屋空港の管理運営、整備、周辺環境対
策及び利用促進、「あいち航空ミュージアム」の魅
力向上に関する事業を行っています。

建設局　航空空港課 管理・調整グループ 052-954-6129

建設局 建設総務事業 一般会計 組織管理 　建設局の行政運営の管理、人事、予算経理、広
報広聴、建設工事等の契約事務及び法規等の指
導を行っています。

建設局　建設総務課 経理グループ 052-954-6500

建設局 建設事務所等管理
運営事業

一般会計 組織管理 　建設局の地方機関である建設事務所や港務所の
庁舎等の管理、機能維持に必要な修繕及び工事を
行っています。

建設局　建設総務課 総務・広報グループ 052-954-6497

建設局 建設企画調整事業 一般会計 組織管理 　建設部門全般に関する政策の調整、企画調査、
工事検査及び技術管理並びに建設部門事務の電
子情報化に関する業務を行っています。

建設局　建設企画課 業務・情報管理グループ 052-954-6513

建設局 用地指導事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　公共用地の取得やこれに伴う損失補償、土地収
用法で定める事業認定等に関する事務及び国土交
通省所管の法定外公共用財産や建設局所管の廃
川廃道敷地の管理・処分等を行っています。

建設局　用地課 業務・企画グループ 052-954-6510

建設局 収用委員会運営事
業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　土地収用法に基づき、公正中立な立場で、土地の
収用・使用、明渡、損失補償の裁決等を行う機関で
ある収用委員会の運営事務を行っています。

収用委員会事務局 052-954-6837

建設局
都市整備局

道路事業 一般会計 インフラ 　交通の安全や県民の日常生活と経済活動の利便
性の向上を図るため、県道等の新設改良や鉄道と
の立体交差化、交通安全対策、防災震災対策に関
する事業を行っています。また、舗装や橋梁など道
路施設の維持修繕に関する事業に取り組んでいま
す。

都市整備局　都市整備課 業務・審査グループ 052-954-6520

建設局 河川事業 一般会計 インフラ 　大雨等に伴う洪水等による被害を防止するため、
治水施設の管理・保全・整備を行うとともに防災情
報の発信を行っています。また、親しみやすい河川
空間を構築するため水辺の環境整備に関する事業
を行っています。

建設局　河川課 業務・調整グループ 052-954-6551
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建設局 海岸事業 一般会計 インフラ 　高潮、津波等による被害から海岸を防護するため
に海岸保全施設の機能強化、海岸環境の整備を行
うとともに、海岸施設の維持管理を行っています。

建設局　河川課 業務・調整グループ 052-954-6551

建設局 砂防事業 一般会計 インフラ 　大雨等による土砂災害の被害を防止するため、土
砂災害防止施設の保全・整備に関する事業を行う
とともに防災情報の発信を行っています。

建設局　砂防課 業務・管理グループ 052-954-6557

建設局 港湾事業 一般会計 インフラ 　物流の安定性の確保や効率化により地域経済の
発展に資するため、港湾の整備や管理運営に関す
る事業を行っています。また、港湾区域内の海岸と
背後地の保全のため、海岸保全施設の整備や維持
管理に関する事業を行っています。

建設局　港湾課 業務・調整グループ 052-954-6562

建設局 漁港事業 一般会計 インフラ 　水産物の安定供給及び水産業の健全な発展に資
するため、漁港の整備や維持管理に関する事業を
行っています。また、漁港区域内の海岸と背後地の
保全のため、海岸保全施設の整備や維持管理に関
する事業を行っています。

建設局　港湾課 業務・調整グループ 052-954-6562

建設局 下水道事業 一般会計 インフラ 　下水道の整備促進を図り、もって都市の健全な発
展及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水
域の水質保全に資するため、各種調査や設楽町に
おける下水道整備及び市町村への助成を行ってい
ます。

