
予算の規模

目的別歳出の状況（一般会計）

予算総額
2兆5,722億円

教育・
スポーツ費 
5,027億円
（19.6%）

公債費
3,721億円
（14.5%）

経済労働費
2,150億円（8.4%）

建設費
2,002億円
（7.8%）

警察費
1,724億円
（6.7%）

総務企画費
809億円
（3.1%）

農林水産費
755億円
（2.9%）

諸支出金
4,943億円
（19.2%）

その他
239億円（0.9%）

福祉医療費
4,352億円
（16.9%）

◎ジブリパークを
　2022年に実現
・2022年秋の開業に向けた整備工事の
実施、展示・演示計画の検討
・愛・地球博記念公園の新たな駐車場整備
や道路渋滞緩和に向けた工事の実施

◎ステーションAi
　プロジェクトの推進
・ステーションAiの2022年度中オープン
に向けたPFI事業者の選定、整備の実施
・海外の支援機関・大学との連携による
スタートアップの育成・創出
・県内各地のサテライト支援拠点の検討

「リニア大交流圏」の
形成

・名古屋駅のスーパーターミナル化の推進
・中部国際空港の2本目滑走路の早期
実現の推進
・愛知の住みやすさをPRし、「働くなら
愛知、住むなら愛知」の流れの促進

産業首都あいち

・「ワールドロボットサミット2020」、「ロボ
カップアジアパシフィック2020あいち」の
開催（2020年10月8日～12日）
・水素エネルギー社会の実現、自動運転
やサービスロボットなどの近未来技術
の社会実装に向けた研究開発・実証
実験の支援
・企業立地を推進する工業団地の造成

文化・スポーツの振興

・「あいち朝日遺跡ミュージアム」の
オープン（2020年11月22日）
・FIA世界ラリー選手権「ラリージャパン」
（2020年11月）の開催支援
・アジア競技大会の開催準備
・国民体育大会冬季大会の開催（2021年
1月27日～31日）
・新体育館の整備に向けたPFI事業者の選定

環境首都あいちの推進

・住宅用地球温暖化対策設備や次世代
自動車の導入支援
・生物多様性条約第15回締約国会議
（COP15）における本県の取組成果の発信
・環境調査センターの体験型展示や新エネ・
省エネ設備を活用した環境学習の実施

東三河の振興

・アウトドアスポーツを中心とした東三河
スポーツツーリズムの推進
・豊橋特別支援学校の分教室「潮風
教室」の開設（2020年4月）
・東三河の特産品を使用したグルメ
キャンペーンの開催

地方分権・
行財政改革の推進

・次期「あいちビジョン」の策定（2020年秋頃）
・「SDGs推進フェア」の開催（2020年8月
21日、22日）
・PFI方式による「運転免許試験場」の
整備（新庁舎オープン2020年5月）

農林水産業の振興

・競争力向上を図る農業施設整備への
支援
・「あいち花マルシェ2020（仮称）」の
開催（2020年8月、11月）
・森林公園及び緑化センターでの民間
活力導入の推進

「人が輝くあいち」

・小中学校に法的助言を行うスクール
ロイヤーの設置

・私立高校の授業料・入学金を年収
720万円未満の世帯まで無償化
・ノーベル賞受賞者顕彰施設のオープン
（2021年3月）
・多胎児家庭などへの訪問型の寄り添い
支援の実施
・児童福祉士の増員による児童相談
センターの機能強化
・高齢者がいきいきと輝く社会の実現を
目指し、高齢者の社会参加の促進
・障害者向けのコミュニケーションアプリ
の開発、障害者の芸術文化・スポーツ
等の社会参加の促進
・「技能五輪全国大会」、「全国アビリン
ピック」の開催（2020年11月）
・就職氷河期世代を対象とした就職支援
講座や職場実習、実践的職業訓練の実施

