
○自由民主党愛知県議員団（56名）
 団長　伊藤勝人
  副 団 長 杉浦孝成
  副 団 長 安藤正明
  幹 事 長 坂田憲治
  総務会長 青山省三
  政調会長 渡辺　昇

 ○新政あいち県議団（34名）
 団長　高橋正子
  副 団 長 高木ひろし
  幹 事 長 谷口知美
  総務会長 佐波和則
  政策調査会長 樹神義和

○公明党愛知県議員団（6名）
 団長　渡会克明
  幹 事 長 犬飼明佳
  政策審議会長 岡　明彦

□議長
  松川浩明（自）

平成30年5月臨時議会

県議会では、5月25日に臨時議会が開会され、正副議長等の選挙並び
に常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員・正副委員長の
選任が行われました。
また、知事から提出された「ジブリパーク」構想を推進するための一般
会計補正予算議案、監査委員の選任議案、収用委員会の委員・予備委員
の選任議案、専決承認議案等について審議が行われ、提出された議案は、
すべて可決、同意又は承認されました。

所管事項に関する調査を行い、議案や請願などを審査するために、8つの常任委員会が
設けられ、議員はいずれか一つの委員会に属します。

□副議長
  鈴木喜博（自）

●5月臨時議会の模様は、6月11日午前11時から 
　東海テレビで放送します。
●平成３０年６月定例愛知県議会
次の県議会は、６月１８日から開かれる予定です。○日本共産党愛知県議会議員団（2名）

 団長  わしの恵子
 政策調査会長 下奥奈歩
○県政自民クラブ（1名）
 代表 筒井タカヤ
○無所属（3名）

臨時議会が開会され、補正予算案など10議案を可決

各委員会の委員・正副委員長を決定

議長に松川浩明氏、副議長に鈴木喜博氏を選出

会派の名称・所属議員数及び平成30年度の役員は次のとおりです。

□常任委員会

□議員団の役員

●総務県民委員会〈13名〉

●振興環境委員会〈13名〉

◎伊藤辰夫（自）
○佐藤一志（自）
　水野富夫（自）
　坂田憲治（自）
　山本浩史（自）

●健康福祉委員会〈13名〉
◎日比たけまさ（新）
○成田　修（自）
　久保田浩文（自）
　峰野　修（自）
　石井芳樹（自）

●農林水産委員会〈13名〉
◎高桑敏直（自）
○安井伸治（新）
　鈴木孝昌（自）
　横井五六（自）
　杉浦孝成（自）

●文教委員会〈12名〉
◎藤原宏樹（自）
○鈴木まさと（新）
　松川浩明（自）
　原よしのぶ（自）

●中京大都市圏形成調査特別委員会〈15名〉
◎三浦孝司（自）
○石塚吾歩路（自）
　久保田浩文（自）
　松川浩明（自）
　峰野　修（自）

●安全・安心対策特別委員会〈14名〉
◎横井五六（自）
○西久保ながし（新）
　深谷勝彦（自）
　鈴木喜博（自）
　いなもと和仁（自）

●文化・スポーツ・観光振興対策特別委員会〈14名〉
◎浅井よしたか（新）
○犬飼万壽男（自）
　渡辺　昇（自）
　青山省三（自）
　堀嵜純一（自）

●産業振興・環境対策特別委員会〈14名〉
◎久野哲生（新）
○新海正春（自）
　水野富夫（自）
　奥村悠二（自）
　伊藤勝人（自）

●人づくり・福祉対策特別委員会〈14名〉
◎神戸洋美（自）
○渡辺　靖（新）
　坂田憲治（自）
　神戸健太郎（自）
　成田　修（自）

□監査委員

　峰野　修（自）　  須﨑かん（自）

●産業労働委員会〈13名〉
◎河合洋介（新）　
○南部文宏（自）
　直江弘文（自）
　小林　功（自）
　伊藤勝人（自）

●建設委員会〈13名〉
◎中根義高（自）
○田中泰彦（自）
　深谷勝彦（自）
　中野治美（自）
　渡辺　昇（自）

●警察委員会〈12名〉
◎いなもと和仁（自）
○木藤俊郎（公）
　三浦孝司（自）
　神戸洋美（自）

◎天野正基（新）
○鈴木雅博（自）
　奥村悠二（自）
　神野博史（自）
　川嶋太郎（自）

※会派は次のとおり略称としました。
（自）＝自由民主党愛知県議員団
（新）＝新政あいち県議団
（公）＝公明党愛知県議員団
（共）＝日本共産党愛知県議会議員団
（県）＝県政自民クラブ
（無）＝無所属

