
（参考）

部　　　局 課　　　　室 グループ 内　線

防災局 防災危機管理課 政策・啓発 2505

農地計画課 排水対策 3722

農地整備課 防災 3738

建設企画課 企画第二 2894

都市整備課 市街地整備 2667

住宅計画課 防災まちづくり 2781

2 社会インフラの老朽化対策について 建設部 建設企画課 企画第二 2894

知事政策局 企画課 企画第二 2316

産業労働部 産業労働政策課 広報・企画調整 3321

4 電力・エネルギー対策の推進について 知事政策局 企画課 企画第三 2295

5 危機的な財政状況に対応した地方税財政措置について 総務部 財政課 財政 2156

6
世界と闘える愛知・名古屋（中京都）づくりの推進につい
て

知事政策局 企画課 広域連携 2591

知事政策局 企画課 地方分権 2047

総務部 財政課 財政 2156

7 農林水産部 農地計画課 計画 3718

建設企画課 企画第二 2894

建設総務課 予算 2629

8 アジアＮｏ．１航空宇宙産業クラスター形成特区の推進について 知事政策局 企画課 企画第三 2317

融資 3334

近代化資金・貸金業 3338

産業振興課
次世代産業室

次世代産業第一 3392

海外誘客 3377

イベント・コンベンション 3373

農林政策課 企画 3624

教育・担い手 3665

技術調整 3663

園芸農産課 農産 3687

畜産課 畜政環境・飼料 3707

農業振興課 農村対策 3651

農地計画課 企画・調査 3715

農地整備課 かんがい排水 3733

企画・資源 3783

環境・栽培 3791

13 森林の適切な管理と林業の活性化について 農林水産部 林務課 企画・森林計画 3742

知事政策局 政策調整課 知事会 2319

農林水産部 農林政策課 企画 3624

15 中部国際空港二本目滑走路の早期整備について 地域振興部 航空対策課 企画 2285

16
背後産業の国際競争力を支える名古屋港・三河港・衣浦港
の整備推進について

建設部 港湾課 業務・調整 2761

17
港湾・空港の強化と連携した広域幹線道路網の整備推進に
ついて

建設部 道路建設課 業務・調整 2701

18 リニア中央新幹線の建設促進について 地域振興部 交通対策課 鉄道第一 2388

農業経営課

元気な経済・産
業・地域をつく
る

中小企業金融課

観光コンベンション課

水産課

中小企業対策及び産業活性化策について9

交通・インフラ
体系を整備・確
立する

ＴＰＰ（環太平洋連携協定）への対応について14

10

農業農村整備事業の促進について

「平成26年度国の施策・取組に対する愛知県からの要請」担当部局一覧表

南海トラフの巨大地震対策の推進について1

建設部

地方分権改革の推進について

柱立て
担                           当

項目
番号

要　　請　　項　　目

農林水産部

全体事項

建設部

3 デフレ経済からの脱却と産業競争力の強化について

産業労働部

11 農林水産部

農林水産部地域農業振興施策の充実について

農林水産部水産業振興施策の充実について12



（参考）

部　　　局 課　　　　室 グループ 内　線
柱立て

担                           当
項目
番号

要　　請　　項　　目

19 医師確保対策について 健康福祉部 医務国保課 医療対策 3170

保険・福祉医療 3180

国保指導 3182

21 健康福祉に関する基金事業について 健康福祉部 健康福祉総務課 予算第二 3121

22 子ども・子育て支援新制度について 健康福祉部 子育て支援課 施設・管理 3209

23 児童虐待防止対策の充実について 健康福祉部 児童家庭課 要保護児童対策 3190

24 地方消費者行政に対する支援について 県民生活部 県民生活課 県民相談・調整 5002

地域振興部 土地水資源課 水資源計画 2370

河川課 業務・調整 2720

砂防課 企画防災 2747

企業庁 水道計画課 企画 5694

県民生活部 地域安全課 安全なまちづくり 2406

警察本部
警務課
総合企画室

総合企画
052-951-1611
( 内 線 2623)

県民生活部 地域安全課 交通安全 2492

建設部 道路維持課 企画調査 2694

交通総務課 企画
052-951-1611
( 内 線 5022)

交通規制課 規制実施
052-951-1611
( 内 線 5173)

就業促進課 若年者雇用対策 3435

就業促進課
技能五輪・アビリンピッ
ク推進室

技能五輪・アビリンピック 3451

29 学校教育の充実について 教育委員会 総務課 予算・経理 3816

県民生活部
学事振興課
私学振興室

助成 2472

教育委員会 総務課 予算・経理 3816

農林水産部 食育推進課 食育推進 3621

31 特別支援教育の充実について 教育委員会 特別支援教育課 振興・就学 3931

32 多文化共生社会づくりの推進について 地域振興部
国際課
多文化共生推進室

多文化共生推進 2397

33 あいちトリエンナーレ開催に対する支援について 県民生活部
文化芸術課
国際芸術祭推進室

調整 724-709

34 ＥＳＤに関するユネスコ世界会議の開催に向けた取組について 環境部
環境政策課
ＥＳＤ会議支援室

総務・調整 3093

生物多様性保全 3096

生態系ネットワーク 3065

温暖化対策 3032

自動車環境 3037

環境部 水地盤環境課 調査・計画 3044

   水産課 漁港・漁場 3793

農地計画課  企画・調査 3716

農地整備課 総合整備・団体営 3734

森林保全課
森と緑づくり推進室

森林育成 3762

下水道課 企画調査 2682

港湾課 業務・調整 2761

38
微小粒子状物質（ＰＭ２．５）及び光化学オキシダント対策の推進
について

環境部 大気環境課 調査・監視 3035

就業支援・職業能力開発等の推進について

交通安全対策の推進について

くらし・医療・
健康・福祉を守
る

25

大気環境課
地球温暖化対策室

医務国保課健康福祉部

自然環境課

建設部

環境部

産業労働部

警察本部

環境と経済が好循環する低炭素社会づくりについて

28

26 安全なまちづくりの推進について

環境首都を目指
す

農林水産部

生物多様性の保全に関する「愛知目標」の達成に向けた取組に
ついて

30 就学支援の充実について

環境部

37

建設部

水循環再生による伊勢湾・三河湾の水環境の改善について

35

教育・文化を振
興する

36

27

治水・利水対策の推進について

20 持続可能な医療保険制度について


