
しなやか県庁

　めざせ！地域のヒーロー消防団
　1月20日は「あいち消防団の日」
「消防団」は、地域住民で構成される消防機関です。地域の
実情に精通し、組織力と機動力を持ち、大規模災害時に現場
に駆けつけることができることから、地域住民の大きな支えで
あるとともに、地域の防災になくてはならない存在です。
地域の安全安心を守るヒーロー「消防団」への加入促進を図
るため、「あいち消防団の日」に合わせ、県内各地でPR活動
を実施し、消防団の魅力や重要性を発信します。

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/bousai/
shobodan/index.html

▽問合せ＝消防保安課☎052（954）6195

　「2020年農林業センサス」の実施

農林業の実態を明らかにし、農林業施策の企画・立案・推進
に役立てるため、2020年農林業センサスを実施します。
調査対象者には、知事が任命した統計調査員が調査票を配
布します。
回答は、調査員による回収又はインターネットによる回答のい
ずれかからお選びいただけます。
調査の趣旨をご理解いただき、調査へのご協力をお願いし
ます。

▽調査時点＝2月1日現在
▽調査対象＝農林業を営んでいるすべての農家や林家、法人

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
toukei/0000078459.html

▽問合せ＝統計課☎052（954）6102

　「東海三県一市グリーン購入
　キャンペーン」の実施
東海三県一市グリーン購入キャンペーン実行委員会では、
地球にやさしいお買い物「グリーン購入」を呼びかけるキャン
ペーンを実施します。
期間中にキャンペーン参加店舗で詰め替え商品等の対象商
品を購入し、アンケートに答えると、抽選で合計200名様に素
敵なエコ商品が当たります。
また、1月25日㊏・26日㊐には、一宮市のテラスウォーク一宮で
啓発イベントを開催します。
この機会に「グリーン購入」について考えてみませんか？

▽期間＝1月10日㊎～2月9日㊐　

▽参加店舗・応募方法＝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/
kankyokatsudo/2019greenkounyuucampaign.html

▽問合せ＝環境活動推進課☎052（954）6241

　平成30年度決算の概要

平成30年度決算が令和元年12月定例県議会で認定されまし
た。詳細は、県民相談・情報センター（県自治センター2階）で
決算書などを閲覧いただけます。また、概要は県公報〔URL：
http://www5.pref.aichi .jp/kofu/〕（令和元年12月10日
発行第63別冊1号）でご覧いただけます。
●一般会計

●特別会計（12会計）

▷ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
kaikei/0000045387.html
▷問合せ＝会計課☎052（954）6650

　

　「国家戦略特区セミナー」の開催

成長産業・先端技術の中枢拠点の形成を促進する国家戦略
特区制度と県の取組に関するセミナーを開催します。

▽日時＝2月4日㊋ 13時30分～16時

▽場所＝名進研名駅校 名進研ホール（名古屋市西区）

▽内容＝①基調講演（講師：慶應義塾大学大学院教授、国家
戦略特区ワーキンググループ委員 岸博幸氏）、②国家戦略特
区を活用している事業者等による事例報告 など

▽参加無料 ▽定員＝150名（事前申込制・先着順）

▽申込方法＝1月24日㊎まで（必着）に、セミナー名（国家戦略
特区セミナー）、団体名、所属、氏名、住所、電話番号を記入
の上、はがき、FAX又はEメールで、（株）インターグループ
（〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-38-2 オーキッドビル
8階、FAX052（581）5585、Eメールconvent ion -ngo@
intergroup.co.jp）へお申し込みください。

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
kikaku/kokkatokku-seminar-2020.html

▽問合せ＝企画課☎052（954）6091

　「中京大都市圏づくりセミナー」
　の開催
国内外から人、モノ、カネ、情報を呼び込む中京大都市圏づ
くりについて考えるセミナーを開催します。

▽日時＝2月6日㊍ 13時45分～16時10分
▽場所＝名古屋国際センター 別棟ホール（名古屋市中村区）

▽内容＝講演（①講師：「未来の年表」著者 河合雅司氏、

②講師：（特非）大ナゴヤ大学学長 山田卓哉氏）など

▽参加無料 ▽定員＝180名（事前申込制・先着順）

▽申込方法＝1月29日㊌までに、ホームページの申込フォーム
からお申し込みいただくか、住所、氏名（ふりがな）、電話番
号、「中京大都市圏づくりセミナー参加希望」を記入の上、
FAX（052（971）4723）で、企画課へお申し込みください。

