
　ドリームジャンボ宝くじ
　（ラグビーワールドカップ2019協賛くじ）発売中!
ドリームジャンボ宝くじは、全国都道府県と20政令指定都市が共同
で発売する宝くじで、収益金は自治体の収入になります。この収
益金の一部は、9月20日㊎から11月2日㊏の期間に豊田スタジアム
始め全国12会場で開催される「ラグビーワールドカップ2019TM」
のための資金に充てられます。

▽発売期間＝4月26日㊎まで

▽価格＝1枚300円

▽賞金＝1等・前後賞合わせて5億円

▽抽せん日＝5月10日㊎

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/life/6/41/127/

▽問合せ＝財務資金室☎052（954）6045

　私立高等学校等の授業料軽減補助の
　お知らせ
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、保護者の納める
道府県民税及び市町村民税所得割額合計額が50万7,000円未
満（年収910万円未満程度で、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＝在学する学校を通じてお申し込みください。

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

▽問合せ＝在学する学校又は私学振興室☎052（954）6187

　公立高校の就学支援金制度の
　お知らせ
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＝保護者の納める道府県民税及び市町村民税所得割額
合計額が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＝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/0000032316.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

　「子どもが輝く未来基金」への
　寄附金募集
子どもの貧困対策を推進するため、「子どもが輝く未来基金」を
創設しました。
すべての子どもたちが、輝く未来に向けて、夢と希望を持って成長で
きるよう、社会みんなで子どもたちを支えていきましょう。
皆様からのご寄附は、児童養護施設入所児童等の自立支援や、
子ども食堂への支援を行うために活用させていただきます。

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

▽問合せ＝地域福祉課☎052（954）6627

　4月～6月は「狂犬病予防注射月間」です

犬の飼い主には、狂犬病予防法により、原則4月1日から6月30日ま
での間に毎年一回、飼い犬への狂犬病予防接種が義務付けら
れています。今年の接種が済んでいない飼い主の方は、6月30日
までに受けさせるようにしましょう。
狂犬病は、犬だけでなく人を含む全ての哺乳類が感染する病気
で、現在、日本では発生していませんが、世界中で流行していま
す。感染し、発症すると治療方法は無く、ほぼ100%助かりません。
国内に広がるのを防ぐためには狂犬病予防注射を徹底する必要
があります。
また、飼い犬を市町村に登録すること、鑑札と狂犬病予防注射済
票を飼い犬に付けることも飼い主の義務です。
飼い主はルールを守って飼いましょう。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/eisei/
0000067708.html

▽問合せ＝生活衛生課☎052（954）6298

　「小規模企業等振興資金【小口資金】」
　の融資期間を拡充しました

▽融資対象者＝従業員が20人（商業・サービス業は5人、ただし、
宿泊業及び娯楽業は20人）以下の会社、個人、企業組合、医療
法人等

▽資金使途＝設備資金、運転資金

▽融資限度額＝2,000万円（申込額を含め信用保証協会保証付
き融資残高が2,000万円以内であること）

▽融資期間及び利率＝3年:年1.1％、5年:年1.2％、7年:年1.3％、
10年（設備のみ）:年1.4％（拡充）

▽信用保証料率＝年0.46％～年1.83％

▽申込先＝県融資制度取扱金融機関の県内各店舗、市町村の
商工担当課

▽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

お知らせ 行催事・募集

試験

すべての人が輝く日本一元気な愛知をつくるため、県政のあらゆる分野にわたる政策課題に迅速・着実に取り組む
ことができる簡素で分かりやすい体制へ県庁組織を再編し、４月から新体制がスタートします。

※再編に伴い一部の事務室の配置を変更します。4月から5月にかけて移動作業を順次進めてまいります。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/somubu-somu/h31soshikisaihen.html

▽問合せ＝総務課☎052（954）6026

■これまでの「部」と「局」の関係を整理し、１７の「局」で構成する「局制」を導入。
■スポーツに関する業務を所管する「スポーツ局」を新設。
■政策課題により一層迅速かつ効率的に対応するため、関連性の強い業務を集約するなど、局の所管業務の見通しを実施。