建設局　下水道課 業務・経理グループ 052-954-6530

建設局 流域下水道事業 一般会計 インフラ 　流域下水道事業会計の経費のうち、その性質上
当該事業の経営に伴う収入を充てることが適当で
ない経費等について、一般会計から補助金の支出
及び出資を行っています。

建設局　下水道課 業務・経理グループ 052-954-6530

建設局 下水道科学館管理
運営事業

一般会計 施設運営 　下水道の普及啓発を目的として、「みて・ふれて・
たしかめて」をキーワードに下水道の働きを楽しく学
べる施設運営を行っています。

建設局　下水道課 業務・経理グループ 052-954-6530

建設局 土木施設災害復旧
事業

一般会計 インフラ 　大雨等により被災した県管理の道路・河川等土木
施設の復旧を行っています。

建設局　砂防課 企画・防災グループ 052-954-6560

建設局 港湾整備事業 港湾整備
事業特別
会計

インフラ 　港湾の機能を効率的に発揮させるために必要な
ふ頭用地の造成や保管施設、荷さばき施設等の整
備を行うとともに管理運営に関する事業を行ってい
ます。

建設局　港湾課 港湾管理グループ 052-954-6564
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都市整備局 土地対策事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　国土利用計画を始めとする国土利用計画法の運
用、不動産鑑定業、地籍調査、土地開発行為の協
議指導を始めとする土地利用に関する事業を行っ
ています。

都市整備局　都市計画課 業務・行政グループ 052-954-6514

都市整備局 交通対策事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　交通対策の総合的な企画調整、鉄道等の整備促
進、乗合バス等に関する事業を行っています。

都市整備局　交通対策課 地域公共交通グループ 052-954-6124

都市整備局 建設業不動産業指
導事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　建設業、宅地建物取引業の許可・免許・登録事務
と業者に対する指導監督事務及び解体工事業、浄
化槽工事業の登録に関する事務を行っています。

都市整備局　都市総務課 予算・経理グループ 052-954-6987

都市整備局 都市計画総務事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　都市計画区域、都市計画調査、都市計画区域マ
スタープラン、土地利用計画、都市施設、都市計画
に係る環境影響評価、都市計画審議会の運営、良
好な景観形成の推進及び屋外広告物の規制等に
関する事務を行っています。

都市整備局　都市計画課 業務・行政グループ 052-954-6514

都市整備局 土地区画整理事業 一般会計 インフラ 　公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図
り、安全・安心で良好な市街地を形成するため、土
地区画整理事業を施行する組合等への補助金の
交付や事業資金の貸付を行っています。

都市整備局　都市整備課 市街地整備グループ 052-954-6523

都市整備局 公園事業 一般会計 施設運営 　県営都市公園の整備及び管理を行うとともに、市
町村都市公園事業に対する指導を行っています。
また、県営都市公園の魅力向上のため、民間活力
導入に向けた検討・調査を行っています。

都市整備局　公園緑地課 業務・管理グループ 052-954-6525

都市整備局 都市緑化事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　あいち森と緑づくり税等を活用し、市町村等が行う
都市緑化事業に対して助成を行うとともに、都市緑
化に関する普及啓発活動を行っています。

都市整備局　公園緑地課 企画・都市緑化グループ 052-954-6526

建築局 建築指導事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　建築基準法、建築士法、宅地造成等規制法の施
行、都市計画法に基づく開発許可、長期優良住宅
の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅
の認定、環境と共生した住宅・建築物及び都市の
低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築
物の認定等に関する事業を行っています。

建築局　建築指導課 業務・管理グループ 052-954-6585

建築局 住宅対策事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　住宅及びまちづくりの総合企画、高齢者等の居住
の安定確保、人にやさしい街づくりの推進、既成市
街地の再整備、建築物の防災・地震対策に関する
事業等を行っています。

建築局　住宅計画課 予算・経理グループ 052-954-6991
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建築局 公共住宅事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　愛知県住宅供給公社の適正かつ健全な運営を図
るため、同公社への指導・監督に関する事務等を
行っています。