杉浦孝成（自）
伊藤辰夫（自）
高桑敏直（自）
山下智也（自）
かじ山義章（新）

安藤としき（新）
鈴木まさと（新）
黒田太郎（新）
犬飼明佳（公）

神戸健太郎（自）
今井隆喜（自）
長江正成（新）
谷口知美（新）
小山たすく（新）

鳴海やすひろ（新）
市川英男（公）
下奥奈歩（共）

山下智也（自）
渡辺周二（自）
辻　秀樹（自）
中村すすむ（新）
永井雅彦（新）

西久保ながし（新）
渡会克明（公）
わしの恵子（共）

近藤ひろひと（自）
安藤正明（自）
新海正春（自）
かじ山義章（新）
森井元志（新）

鈴木　純（新）
佐波和則（新）
岡　明彦（公）

石塚吾歩路（自）
山田たかお（自）
ますだ裕二（自）
高橋正子（新）
安藤としき（新）

高木ひろし（新）
浅井よしたか（新）
久野哲生（新）
黒田太郎（新）

鈴木喜博（自）
島倉　誠（自）
政木りか（自）
丹羽洋章（自）

大嶽理恵（新）
筒井タカヤ（県）
柴田高伸（無）

堀嵜純一（自）
飛田常年（自）
塚本　久（新）
水谷満信（新）
福田喜夫（新）

朝倉浩一（新）
岩村進次（無）
園山康男（無）

森下利久（自）
須﨑かん（自）
青山省三（自）
黒川節男（新）
富田昭雄（新）

中村友美（新）
西川厚志（新）
樹神義和（新）
小島丈幸（公）

寺西むつみ（自）
犬飼万壽男（自）
石井　拓（自）
伊藤辰矢（自）

樹神義和（新）
嶋口忠弘（新）
鳴海やすひろ（新）
市川英男（公）
柴田高伸（無）

須﨑かん（自）
近藤ひろひと（自）
伊藤辰矢（自）
高橋正子（新）
長江正成（新）

安井伸治（新）
小島丈幸（公）
わしの恵子（共）
岩村進次（無）

藤原宏樹（自）
山田たかお（自）
田中泰彦（自）
小山たすく（新）
日比たけまさ（新）

大嶽理恵（新）
岡　明彦（公）
下奥奈歩（共）
筒井タカヤ（県）

丹羽洋章（自）
ますだ裕二（自）
鈴木雅博（自）
谷口知美（新）
永井雅彦（新）

天野正基（新）
佐波和則（新）
渡会克明（公）
園山康男（無）

山本浩史（自）
中根義高（自）
南部文宏（自）
中村すすむ（新）
水谷満信（新）

●議会運営委員会〈14名〉
◎深谷勝彦（自）
○石井芳樹（自）
○水谷満信（新）
　伊藤勝人（自）
　坂田憲治（自）

谷口知美（新）
佐波和則（新）
犬飼明佳（公）
わしの恵子（共）

渡辺　昇（自）
青山省三（自）
近藤ひろひと（自）
寺西むつみ（自）
高橋正子（新）

〈　〉内数字は委員数、◎は委員長、○は副委員長

□特別委員会

お知らせ

□議会運営委員会

県議会だより県議会だより 議会運営、議会の規則、議長の諮問に関する事項の
調査などを行うため、設けられています。

県政上の重要な諸問題について、専門的に調査する
ために、5つの特別委員会が設けられています。

愛知県議会事務局
☎０５２（９５４）６７４２ 〈ダイヤルイン〉
ホームページ
http://www.pref.aichi.jp/gikai/

議員の中から選任する監査委員について議案が
提出され、次の議員の選任が同意されました。

議場における正副議長

渡辺　靖（新）
嶋口忠弘（新）
犬飼明佳（公）

　休日エイズ検査・
　HIV検査普及週間のお知らせ
6月1日㊎から6月7日㊍は、「HIV検査普及週間」です。
下記のとおり休日エイズ検査を実施します。
休日に無料・匿名で受検できますので、感染の不安がある方
はこの機会にエイズ検査を受けましょう。

▽一宮保健所 6月3日㊐ 9時～11時

▽ホームページ＝http://www.pref.aichi.jp/kenkotaisaku/
aids/index.html

▽問合せ＝健康対策課☎052（954）6626

　蚊が媒介する感染症の
　予防について
デング熱やジカウイルス感染症などの蚊が媒介する感染症
が海外の一部地域で流行しています。
国内での流行を防ぐため、特に9月までは、蚊を増やさない身
近な対策を心掛けましょう。蚊は、小さな水たまりで産卵する
ため、おもちゃ・植木鉢の受け皿・じょうろ・空き缶・タイヤなどを
屋外に放置し水が溜まらないように管理しましょう。
海外へ行く際は、肌を露出しない、虫よけスプレーを適切に
使用するなど、蚊に刺されないよう気をつけましょう。
また、妊娠中にジカウイルスに感染すると胎児に小頭症など
の先天性障害を起こすおそれがあるため、妊娠の可能性が
ある女性や妊娠中の女性は、流行地への渡航を控えましょう。