議会費
　34億円
　（0.1％）
県民環境費
　192億円
　（0.8%）
災害復旧費
　10億円
　（0.0%）
予備費
　3億円
　（0.0%）

総 額
一般会計
特別会計
企業会計

（0 . 4 %増）

（2 . 4 %増）

（1 . 2 %増）

（18.2%減）

4兆1,822億円
2兆5,722億円
1兆3,554億円
2,546億円

1

2

3

観光あいち・魅力発信

・高級ホテルの立地を促進する補助
制度の創設
・「お城観光」、「街道観光」の推進
・三河山間地域の振興に向けた「山村
振興ビジョン」の策定

観光あいち・魅力発信5
4

安全・安心なあいち

・大規模災害時の応援人員や物資等の
受入れを担う防災拠点の検討
・「あおり運転」防止啓発活動の実施
・高齢者のペダル踏み間違い急発進等
抑制装置の購入設置の支援

8

6

あいちのグローバル展開

・ビクトリア州・江蘇省との友好提携
40周年記念事業の実施
・外国人児童生徒に対応する小中学校の教員の拡充
・あいち地域日本語教育推進センター（仮称）の設置

7

9

10

11

この内容に関するご意見・お問合せは、総務局財政課 ☎052（954）6040まで　　「県予算」に関する情報は、 検索愛知県　予算の概要

エーアイ

新型コロナウイルス感染症対策について新型コロナウイルス感染症対策について 「愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト」
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/

　県有財産（土地）の一般競争入札を
　行います

▽入札物件（実測面積、予定価格）＝新城市作手高里字カイ
ギシ29番外2筆（1,163.75㎡、919万円）

▽入札日＝4月28日㊋

▽入札会場＝県自治センター（名古屋市中区）

▽現地説明会＝4月7日㊋

▽参加申込期間＝4月6日㊊～17日㊎

▽ホームページ＝https://www.pref .aichi . jp/soshiki/
zaisan/0000024582.html

▽問合せ＝財産管理課☎052（954）6147

　「春の全国交通安全運動」を
　実施します！
春は、新入生や新社会人を始め、新しい生活をスタートされる
方が多く、不慣れな交通環境での通学や通勤による交通事
故の発生が心配されます。県民一人一人が交通ルールの
遵守と正しい交通マナーを実践し、交通事故の防止の徹底に
努めましょう。

▽期間＝4月6日㊊～15日㊌
　　　　（交通事故死ゼロを目指す日：4月10日㊎）

▽運動重点＝ ◇子どもを始めとする歩行者の安全の確保
 ◇高齢運転者等の安全運転の励行
 ◇自転車の安全利用の推進

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
kenmin-anzen/

▽問合せ＝県民安全課☎ 052（954）6177

　私立高等学校等の授業料
　軽減補助制度
県内の私立高等学校及び私立専修学校（高等課程）に通う
生徒の授業料の負担を軽減するため、一定の条件を満たす
場合に、授業料の一部を補助しています。

▽対象＝生徒と保護者がともに県内に在住し、保護者の県民
税及び市町村民税所得割合算額が、50万7 , 000円未満
（年収910万円未満程度を上限とし、所得に応じて複数の申
請区分があります。父母ともに所得がある場合は、合計金
額。）の方

▽補助額＝申請区分により異なります。

▽申請方法＝在学する学校が指定する期日までに直接、学校
へ申請書類を提出してください。

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
shigaku/0000003280.html

▽問合せ＝在学する学校又は私学振興室☎052（954）6187

　公立高等学校の就学支援金制度

県内の公立高等学校に通う生徒の授業料の負担を軽減するため、
一定の条件を満たす場合に、国から就学支援金が支給されます。

▽対象＝保護者の道府県民税及び市町村民税所得割合算
額が50万7,000円未満（年収910万円未満程度。父母ともに
所得がある場合は、合計金額。）の方

▽支給額＝年額11万8,800円（全日制の場合）

▽申請方法＝在学する学校が指定する期日までに直接、学校
へ申請書類を提出してください。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
zaimusisetsu/syuugakushienkin.html

▽問合せ＝在学する学校又は教育委員会財務施設課☎052
（954）6763

　戦没者等のご遺族の皆様へ

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金（第11回特別弔慰金）
が支給されます。

▽対象者＝戦没者等の死亡当時のご遺族お一人

▽支給内容＝額面25万円の5年償還の記名国債

▽請求期間＝2023年3月31日㊎まで

▽請求窓口＝お住まいの市区町村援護担当課

▽請求に必要な書類等＝請求書類のほか、請求される方に
応じた戸籍等。※詳細は、お住まいの市区町村援護担当課に
お問い合わせください。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/002040111.html