県庁組織の新体制がスタートします！県庁組織の新体制がスタートします！

「あいちトリエンナーレ2019」特別先行前売券発売中！「あいちトリエンナーレ2019」特別先行前売券発売中！
8月1日㊍に開幕する「あいちトリエンナーレ2019」国際現代美術展の特別先行前売券を、4月30日㊋・㊡まで限定
販売しています。会期中の販売価格と比べて、大変お得になっています。ぜひ、お買い求めください。

政策企画局 総務局 人事局 防災安全局 県民文化局
福祉局 保健医療局 経済産業局 労働局
農業水産局 農林基盤局 建設局 都市整備局 建築局

観光コンベンション局
スポーツ局

環境局
新体制の
知事部局

◇芸術監督＝津田大介（ジャーナリスト／メディア・アクティビスト）

◇会　　期＝8月1日㊍～10月14日㊊・㊗

◇主な会場＝愛知芸術文化センター、名古屋市美術館、名古屋市内の
まちなか（四間道・円頓寺）、豊田市（豊田市美術館及び
豊田市駅周辺）

◇販売場所＝あいちトリエンナーレ公式ホームページ、愛知県美術館等

◇問 合 せ＝あいちトリエンナーレ入場券管理センター
 ☎052（307）6650（平日10時～18時、会期中は無休）

※中学生以下無料。 ※1DAYパスは、当日に限り、各会場を何回でもご覧いただけます。 ※フリーパスは、会期中、各会場を何回でもご覧
いただけます（オリジナル手ぬぐい付き）。 ※差額分をいただくことで、「1DAYパス」から「フリーパス」へのアップグレードが可能です。 
※豊田市美術館で同時期に開催される「クリムト展」とのセット券を４月20日㊏から販売します （本セット券ではアップグレードできません）。
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大学生以上
（4月20日～7月31日）
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（豊田会場限定）

国際現代美術展 特別先行前売券
（4月1日～30日）

前売券
（5月1日～7月31日）

会期中販売券
（8月1日～10月14日）

でら得先割

きょうは、愛知県議会議員
一般選挙の投票日です。

イッピョウくん

■投票時間は、午前７時から午後８時までです。

■お子さま連れでも投票所に入場できます。　

■点字投票・代理投票もできます。　

▽ホームページ＝http://aichitriennale.jp  ▽問合せ＝あいちトリエンナーレ実行委員会事務局☎052（971）6111

ボランティアの
二次募集を
行っています！

ボランティアの
二次募集を
行っています！

※その他ご不明の点がありましたら、お住まいの市区町村の選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

県政に みんなで参加 その一票県政に みんなで参加 その一票 ▽問合せ＝県選挙管理委員会事務局☎０５２（９５４）６０６９

離島・山間地等の一部投票所では異なる場合があります。

18歳未満のお子様がいる方や付添いが必要な方も、お子さまや付添人と
一緒に投票所に入ることができます。

目の不自由な方は、点字で投票することができます。
また、病気やけがなどで字を書くことができない方は、代理投票ができます。
詳しくは、投票所の係員にお申し出ください。

　農地を貸したい方、借りたい方は、「愛知県
　農地中間管理機構」にご相談ください
「農業をリタイアするが、大事な農地を誰かに預けたい」、「農地を
相続したが農業をしない」など農地の維持管理にお困りの時や、
「農地を増やして農業経営の規模拡大をしたい」、「農業を始め
たいので農地を借りたい」など農地をお探しの時は、ぜひ県農地
中間管理機構にご相談ください。公的な機関として農地の貸し借
りを仲介します。
詳細は、県農地中間管理機構、農地のある市町村の農業担当課
又はJAの営農担当者までお問い合わせください。

▽相談窓口＝県農地中間管理機構（（公財）県農業振興基金）
☎052（951）3288、FAX 052（972）6231）

▽ホームページ＝http://www.aichinoshinki.or.jp/nochi/index.php

▽問合せ＝農業振興課☎052（954）6404

　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＝http://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

　中部国際空港・県営名古屋空港へは
　公共交通機関をご利用ください
ゴールデンウィークは、大変多くのお客様が空港をご利用になる
ため、駐車場が満車になることが予想されます。
特に、中部国際空港は新ターミナル新築工事により、駐車場が大
幅に減少しています。
中部国際空港へは鉄道及びバスが、県営名古屋空港へはバスが便
利です。各空港にお越しの際は、公共交通機関をご利用ください。
【中部国際空港】