建築局　公営住宅課　県営住
宅管理室

調整・指導グループ 052-954-6579

建築局 公営住宅事業 一般会計 施設運営 　公営住宅法に基づく普通県営住宅及び特定優良
賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づく特別
県営住宅の建設・改善を行っています。

建築局　公営住宅課 業務・調整グループ 052-954-6571

建築局 県営住宅管理運営
事業

県営住宅
管理事業
特別会計

施設運営 　県営住宅の管理・運営に関する事務等を行ってい
ます。

建築局　公営住宅課　県営住
宅管理室

調整・指導グループ 052-954-6579

教育委員会
事務局

教育委員会運営事
業

一般会計 組織管理 　教育に関する基本的方針等を決定する教育委員
会会議の運営並びに教育行政の機動的かつ円滑
な運営を図るための重要施策の企画・立案・調整及
び教育委員会の人事・予算等、総括的な事業を
行っています。

教育委員会事務局　総務課 予算・経理グループ 052-954-6758

教育委員会
事務局

教育総務事業 一般会計 組織管理 　教育施策を円滑に進めるため、教育に係る広報・
広聴及び市町村教育委員会の指導等の事業を
行っています。

教育委員会事務局　総務課 予算・経理グループ 052-954-6758

教育委員会
事務局

教職員福利厚生事
業

一般会計 組織管理 　教職員の福利厚生等を行うことにより、教職員が
勤務に精励できる体制を構築するために必要な事
業を行っています。

教育委員会事務局　福利課 共済経理グループ 052-954-6773

教育委員会
事務局

教職員人事管理事
業

一般会計 組織管理 　教職員の採用業務、給与支給業務及び教職員の
教員免許管理等を行っています。

教育委員会事務局　教職員
課

人事企画グループ 052-954-6768

教育委員会
事務局

教職員研修事業 一般会計 組織管理 　教職員に対して様々な研修を実施することによ
り、教職員の資質の向上を図るために必要な事業
を行っています。

教育委員会事務局　義務教
育課

振興・調整グループ 052-954-6789

教育委員会
事務局

小中学校教育振興
事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　小中学校において、子どもの成長過程に応じた教
育を充実することにより、学力向上を推進していま
す。また心豊かな健全育成を図っています。

教育委員会事務局　義務教
育課

振興・調整グループ 052-954-6789
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教育委員会
事務局

高等学校教育振興
事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　県立高等学校における教育の充実のため、外国
人語学講師の配置を始めとした英語教育の充実
や、公立高等学校入学者選抜を円滑に実施するた
めに必要な事業を行っています。

教育委員会事務局　高等学
校教育課

振興グループ 052-954-6826

教育委員会
事務局

特別支援教育振興
事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　特別支援学校及び小中学校等における特別支援
教育の充実のため、障害のある児童生徒の健全育
成と自立支援を図る事業を行っています。

教育委員会事務局　特別支
援教育課

振興・就学グループ 052-954-6791

教育委員会
事務局

就学支援事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　経済的な理由により高等学校等における修学が
困難な者に対して、修学支援事業を行っています。

教育委員会事務局　高等学
校教育課

奨学グループ 052-954-6785

教育委員会
事務局

恩給及び退職年金
費

一般会計 給付 　昭和37年12月１日の地方公務員等共済組合法の
施行日前日までに、一定の在職年数をもって退職し
た教職員等に対する、恩給及び退隠料等の支給、
裁定、年額改定等の事業を行っています。

教育委員会事務局　福利課 共済経理グループ 052-954-6773

教育委員会
事務局

総合教育センター
管理運営事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　教育関係職員の研修、教育に関する調査及び研
究、資料の収集・提供、教育相談等に関することを
行うため、総合教育センターを運営しています。