▽問合せ＝健康対策課☎052（954）6272

　「土砂災害防止月間」のお知らせ

毎年6月は「土砂災害防止月間」です。土砂災害の危険性
が高まる梅雨や台風の季節を前にしたこの期間中、土砂災
害に関する防災知識の普及活動に取り組みます。
◆主な取組事項
◇土砂災害防災訓練の実施　◇絵画・作文の募集
◇パネル展の開催　◇広報活動の実施
※各取組の詳細はホームページでご確認ください。

▽ホームページ＝http://www.pref.aichi.jp/soshiki/sabo/

▽問合せ＝砂防課☎052（954）6558

　「はがき1枚からの男女共同参画」
　 作品の募集
「わたしが暮らすなら、こんな男女共同参画社会」をテーマ
に、「こんな社会になったらいいな」という思いをはがき1枚に
表現した作品を募集します。

▽応募資格＝県内に在住又は在勤・在学する方

▽応募方法＝9月3日㊊まで（必着）に、郵便はがき又ははが
き大の用紙に必要事項を記入の上、郵送で男女共同参画
推進課（〒460－8501住所記載不要）へお申し込みくださ
い。詳細はホームページでご確認ください。

　「食育推進ボランティア」の募集

地域での食育を推進するため、食育活動を自主的に行って
いただける「食育推進ボランティア」を募集します。

▽応募要件＝①管理栄養士又は栄養士の資格を有する方
②食生活改善推進員の養成講座を修了した方 など

▽応募方法＝6月29日㊎まで（消印有効）に、応募登録用紙
に必要事項を記入の上、郵送、FAX又はEメールのいずれ
かで食育消費流通課（〒460－8501（住所記載不要）、
FAX052（954）6940、Eメールshokuiku@pref .a ichi .
lg . jp）又は最寄りの農林水産事務所農政課までお申し込
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＝http://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
shokuiku/30volunteer .html

▽問合せ＝食育消費流通課☎052（954）6396

　「あいちまちづくりシンポジウム」
　の開催
社会・まちとのつながりをさらに深めるため、「みんながつな
がるまちづくり」をテーマにシンポジウムを開催します。

▽日時＝6月6日㊌ 13時30分～16時45分

▽場所＝名古屋市青少年文化センター アートピアホール（名
古屋市中区）

▽参加無料（事前申込不要）

▽定員＝500名 

▽ホームページ=http://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
toshiseibi/aichimachidukurisinnpojiumu.html

▽問合せ＝都市整備課☎052（954）6522

お知らせ

行催事・募集

試験

▽ホームページ＝http://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
danjo/hagaki2018.html

▽問合せ＝男女共同参画推進課☎052（954）6179

　「おさんぽdeいきものみっけ」の開催

身近な自然や生き物とのつながりを感じながらスタンプを集
め、子どもから大人まで楽しくお散歩する「おさんぽdeいきも
のみっけ」を開催します。

▽日時＝6月10日㊐（荒天予備日：6月17日㊐） 10時～15時

▽場所＝愛・地球博記念公園（長久手市） ▽参加無料

▽ホームページ＝http://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
kankyokatsudo/h30osanpo.html

▽問合せ＝環境活動推進課☎052（972）9011

　「大学生等会社合同説明会」の開催

平成31年3月大学等卒業予定者及び既卒3年以内の方を
対象に会社合同説明会を開催します。

▽日時＝6月27日㊌ 11時～17時

▽場所＝県産業労働センター（ウインクあいち）8階展示場
（名古屋市中村区）

▽予約不要・入場無料・入退場自由

▽内容＝来春採用を予定している企業ブース（100社予
定）、各種就職支援コーナー

▽ホームページ＝http://www.aichi.info

▽問合せ＝大学生等会社合同説明会運営協議会事務局
（公財）県労働協会 あいち若者職業支援センター☎052
（264）0722

■愛知県都市計画道路見直し方針（案）

▽意見募集期間＝6月30日㊏まで

▽問合せ＝都市計画課☎052（954）6517

http://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「愛知・豊田ラグビーファンゾーン」を開催！
6月23日㊏に開催されるラグビー日本代表対ジョージア代表戦（会場：豊田スタジアム）にあわせ、「愛知・豊田
ラグビーファンゾーン」を開催します。ラグビーの楽しさにふれて、日本代表を応援しよう！

▽日時＝6月23日㊏ 10時～17時　 ▽場所＝スカイホール豊田（豊田市）

▽内容＝①ラグビーファン応援団結式（出演：中川家等）、②スペシャルステージ（出演：SKE48、
Sonar Pocket、加藤ミリヤ）、③ラグビー体験教室、④パブリックビューイングなど（詳細
はホームページでご確認ください。）