▽ホームページ＝https://www.centrair.jp/access/parking/

▽問合せ＝駐車場管理事務所☎0569（38）7830（24時間）
【県営名古屋空港】

▽ホームページ＝http://www.nagoya-airport-bldg.co.jp/

▽問合せ＝空港管理事務所☎0568（29）1600（7時～22時）

　「多文化共生日本語スピーチコンテスト」
　の参加者募集
外国人児童生徒等が自分の思いや考えを日本語で伝えようとす
る意識の高揚を図るため、「外国人児童生徒等による多文化共生
日本語スピーチコンテスト」の参加者を募集しています。

▽応募資格＝県内に在学又は在住する、母語が日本語以外の
小学4年生～中学3年生（相当年齢を含む）

▽スピーチテーマ＝テーマは自由（例：「将来の夢」など）

▽募集期間＝6月21日㊎まで（必着）

▽コンテスト本選＝8月24日㊏午後に愛知県図書館（名古屋市
中区）にて開催。「小学生の部」と「中学生の部」合わせて15名
程度により行います。 

▽参加無料

▽申込方法等＝詳細はホームページでご確認ください。

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

▽問合せ＝多文化共生推進室☎052（954）6138

　「もりの学舎ようちえん」の
　参加者募集
モリコロパーク内の環境学習施設「もりの学舎（まなびや）」では、
四季を通じて親子で楽しく自然にふれ合う「もりの学舎ようちえん」
の参加者を募集しています。

▽対象＝4月1日現在4、5歳の子どもと保護者

▽実施回数＝年6回 ▽参加無料（ただし、交通費・昼食代は自己負担）

▽定員＝30組（抽選）

▽申込方法＝4月12日㊎までに、所定の申込用紙（ホームページ
から入手可）に必要事項を記入の上、持参、郵送、FAX又は
Eメールのいずれかで、もりの学舎（〒480-1342 長久手市茨ケ廻
間乙1533-1、FAX0561（61）2328、Eメールinfo@morideaso .
boo.jp）へお申し込みください。

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
kankyokatsudo/h31moriyou.html

▽問合せ＝もりの学舎☎0561（61）2315

　あいち技の伝承士派遣先の募集

あいち技の伝承士（熟練技能者）によるオーダーメイド型の技能
指導を希望する中小企業や工業高校等を募集しています。

▽指導対象＝概ね40歳代までの中小企業の従業員（外国人技
能実習生を含む）、工業高校・専門学校等の生徒

▽派遣日数＝中小企業5日以内、工業高校等10日以内
▽派遣無料（先着順・材料費等については自己負担）

▽申込方法＝所定の申込用紙（ホームページから入手可）に必
要事項を記入の上、お申し込みください。詳細はホームページで
ご確認ください。

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

▽問合せ＝産業人材育成課☎052（954）6375

　「あいち花の交流ひろば」の開催

あいちの花をPRする「花と緑のイベント」として、「あいち花の交流
ひろば」を「第4回フラリエみらい花フェスタ」の会場で開催します。

▽日時＝4月11日㊍～14日㊐ 9時～17時 

▽場所＝久屋大通庭園フラリエ（名古屋市中区）

▽内容＝①県産木材と花きを使った「第70回全国植樹祭あいち
2019PR装飾」の展示、②県内の生産者自慢の花が競う「あいち
フラワーコンテスト」、③花の体験講座、④優雅で気品のある新品
種「かがり弁ぎく」展示など ▽入園無料

▽問合せ＝あいち花の交流ひろば実行委員会（園芸農産課内）
☎052（954）6419

　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。詳細はホームページでご確認ください。

▽募集住宅＝味鋺東住宅（名古屋市北区）始め157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
民センター広報コーナー、新城設楽振興事務所広報コーナー、
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＝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/31senchakujun1.html