▽ホームページ＝https:// www.pref .a ichi . jp/kikaku/
chukyodaitosiken/advance/index.html

▽問合せ＝企画課☎052（954）6472

　「あいち人権講演会 in 名古屋」
　の開催
人権の大切さについて考える機会としていただくため、講演
会を開催します。

▽日時＝1月28日㊋ 13時～16時40分

▽場所＝伏見ライフプラザ 鯱城ホール（名古屋市中区）

▽内容＝①講演（「『言葉の責任 ネットの被害者 加害者になら
ないために』～命の大切さ、人生の大切さ、あきらめない心～」
講師：タレント・芸人 スマイリーキクチ氏）、②映画上映（「あん」）
※①は要約筆記有、②は日本語字幕及び日本語音声ガイド付

▽参加無料 ▽定員＝750名（事前申込不要・先着順）

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

▽問合せ＝人権推進課☎052（954）6167

　「海ごみ減らそうプロジェクト・ごみ
　ゼロ社会推進あいち県民大会」の開催
海ごみの問題や3R（リデュース、リユース、リサイクル）の取組
を知っていただくため、イベントを開催します。

▽日時＝1月25日㊏ ①9時～10時、②11時～16時

▽場所＝①名鉄木曽川堤駅北側河川敷（一宮市）、②イオン
モール木曽川（一宮市）

▽内容＝①鈴木福氏・名古屋CLEAR’Sと河川周辺の清掃
活動、②ステージイベント（名古屋CLEAR’SやRe☆Staによる
ミニライブ、鈴木福氏やいとうまい子氏によるトークショーなど）など

▽参加無料（事前申込不要）

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
junkan/r1umigomi-kenmin.html

▽問合せ＝資源循環推進課☎052（954）6234

　「あいちシルバーカレッジ」の学生募集

シニア世代の生きがいと健康づくりを応援するため、「あいち
シルバーカレッジ」を開講します。

▽場所＝名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、東海市

▽対象＝県内在住の60歳以上（1960年4月1日以前生まれ）
の方（過去の在籍者は除く。）

▽定員＝計630名（定員を超えた場合は抽選）

▽費用＝入学金・授業料計23,300円／年（予定）

▽申込方法＝2月5日㊌（消印有効）までに、県民相談・情報セ
ンター、市区町村役場、社会福祉協議会等で配布する募集
案内添付の申込書によりお申し込みください。

▽ホームページ＝https://aichoju.ec-net.jp/

▽問合せ＝県社会福祉協議会福祉生きがいセンター☎052
（212）5521

　「市民後見セミナー」の開催

成年後見制度や市民後見について理解を深めていただく
ため、セミナーを開催します。

▽日時＝3月3日㊋ 13時～16時10分

▽場所＝名古屋能楽堂（名古屋市中区）

▽内容＝①市民後見人としても活動する漫才師の講演、②弁
護士による制度説明、③パネルトーク

▽参加無料 ▽定員＝300名（事前申込制・先着順）

▽申込方法＝2月25日㊋までに、ホームページの申込フォーム
からお申し込みいただくか、氏名、電話番号、居住市町村、障害
について必要な配慮（ある方のみ）を記入の上、電話、FAX
又はEメールのいずれかで、問合せ先までお申し込みください。

▽ホームページ＝https://owarihokubu-kenriyougo.net/

▽問合せ＝（特非）尾張北部権利擁護支援センター☎0568
（74）5888、FAX0568（74）5855、Eメールmail@owarihokubu
-kenriyougo.net

　「若者職場定着支援シンポジウム」
　の開催
若者が定着する魅力ある職場づくりについて、企業の取組か
らヒントを得ていただけるシンポジウムを開催します。

▽日時＝2月28日㊎ 14時～17時

▽場所＝県産業労働センター（ウインクあいち） 1001会議室
（名古屋市中村区）

▽内容＝①基調講演（「これからの若者が定着する魅力ある
職場づくり」、②企業取組事例発表及びパネルディスカッション

▽参加無料 ▽定員＝120名（事前申込制・先着順）

▽申込方法＝2月21日㊎までに、ホームページの申込フォーム
からお申し込みいただくか、チラシ（ホームページから入手可）
裏面の申込欄に必要事項を記入の上、FAX（0565（29）3602）
で、（特非）働く人の笑顔創り研究所へお申し込みください。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
rodofukushi/2019wakamono3.html