▽問合せ＝お住まいの市区町村援護担当課又は県地域福祉
課☎052（954）6632

　「愛知県動物愛護センター」のご案内

「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、県の動
物愛護管理行政を一層推進するため、4月1日から「愛知県
動物保護管理センター」の名称を「愛知県動物愛護セン
ター」へ変更しました。また、愛知県動物愛護センターでの犬
又は猫の譲渡を有料化しました。

▽犬又は猫の譲渡し手数料
 ●不妊又は去勢の措置を実施した犬又は猫：9,000円
 ●その他の犬又は猫：5,000円

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/doukan-c/

▽問合せ＝県動物愛護センター☎0565（58）2323

　「不正大麻・けし撲滅運動」の実施

大麻・けしに関する知識を高めていただくため、「不正大麻・

お知らせ

行催事・募集

けし撲滅運動」を実施します。
特に、「けし」には、「ヒナゲシ」など鑑賞用として楽しむものも
ありますが、一部には「アヘン」の原料となるものなど、法律に
より栽培が禁止されているものもあります。
違法な「大麻」や「けし」を撲滅するためには、できるだけ花が
咲かないうちに抜き取ることが重要です。
栽培してはいけない「大麻」や「けし」を見つけたら、医薬安全
課又は、最寄りの保健所まで連絡してください。

▽期間＝4月15日㊌～6月30日㊋

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
iyaku/husei-t-k.html

▽問合せ＝医薬安全課☎052（954）6305

　経済環境適応資金／
　サポート資金【短期】の新設
一時的に資金繰りがひっ迫している中小企業者の資金調達を支
援するため、融資期間1年以内の資金メニューを新設しました。

▽融資対象者＝一時的な資金を必要とする中小企業者（法人
については、流動比率又は当座比率が100％以下であること）

▽資金使途＝運転資金

▽融資限度額＝3,000万円

▽融資期間・利率＝1年・金融機関所定（固定）

▽信用保証料率＝年0.38％～年1.74％

▽申込先＝県融資制度取扱金融機関の県内各店舗

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/

▽問合せ＝中小企業金融課☎052（954）6333

　国道23号通行ルール
　を守りましょう
国道23号名古屋南部地域で
は、沿道環境（大気・騒音）改
善のため、道路交通法により
規制されている夜間（23時～
翌6時）に限らず、昼夜を通じ
た大型車の中央寄り走行に
ご協力をお願いします。

▽実施区間＝国道23号の名古屋市緑区大高町（名古屋南
インター交差点）から海部郡飛島村（梅之郷交差点）までの間

▽ホームページ＝https://www.cbr.mlit.go.jp/meikoku/
jigyo/enkatsu/endou/route23_rule/index.html

▽問合せ＝ 道路建設課☎052（954）6541
 地球温暖化対策課☎052（954）6217

　

　陶磁美術館企画展
　「異才 辻晉堂の陶彫」の開催

陶彫による抽象作品で国際的に活躍した彫刻家、辻晉堂（1910
～1981年）の生誕110周年を記念する企画展を開催します。

▽期間＝4月11日㊏～5月31日㊐

▽場所＝県陶磁美術館（瀬戸市）

▽開館時間＝9時30分～16時30分 ※入館は閉館の30分前まで

▽休館日＝毎週月曜日（ただし、5月4日㊊・㊗は開館、7日㊍
は休館）

▽観覧料＝一般600円（480円）、高校・大学生500円（400円）、
中学生以下無料 ※（　）内は20名以上の団体料金

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/touji/

▽問合せ＝県陶磁美術館総務課☎0561（84）7474

　県営住宅の入居者募集（先着順）

▽内容＝一般向・福祉向（母子、高齢者、心身障害者、子育
て、新婚等の世帯）・近居向（高齢者の親世帯と子世帯の距
離が概ね2キロメートル以内になるよう、どちらか一方又は両方
の世帯の方が入居を希望）の入居希望者を対象に、先着順
募集を行っています。