▽問合せ＝県住宅供給公社賃貸住宅課☎052（954）1362

　愛知県公立学校教員採用選考試験
　日程のお知らせ

▽試験日＝第一次試験：7月20日㊏、第二次試験：8月20日㊋・
21日㊌

▽受験案内の配布＝4月25日㊍以降、教職員課のホームページ
からダウンロード可能（願書受付は5月15日㊌まで（消印有効））

▽説明会＝①江南市民文化会館（4月27日㊏）
 ②パティオ池鯉鮒（知立市文化会館）（4月29日㊊・㊗）
 ③蒲郡市民会館（5月3日㊎・㊗）
 ※いずれも14時30分から

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

▽問合せ＝教育委員会教職員課☎052（954）6769・6770

▽受付時間＝8時45分～17時30分 ※土日祝日除く
 ●豚コレラの防疫対策について

▽問合せ＝畜産課☎052（954）6425
 ●食品の安全について

▽問合せ＝生活衛生課☎052（954）6297

豚コレラは人に感染しません。豚肉は安全です。
豚コレラは、豚・いのししの病気で、人には感染しません。
また、豚は、全頭、都道府県等のと畜検査員が検査しており、
合格したものだけが市場に流通します。仮に豚コレラに
かかった豚の肉を食べても人体に影響はありません。
ご安心ください。
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▽活動期間＝7月31日㊌～10月14日㊊・㊗（内覧会含む） ▽活動内容＝会場運営、ガイドツアー　

▽募集期間＝5月27日㊊まで ▽募集予定人数＝300人（先着順） ※申込方法等詳細はホームページでご確認ください。

▽問合せ＝あいちトリエンナーレ2019ボランティア事務局☎052（950）3580

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。

2019 6月2日
 「第70回全国

植樹祭」

11月15日～18日
「技能五輪全国

大会」11月15日～17日
「全国アビリン

ピック」

11月22日・23日
G20外務大臣会

合

9月20日～11月2日
「ラグビーワー

ルドカップ201
9」

8月30日
愛知県国際展示

場「Aichi Sky
 Expo」

8月1日～10月14日
 「あいちトリエン

ナーレ2019」

2022 ジブリパーク開業

2027 リニア開業
2026 アジア競技大会

愛知・名古屋

輝く未来へ！ 愛知は
着実に進化してい

ます。

9 環境首都あいちの推進
・ＥＶ、ＰＨＶ、ＦＣＶを対象とした本県独自の
 自動車税の課税免除措置を２年間延長
・ＳＤＧｓの取組の一環として生物多様性保全の取組の推進
・ニホンジカとイノシシの鳥獣管理対策を強化

東三河の振興10
・東三河の魅力発信、移住定住促進のための起業支援
・「新城有教館高校」の整備（４月開校）、
 東三河の４高校における教育プロジェクトの推進

11地方分権・行財政改革の推進
・次期「あいちビジョン」の策定に向けた検討、
 次期「人口ビジョン・まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定
・しなやか県庁創造プランに基づく県有施設の長寿命化の推進
・ＰＦＩ方式による「環境調査センター・衛生研究所」、
 「運転免許試験場」及び「県営住宅」の整備 

1「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
・道路ネットワークの充実、中部国際空港の
 二本目滑走路の早期実現の推進 
・愛知の住みやすさのＰＲ、
 首都圏からの移住・就業の促進

産業首都あいち2
・愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」の開業（8月30日）、
 官民連携による新たな展示会需要の創造
・海外支援機関と連携したスタートアップ企業の支援
・近未来技術である自動運転、サービスロボット、
 介護・リハビリ支援ロボット、ドローンの実証実験の実施

農林水産業の振興3
・生産力向上を図る農業施設の整備の支援
・名古屋コーチンの生産体制強化に向けた種鶏場の移転整備（2022年 開場予定）
・「第70回全国植樹祭」の開催（６月２日 愛知県森林公園）

愛・地球博記念公園に
「ジブリパーク」をつくるため、
ジブリの世界を再現した施設の実施設計
及び旧温水プール設備撤去工事の実施

◎ジブリパークを
　2022年に実現

4「人が輝くあいち」
・ノーベル賞受賞者顕彰施設の整備
 （2020年度 オープン予定）
・県立学校施設の長寿命化工事及び
 トイレの洋式化・乾式化
・「子どもが輝く未来基金」の創設による
 子ども食堂や子ども学習支援の充実 
・認定こども園、幼稚園、保育所等の幼児教育・保育の無償化 
・「あいちオレンジタウン構想」に基づく認知症対策の推進
・骨髄移植を推進する補助制度の創設
・「愛知・つながりプラン2023」に基づく特別支援教育の充実
・障害者の就業を促進するサポートデスクの開設
・2019年度、2020年度に技能五輪全国大会・
 全国アビリンピックの連続開催、
 2023年技能五輪国際大会の招致