▽参加無料（事前申込不要）　※会場へは、公共交通機関又はシャトルバスをご利用ください。

▽ホームページ＝http://www.city.toyota.aichi.jp/worldcup2019/index.html

▽問合せ＝ラグビーワールドカップ2019愛知・豊田開催支援委員会（豊田市ラグビーワールドカップ2019推進課内）☎0565（34）6786

「愛知・豊田ラグビーファンゾーン」を開催！ 「福祉・介護の就職総合フェア」を開催！「福祉・介護の就職総合フェア」を開催！

▽日時＝①6月10日㊐　②6月30日㊏（いずれも13時～16時）

▽場所＝①ロワジールホテル豊橋（豊橋市）　②名古屋国際会議場イベントホール（名古屋市熱田区）

▽内容＝職員の採用を予定する社会福祉法人及び介護保険事業者等の人事担当者と直接面談ができる就職説明会です。
 入場者全員に景品をプレゼントします。

▽予約不要・参加無料・入退場自由

▽ホームページ＝http://www.aichi- fukushi.or.jp　 ▽問合せ＝県福祉人材センター☎052（212）5519

福祉の職場に就職を希望される方や福祉の仕事に関心のある方を対象に、福祉・介護の就職総合フェアを開催します。

　愛知県高等学校等奨学金貸付金の
　予約採用の募集
平成31年度に高等学校又は専修学校高等課程に進学を希望
する中学3年生で、高等学校等での修学に経済的支援を必要と
する生徒に対する奨学金貸与予約採用の希望者を募集します。

▽対象＝来春に高等学校等に進学予定の中学3年生で、親権
者又は未成年後見人が県内に在住し、父母の所得が基準
内の方。

▽貸与月額＝国公立1万8千円、私立3万円。自宅外通学者
には5千円を加算可能。国公立・私立とも1万1千円を選択

することも可能。

▽申請方法＝在学する中学校が指定する時期（6月下旬
から7月中旬頃）に、学校へ申請してください。

▽予約採用決定の時期＝11月頃

▽問合せ＝教育委員会高等学校教育課☎052（954）6785

　知的障害者を対象とした
　愛知県職員採用選考

▽試験日=第1次選考：7月8日㊐、第2次選考：7月31日㊋

（予定）、第3次選考：8月22日㊌～30日㊍（予定）

▽受験資格=受験案内又はホームページでご確認ください。

▽受験案内=人事課、県民相談･情報センター、各県民相
談室、県内ハローワークなどで配布。

▽勤務先=畜産総合センター種鶏場（安城市）

▽業務内容=鶏の飼養管理、卵の管理、ひなのふ化作業、
鶏ふん処理など

▽受付=6月15日㊎まで（消印有効）

▽ホームページ=http://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
jinjika/

▽問合せ=人事課☎052（954）6030

　私は、産業力、経済力、文化力、人財力、地域力といった愛知の総
合力を一段と高めるため、全力で県政運営に取り組んでまいりました。
　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」、
そして、県民の皆様が平和で、豊かで、幸せな生活を送ることができる
「日本一住みやすい愛知」づくりを進める予算といたしました。

　これまで培ってきた未来へと続く取組を、愛知の発展の種として、
しっかりと芽吹かせ、着実に育み、県民の皆様とともに、「愛知の夢」
の実現を目指してまいります。

「愛知の夢」の実現を目指します！

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1042

　愛知県では、愛知万博の理念を未来に継承し、その会場と
なった愛・地球博記念公園の魅力と価値を一層高めるために、
公園内に「ジブリパーク」を整備する構想を進めており、４月２５日
には、スタジオジブリが作成した基本デザインを発表しました。
　この基本デザインをもとに、ジブリパーク整備に向けた

基本構想の策定等を実施してまいります。
　２0２２年度中のオープンを目指し、スタジオジブリと協力
しながら、全力で取り組んでまいります。お楽しみに！

「ジブリパーク」の２０２２年度中の開業を目指します

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1043

この内容に関するご意見・お問合せは、公園緑地課ジブリパーク構想推進室 ☎052（954）6874（ダイヤルイン）まで

6月は環境月間です。 ～「環境首都あいち」を目指して、エコアクション（地球にやさしい身近な環境配慮行動）に取り組もう～ ～食を通じて育む「健康な体」「豊かな心」「環境に優しい暮らし」～  6月は「食育月間」です。

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

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～  5：20＞

ＣＢＣ 【あいち県政リポート】 毎月第2･第４土曜日 ＜11：25～11：29＞
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（6月）  県のラジオ番組（6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　 http://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　http://www.facebook.com/aichikoho

ⒸStudio Ghibli ⒸStudio Ghibli