▽問合せ＝労働福祉課☎052（954）6899

　「あいち働き方改革推進サミット」
　の開催
「長時間労働の是正」をキーワードに、限られた時間の中で成
果を出すなど、生産性を向上させ、従業員の働き方改革を推
進する方法について考える「あいち働き方改革推進サミット」
を開催します。

▽日時＝2月18日㊋ 13時30分～16時30分

▽場所＝今池ガスビル 今池ガスホール（名古屋市千種区）

▽内容＝①愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰式、②基
調講演（「経営戦略としてのワーク・ライフ・バランス」講師：
佐々木常夫氏）、③パネルディスカッション

▽参加無料 ▽定員＝200名（事前申込制・先着順）

▽申込方法＝2月4日㊋までに、チラシ（ホームページから入手可）
裏面の必要事項を記入の上、FAX又はEメールのいずれかで、
労働福祉課（FAX052（954）6926、Eメールrodofukushi@
pref.aichi.lg.jp）へお申し込みください。

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

▽問合せ＝労働福祉課☎052（954）6361

　「愛知・知多半島マーケット2020」
　の開催
知多半島を中心とした地域の魅力にスポットを当てて、県内
各地域の観光・産業の魅力を伝えるイベントを開催します。

▽日時＝1月25日㊏・26日㊐ 10時～17時（開場：9時30分）

▽場所＝Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場） ホールE（常滑市）

▽内容＝①マルシェ（約200のブースが出店）、②ステージ
イベント（田村侑久トークショー、TEAM SHACHIミニライブ
など）※詳細はホームページでご確認ください。

▽参加無料

▽ホームページ＝https://aichitamarket.jp/

▽問合せ＝愛知・知多半島マーケット運営事務局（（株）JTB
コミュニケーションデザイン内）☎052（414）5024

　県営住宅の入居者募集（抽選）

▽募集住宅＝【新設】東浦住宅（東浦町）1団地36戸【既設】
清明山住宅（千種区）始め142団地470戸

▽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

▽郵送受付期間＝1月14日㊋まで（消印有効）

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
jutakukanri/2019chusen3.html

▽問合せ＝県住宅供給公社賃貸住宅課☎052（954）1362

　「あいち山車まつり未来博2020」
　の開催
本県は全国有数の山車（だし）まつりが盛んな地域です。
多くの方にあいちの山車文化に触れていただくため「あいち
山車まつり未来博2020」を開催します。

▽日時＝2月1日㊏ 10時～16時30分

▽場所＝ららぽーと名古屋みなとアクルス  屋外スペース デカ
ゴン（名古屋市港区）

▽内容＝①山車文化こども芸能大会及び保存団体山車まつり
ステージ（お囃子やからくり等）、②浅尾美和さんによるスペ
シャルトークショー、③展示・体験コーナーなど
※詳細はホームページをご覧ください。　

▽ホームページ＝https://www.dashi-aichi.jp/

▽問合せ＝あいち山車まつり日本一協議会事務局（教育委
員会文化財保護室内）☎052（954）6783

お知らせ

行催事・募集

■愛知県官民データ活用推進計画（案）

▽意見募集期間＝1月13日㊊・㊗まで

▽問合せ＝情報政策課☎052（954）6112

■生活環境の保全に関する水質環境基準の水域類型の見直し（案）

▽意見募集期間＝1月15日㊌まで

▽問合せ＝水大気環境課☎052（954）6221

■あいち はぐみんプラン2020－2024（仮称）（案）

▽意見募集期間＝1月24日㊎まで 

▽問合せ＝子育て支援課☎052（954）6315

■愛知県外来医療計画（案）

▽意見募集期間＝1月19日㊐まで

▽問合せ＝医療計画課☎052（954）6265

■愛知県医師確保計画（案）

▽意見募集期間＝1月19日㊐まで

▽問合せ＝地域医療支援室☎052（954）6659

■愛知県国土利用計画（第五次）（案）

▽意見募集期間＝1月10日㊎まで

▽問合せ＝都市計画課☎052（954）6082

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koho/0000008347.html

県民の皆様からのご意見を以下のとおり募集しています。
資料は問合せ先の課、お近くの県民相談・情報センター及び各県民相談
室で閲覧できる他、県のホームページからもご覧いただけます。