教育委員会事務局　総務課 予算・経理グループ 052-954-6758

教育委員会
事務局

小学校教職員費 一般会計 行政サー
ビスその
他

　小学校教職員に係る給与や報酬等を支給してい
ます。

教育委員会事務局　財務施
設課

管理グループ 052-954-6763

教育委員会
事務局

中学校教職員費 一般会計 行政サー
ビスその
他

　中学校教職員に係る給与や報酬等を支給してい
ます。

教育委員会事務局　財務施
設課

管理グループ 052-954-6763

教育委員会
事務局

高等学校教職員費 一般会計 行政サー
ビスその
他

　高等学校教職員に係る給与や報酬等を支給して
います。

教育委員会事務局　財務施
設課

管理グループ 052-954-6763

教育委員会
事務局

高等学校管理運営
事業

一般会計 施設運営 　県立高等学校の教育を推進するため、学校の維
持、管理など県立高等学校に係る管理運営や施設
設備の維持管理事業等を行っています。

教育委員会事務局　財務施
設課

管理グループ 052-954-6763



担当課室 担当グループ 電査番号

お問い合わせ先

令和元年度管理事業及びお問い合わせ先一覧

会計名 事業類型 事業の概要管理事業名局名

教育委員会
事務局

高等学校整備事業 一般会計 施設運営 　県立高等学校における施設の大規模改修、再編
整備、耐震対策などの工事、設計、監理及び産業
教育設備整備や情報化を推進する事業を行ってい
ます。

教育委員会事務局　財務施
設課

整備グループ 052-954-6765

教育委員会
事務局

特別支援学校教職
員費

一般会計 行政サー
ビスその
他

　特別支援学校教職員に係る給与や報酬等を支給
しています。

教育委員会事務局　財務施
設課

管理グループ 052-954-6763

教育委員会
事務局

特別支援学校管理
運営事業

一般会計 施設運営 　障害のある幼児・児童・生徒に対する教育を推進
するため、学校の維持・管理のほか、通学バス運行
業務など県立特別支援学校に係る管理運営や施
設設備の維持管理事業等を行っています。

教育委員会事務局　財務施
設課

管理グループ 052-954-6763

教育委員会
事務局

特別支援学校整備
事業

一般会計 施設運営 　県立特別支援学校における施設の大規模改修、
空調設備設置、トイレ改修、耐震対策、新設特別支
援学校建設などの工事、設計、監理及び情報化を
推進する事業を行っています。

教育委員会事務局　財務施
設課

整備グループ 052-954-6765

教育委員会
事務局

生涯学習振興事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　生涯学習支援体制の充実を図るための事業や文
化に親しむ機会を提供する事業等を実施していま
す。

教育委員会事務局　生涯学
習課

振興グループ 052-954-6779

教育委員会
事務局

社会教育振興事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　地域における教育活動の充実を図るため、市町
村に対し、国庫補助金を活用した補助事業、青少年
教育・女性教育・成人教育・人権教育の指導者を対
象とした研修や社会教育関係団体に対する助言等
を行っています。

教育委員会事務局　生涯学
習課

振興グループ 052-954-6779

教育委員会
事務局

社会教育・野外活
動施設管理運営事
業

一般会計 施設運営 　豊かな自然の中で団体生活をしながら野外活動
等の場を提供する青年の家や少年自然の家等の
管理運営を行っています。

教育委員会事務局　生涯学
習課

振興グループ 052-954-6779

教育委員会
事務局

文化財保護事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　文化財保護法及び県文化財保護条例に基づく文
化財の指定を行い、文化財の保存活用を行ってい
ます。文化財保護のため、指定文化財の維持管理
に対する補助及び管理・環境整備等を行っていま
す。また、朝日遺跡重要文化財の保存及び公開施
設となる「あいち朝日遺跡ミュージアム」の整備に関
する事業を行っています。

県民文化局　文化芸術課　文
化財室

管理グループ 052-954-6782

教育委員会
事務局

埋蔵文化財調査セ
ンター管理運営事
業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　埋蔵文化財に関する調査研究及び普及啓発、埋
蔵文化財の発掘に伴い増大する出土遺物の保存と
活用を図るため、埋蔵文化財調査センターの管理
運営を行っています。