▽募集住宅＝味鋺東住宅（名古屋市北区）始め170団地

▽案内書の配布＝県民相談・情報センター、各県民相談室、
各県民事務所等の広報コーナー、県営住宅管理室、市区町
村役場（名古屋市は区役所）、住まいの窓口（栄地下街南通
路）、県住宅供給公社各住宅管理事務所など

▽持参受付期間＝7月31日㊎まで（募集戸数に達した場合、
受付を終了することがあります）

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
jutakukanri/2senchakujun1.html

▽問合せ＝県住宅供給公社賃貸住宅課☎052（954）1362

　

　愛知県職員（看護師、助産師、医療技術者）
　採用選考

▽試験日＝①【看護師】、②【助産師】：5月16日㊏･17日㊐のい
ずれか1日（1日で面接選考及び適性検査を実施）、③【医療
技術者】：今後、ホームページでお知らせします。

▽募集人員＝①がんセンター（約45名）、精神医療センター
（約5名）、あいち小児保健医療総合センター（約25名）、医療療
育総合センター（約20名）、看護専門学校（約5名）、②あいち
小児保健医療総合センター（約5名）、③今後、ホームページで
お知らせします。

▽募集案内・申込書の配布＝病院事業庁管理課、各県立病院
等で配布しています。詳細はホームページでご確認ください。

▽受付期間＝4月24日㊎まで（消印有効）

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/byoin/

▽問合せ＝病院事業庁管理課☎052（954）6314

試験

国道23号（名古屋南部地域）では、
大型車は中央寄り走行

をお願いします。

つじ　しん どう

次の症状がある方は、「帰国者・接触者相談センター」（県内の保健所等）にご相談ください。次の症状がある方は、「帰国者・接触者相談センター」（県内の保健所等）にご相談ください。
 ●風邪の症状や37.5℃以上の発熱が４日以上続いている。（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます）
 ●強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。
※高齢者や基礎疾患等のある方は、これらの状況が２日程度続く場合
センターでの相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合は、「帰国者・接触者外来」を案内しています。
マスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて受診してください。

感染症対策の基本は、「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」です感染症対策の基本は、「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」です

一人ひとりに合わせた新型コロナ対策をLINEでサポートします一人ひとりに合わせた新型コロナ対策をLINEでサポートします 新型コロナウイルスに便乗した悪質商法が発生しています！新型コロナウイルスに便乗した悪質商法が発生しています！

中小・小規模企業向けに支援を実施しています中小・小規模企業向けに支援を実施しています
①中小企業総合相談窓口
本県では、中小・小規模企業対策に関する相談等に総合的に対応するため、県機関（産業政策課、中小企業金融課など）、
（公財）あいち産業振興機構、県信用保証協会、県中小企業団体中央会、各商工会議所・商工会に総合相談窓口を設置して
おり、新型コロナウイルスに関連した経営相談にも無料で応じていますので、ご活用ください。

　　 手洗いについて

咳エチケットに
ついて

ドアノブや電車のつり革など様々なものに触れることにより、自分の手にウイルスが
付着している可能性があります。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などこまめ
に手を洗いましょう。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyo-seisaku/coronavirus20200203.html

▽問合せ＝中小企業金融課☎052（954）6333▽問合せ＝健康対策課☎052（954）6272

県民の皆様からの問合せに対し、適切な相談先等を素早く案内するため、愛知県のLINE公式アカウント
「愛知県-新型コロナ対策パーソナルサポート」を開設しました。
ご自身の体調や年齢、持病などの情報を入力すると、その方に合った情報を提供します。
例えば、「帰国者・接触者相談センター」への連絡の必要性やお住まいの地域に応じた相談窓口の
情報、ご自身に必要な対策、新型コロナウイルスに関する最新情報などを提供します。