県 民 意 見 募 集

あいち行革プラン2 0 2 0を策定しましたあいち行革プラン2 0 2 0を策定しました

あいちポップカルチャーフェスティバル2020を開催します！あいちポップカルチャーフェスティバル2020を開催します！

県では、現行の行革大綱である「しなやか県庁創造プラン」終了後も、不断の行財政改革に取り組み、環境変化に迅速・
的確に対応していくため、「あいち行革プラン2020」（計画期間：2020～2024年度）を策定しました。このプランに
基づき、「人財力」を強化しながら、「しなやか県庁」を「スピーディーでしなやかな県庁」へ進化させていきます。

愛・地球博記念公園（モリコロパーク）で、アニメ、ゲーム、コスプレなど「ポップカルチャー」をテーマにした
イベントを開催します。
当日は、人気コスプレイヤーの桃月なしこさんやSKE48によるトーク
ショーなど多彩な企画が盛りだくさんです。
また、更衣室も用意していますので、どなたでもコスプレを楽しめます。
ぜひ、会場にお越しください。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/somubu-somu/gyoukaku-plan2020.html ▽問合せ＝総務課☎052（954）6026

▽ホームページ＝https ://popfes .aichi . jp/  ▽問合せ＝観光振興課☎052（954）6854

▽日時＝1月12日㊐ 10時～17時

▽場所＝愛・地球博記念公園（モリコロパーク）内地球市民交流センター及び体育館（長久手市）

▽内容＝①ステージイベント（桃月なしこトークショー、SKE48トークショーなど）、②体育館ステージ
イベント（アニメ「シキザクラ」PRステージなど）、③DJブース、④体験コーナー（VR体験、ボード
ゲーム体験など）、⑤アマチュア・企業出展ブースなど　 ▽参加無料

改革の目標 「日本一元気な愛知」づくりを支える行財政運営の実現

改革の視点～環境変化に対応するための3つの“S”

Speedy～現地・現物・現場目線の取組～Speedy～現地・現物・現場目線の取組～
環境変化に遅れることのないよう、現地・現物・現場目線の取組により、
スピーディー（迅速）に政策課題や県民ニーズに対応。

Smart～効率的な経営資源の活用～Smart～効率的な経営資源の活用～
ICTの活用等により、県が持つ限られた経営資源を、これまで以上に
スマート（効率的・効果的）に投入し、生産性を向上。

行財政全般において、将来にわたり、あらゆる環境変化に耐え得る
サスティナブル（持続可能）な県庁づくりを推進。

Sustainable～持続可能な行財政運営～ Sustainable～持続可能な行財政運営～ 

スピーディーでしなやかな県庁

人財力の強化人財力の強化

歳　入（A） 2兆5,105億4,930万9,562円
歳　出（B） 2兆4,820億4,388万7,422円
翌年度繰越財源（C） 79億3,564万2,711円
実質収支（A-B-C） 205億6,977万9,429円