県民文化局　文化芸術課　文
化財室

管理グループ 052-954-6782
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お問い合わせ先
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教育委員会
事務局

学校保健管理事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　児童生徒及び教職員の健康保持を図るための健
康診断等に係る事業を行っています。また、多様
化・深刻化している児童生徒の心身の健康問題に
対応するため、養護教諭等に対して研修を行ってい
ます。

教育委員会事務局　保健体
育課

振興・保健グループ 052-954-6793

教育委員会
事務局

学校安全指導事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　児童生徒の安全・安心のため、交通安全・生活安
全教育や防災教育関連の取組を行っています。ま
た教職員の学校安全に関する研修を行っていま
す。

教育委員会事務局　保健体
育課

安全グループ 052-954-6829

教育委員会
事務局

学校給食振興事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　児童生徒に対して、安全・安心な学校給食の実
施・普及・支援を行っています。また、学校における
食育推進のための取組を行うとともに、栄養教諭等
に対して研修を行っています。

教育委員会事務局　保健体
育課

給食グループ 052-954-6839

教育委員会
事務局

学校体育振興事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　学校における体育教育の充実や児童生徒の体力
向上のため、指導者の派遣などにより、児童生徒の
体力の向上を図っています。

教育委員会事務局　保健体
育課

振興・保健グループ 052-954-6793

スポーツ局 スポーツ振興事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　全国・世界に打ち出せるスポーツ大会を招致・育
成し、地域の活性化につなげる取組に関する事務
を行っています。

スポーツ局　スポーツ振興課 総務・予算グループ 052-954-6087

スポーツ局 第20回アジア競技
大会推進事業

一般会計 行政サー
ビスその
他

　第20回アジア競技大会を開催し、地域の活性化
につなげる取組に関する事業を行っています。

スポーツ局　アジア競技大会
推進課

調整グループ 052-954-6845

スポーツ局 社会体育振興事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　県民が身近で、気軽にスポーツに親しむことがで
きるよう、総合型地域スポーツクラブの育成、ス
ポーツ・レクリエーションフェスティバルの開催や国
民体育大会への派遣などを行っています。

スポーツ局　スポーツ振興課
スポーツ局　競技・施設課

総務・予算グループ
調整・企画グループ

052-954-6087
052-954-7471

スポーツ局 体育施設管理運営
事業

一般会計 施設運営 　県民の体育及びスポーツ振興を図るために体育
施設の管理運営を行っています。

スポーツ局　競技・施設課 施設グループ 052-954-6796

警察本部 公安委員会運営事
業

一般会計 組織管理 　公安委員の報酬、旅費、事務費等公安委員会の
運営・管理に関する事業を行っています。

警察本部　会計課 予算統括室 052-951-1611
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お問い合わせ先

令和元年度管理事業及びお問い合わせ先一覧
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警察本部 警察総務事業 一般会計 組織管理 　警察活動の基盤となる一般事務、愛知県警察署
協議会の運営、警察官の被服の調製、電子計算機
の管理・運用、警察職員のための福利厚生事務等
に関する事業を行っています。

警察本部　会計課 予算統括室 052-951-1611

警察本部 警察施設事業 一般会計 組織管理 　警察施設の整備及び維持管理等に関する事業を
行っています。

警察本部　会計課 予算統括室 052-951-1611

警察本部 運転免許事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　自動車及び原動機付自転車の運転免許試験及び
更新講習等に関する事業を行っています。

警察本部　会計課 予算統括室 052-951-1611

警察本部 恩給及び退職年金
費

一般会計 給付 　昭和37年12月１日の地方公務員等共済組合法の
施行日前日までに、一定の在職年数をもって退職し
た警察職員等に対する恩給の支給、裁定、年額改
定等の事業を行っています。

警察本部　会計課 予算統括室 052-951-1611

警察本部 警察活動事業 一般会計 行政サー
ビスその
他

　犯罪の抑止、捜査及び交通事故防止等の県民生
活の安全の維持に関する事業を行っています。

警察本部　会計課 予算統括室 052-951-1611