愛知県及び市町村の消費生活相談窓口には、新型コロナウイルスに関連した相談が、多数寄せ
られています。
その中には、「マスクを発送する」という新たな架空請求の手口と思われる相談も寄せられています。
心当たりのない送信元からの怪しいメールやSMSは無視をし、反応しないようにしましょう。
契約トラブルに遭ったり、不審や疑問に思った場合は、「消費者ホットライン188（県又はお住まいの
市町村の消費生活相談窓口につながります）」に早めに相談しましょう。

▼登録はこちら

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/line-1.html

▽問合せ＝情報政策課☎052（954）6114

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/information/clio.html

▽問合せ＝県民生活課☎052（954）6165

LINE公式アカウントの利用方法LINE公式アカウントの利用方法

②中小企業者への金融支援
新型コロナウイルスに関連した肺炎の感染拡大により間接的・直接的に影響を受けている中小企業者を対象に、金融面
での支援を強化するため、資金の創設や貸付に係る条件緩和を実施しています。詳細は、ホームページをご覧ください。

●労働相談コーナー（主に労働に関する相談）

　 　 ▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/shingatakorona.html

　 　 ▽問合せ＝労働福祉課☎052（589）1405 

●中小・小規模企業総合相談窓口（主に経営や資金繰り支援など）

　 　 ▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyo-seisaku/0000049897.html

　 　 ▽問合せ＝産業政策課☎052（954）6330

くしゃみや咳が出るときは、飛沫にウイルスを含んでいるかもしれません。
次のような咳エチケットを心がけましょう。
●マスクを着用します。 ●マスクを持っていない場合は、ティッシュ・ハンカチなどで鼻と口を
覆います。 ●とっさの時は袖や腕の内側で覆います。 ●周囲の人からなるべく離れます。

県のLINE公式アカウントを「友だち追加」して、利用できます。

春の安全なまちづくり県民運動実施中！「犯罪にあわない」「犯罪を起こさせない」「犯罪を見逃さない」　～４月１０日まで～

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
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愛知県広報広聴課 052（954）6170 〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号

東　海 【村上佳菜子の週刊愛ちっち】… 毎週木曜日 ＜21：54～22：00＞
名古屋 【まるまる◎あいち】 ……… 毎週木曜日 ＜18：56～19：00＞
  再 放 送 ……… 毎週土曜日 ＜  5：15～  5：17＞
  再々放送 ……… 毎週木曜日 ＜  1：54～  1：56＞

ＣＢＣ 【あいち県政リポート】 毎月第2･第４土曜日 ＜11：32～11：36＞
東　海 【こんにちは愛知県です】 毎月第1･第3木曜日 ＜10：35～10：38＞
ＦＭ AICHI 【ＡＩＣＨＩ ＳＡＴＵＲＤＡＹ ＴＯＰＩＣＳ】 毎月第1･第3土曜日 ＜  7：30～  7：33＞
ＺＩＰ－ＦＭ 【ＡＩＣＨＩ ＳＵＮＤＡＹ ＴＩＰＳ】 毎月第1･第3日曜日 ＜  7：23～  7：26＞

県のテレビ番組（4月）  県のラジオ番組（4月）

※テレビ番組･ラジオ番組の放送日時は、番組編成により変更になることがあります。

・ホームページ　 https://www.pref.aichi.jp/ ・インターネット情報局　https://www.doga.pref.aichi.jp/
・広報広聴課 Facebook　https://www.facebook.com/aichikoho

な  や  み  い お うな  や  み  い お う
～一人じゃないよ。悩んでいたら相談を～　「子どもＳＯＳ ほっとライン２４」　☎0120－0－78310

愛知のさらなる飛躍につなげていく、「愛知新起動」の年がスタートします！
　私は、「日本一元気な愛知」、「すべての人が輝く愛知」、県民
の皆様すべてが豊かさを実感できる「日本一住みやすい愛知」
を実現するため、全力で取り組んでまいりました。
　今年度の予算は、愛知県が東京一極集中にストップをかけ、
日本の成長エンジンとして、我が国の発展を力強くリードしていく
ため、愛知をさらに飛躍・前進させる予算といたしました。

　愛知から国内外・世界に向けて発信するプロジェクトを着実に
進め、成功させることで、愛知の更なる飛躍につなげていく、
「愛知新起動」の年としてまいります。