歳　入 1兆3,432億3,406万3,557円
歳　出 1兆3,153億5,634万6,830円

Speedy
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あいち行革プラン2020

公式キャラクター
ミカワン

公式キャラクター
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　あけましておめでとうございます。
　新たな年が、県民の皆様方にとりまして素晴らしい1年となりますよう、心からお祈り
申し上げます。
　昨年は、全国植樹祭やラグビーワールドカップなどのビッグイベントを成功裏に収め、
8月には愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」をオープンするなど、愛知のプレゼンスを
一層高めるとともに、ジブリパークの基本方針や愛知県新体育館の基本計画を新たに
発表するなど、「進化する愛知」としての大きな1歩を踏み出した年となりました。
　世界は今、グローバル化やデジタル技術の加速度的な進展などにより、ダイナミック
に変化しています。愛知県がこれからも、日本の成長エンジンとして、我が国の発展を
リードし続けていくためには、そうした変化を恐れず、時代の波を乗り越え、乗りこなし、
新たな付加価値を生み出していかなければなりません。
　今年も一年、世界の様々な国・地域等と連携し、最先端の技術・サービスを取り込み
ながら、基幹産業である自動車産業はもちろん航空宇宙、ロボットなどの次世代産業の
集積を加速するとともに、革新的ビジネスモデルや最先端技術を持つスタートアップを
起爆剤とし、切れ目のないイノベーションを創出していくことで、「国際イノベーション
都市」への飛躍を目指してまいります。
　また、リニア大交流圏の形成を見据えた社会インフラの整備、農林水産業の振興、
教育・人づくり、女性の活躍、医療・福祉、環境、雇用、多文化共生、防災・交通安全、
東三河地域の振興など、県民の皆様の生活と社会福祉の向上にもしっかりと取り組み、
SDGsの基本理念である「誰一人取り残さない」社会の実現を目指してまいります。
　今年も、愛知県では、ロボカップアジアパシフィック大会・ワールドロボットサミット、
あいち技能五輪・アビリンピック、世界ラリー選手権などのビッグイベントが予定され
ています。国内外から多くの方がお越しになりますので、万全の準備を整え、愛知の魅
力をしっかりPRしてまいります。
　こうした取組を通じ、「日本一元気な愛知」「すべての人が輝く愛知」「日本一住み
やすい愛知」の実現を目指し、県民の皆様に、笑顔で元気にお過ごしいただけるよう
全力で取り組んでまいりますので、一層のご理解とご支援をお願い申し上げます。

2020年元旦

新春を迎えて

　あけましておめでとうございます。
　県民の皆様方には、健やかに初春を迎えられたこととお慶び申し上げます。
　清 し々い新春の朝に、新たな時代の息吹を感じながら、皆様方のご健康とご多幸を
心から願うとともに、希望に満ちた活力ある愛知を築いてまいりたいと決意を新たに
したところであります。
　昨年は、天皇皇后両陛下の御臨席を賜った第70回全国植樹祭、第57回技能五輪
全国大会・第39回全国アビリンピックなどの多くの行事が開催され、また、国内最大級
の展示面積を誇る愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」がオープンしたことにより、
愛知が注目され、大変賑やかな一年となりました。この機会を活用して本県の歴史、
文化、産業、技術などの様々な魅力を国内外へ発信することができました。
　こうした魅力発信に加え、今後、本県がさらに飛躍し、日本の成長をリードしていく
ためには戦略的かつスピーディーに、経済産業力の強化、社会インフラの整備、農林
水産業の振興、医療・福祉の充実、教育・人づくりなど多岐にわたる施策に取り組んで
いくことが必要です。さらに、2026年の第20回アジア競技大会、2027年度のリニア
中央新幹線開業を見据え、今まで培ってきた未来へ続く取り組みを磨き上げ、愛知を
大きく飛躍させる必要があります。
　本年は、10月に「ロボカップアジアパシフィック2020あいち」及び「ワールドロボット
サミット2020」、11月に二年連続となる「技能五輪全国大会・全国アビリンピック」が
開催されます。これらの行事は、モノづくり文化をさらに進化させ、この地域の未来を
担う人材の育成や地域の活性化に繋がるものと期待しています。
　新たな年を迎え、私ども議会は、県民の皆様のご意見を県政にしっかりと反映できる
よう、開かれた議会運営に努めるとともに、常に先を見据え、直面する諸課題の解決に
向けて真摯に議論を尽くし、時代に的確に対応した施策がより効果的に実施される
よう役割と責任を果たしてまいります。
　県民の皆様方におかれましては、より良い活力ある愛知づくりのために更なるお力
添えを賜りますことをお願い申し上げますとともに、本年が一層輝かしい年となります
よう心からお祈り申し上げます。

2020年元旦

新春を迎えて あ
い
ち
は
今
年
も
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1月、2月は「はたちの献血」キャンペーン実施期間です　～誰かを思う 誰かを救う。はたちの献血～暖かさの分かちあいで温暖化ストップ！　あいちウォームシェア2019開催中！　～3月31日（火）まで～

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（1月）  県のラジオ番組（1月）

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1062

※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。

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

●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