観光あいち・魅力発信5
・ＪＲグループ等と連携した愛知デスティネーション
 キャンペーン（アフターキャンペーン）の展開
・外国人旅行者の受入環境の整備
・G20外務大臣会合の開催支援、
 愛知・名古屋の多彩な魅力の発信

6 文化・スポーツの振興
・「あいちトリエンナーレ2019」の開催（８月～10月）
・県立芸術大学メディア映像専攻の新設に向けた校舎整備
・新体育館のＰＦＩ方式による整備に向けた準備
・「ラグビーワールドカップ2019」の開催（９月～11月）
・2026年「第20回アジア競技大会」の開催準備

7 あいちのグローバル展開
・2020年ドバイ国際博覧会への出展計画の策定 
・外国人留学生の県内企業への就職の促進
・外国人材の受入れ・共生環境の整備、
 外国人県民に対する地域への早期適応の推進、
 外国人児童生徒の日本語教育の充実

8 安全・安心なあいち
・ゼロメートル地帯での
 広域的防災活動拠点の整備
・危険な民間ブロック塀の除却費用等に対する
 補助制度の創設
・性犯罪・性暴力被害者の支援体制の強化

予算の規模

目的別歳出の状況（一般会計）

予算総額
2兆5,125億円

教育費 
4,875億円
     （19.4％）

産業労働費
2,109億円
（8.4％）

建設費
2,024億円
（8.1％）

警察費
1,798億円
（7.2％）

農林水産費
764億円
（3.0％）

総務費
745億円
（3.0％）

諸支出金
4,104億円（16.3％）

その他
757億円（3.0％）

議会費
 33億円（0.1％）
振興費
504億円（2.0％）
県民文化費
138億円（0.6％）
環境費
69億円（0.3％）

災害復旧費
10億円（0.0％）

予備費
3億円（0.0％）

公債費
3,750億円
（14.9％）

健康福祉費 
4,199億円
（16.7％）

総 　 　 額 4兆1,638億円　（4.2％増）

一 般 会 計
特 別 会 計
企 業 会 計

2兆5,125億円　（0.7％増）
1兆3,399億円　（0.6％増）
3,114億円（84.7％増）

この内容に関するご意見・お問合せは、総務局財務部財政課 ☎052（954）6042（ダイヤルイン）まで　 「県予算」に関する情報は、 検索愛知県　予算の概要

「進化する愛知
」を創る、

平成31年度予
算がスタートしま

す。「進化する愛知
」を創る、

平成31年度予
算がスタートしま

す。

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1053

愛知県広報広聴課 052（954）6169（ダイヤルイン）〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号

東　海 【SKE48のあいちテル！】 ……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＞

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 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　http://www.doga.pref.aichi.jp/
・広報広聴課 Facebook　https://www.facebook.com/aichikoho

クルマと公共交通、自転車、徒歩などをかしこく使い分ける「エコ モビリティ ライフ」をはじめよう！ ～一人で悩まないで相談しましょう！～  『子どもSOS  ほっとライン24』　☎0120－0－78310
な  や  み  い お うな  や  み  い お うな  や  み  い お うな  や  み  い お う

　私は、「日本一元気な愛知をつくる」という決意のもと、全力で
県政運営に取り組んでいます。
　今年度の予算は、「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と多様な文化、スポーツ、歴史を享受できる
「日本一住みやすい愛知」の実現を目指す予算といたしました。

　継続は力です。愛知の経済・産業を強化し、雇用をつくり、地域
を元気にする。そして、すべての人が活躍し、人が輝く愛知を
つくっていくというこれまでのいい流れ、好循環を着実に前進
させ、未来に輝く「進化する愛知」を創ってまいります。

未来へ輝く「進化する愛知」を創ります！


