
「リニア大交流圏」の
形成

・道路ネットワークの整備、港湾物流
機能の強化
・名古屋東部丘陵地域における
「MaaS」の導入に向けた実証実験

産業首都あいち

・「ロボカップアジアパシフィック
2021あいち」（2021年11月25日
～29日）及び「第38回伝統的工芸品
月間国民会議全国大会」（2021年
11月26日～29日）の開催
・水素エネルギー社会の実現、自動
運転やロボットなどの革新的技術の
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

・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2021（仮称）」の
開催（2021年11月）
・漁場や増殖場の整備、共同利用施設
の整備や漁船導入への支援、養殖業
の振興

農林水産業の振興

・児童福祉士の増員による児童相談
センターの機能強化
・「あいちオレンジタウン構想第2期アク
ションプラン」に基づく認知症施策の推進
・高齢者・障害者・子どもの各分野を超えた、
対象者の属性を問わない包括的な相談
体制や地域づくりに対する支援
・障害の有無に関わらず誰もがスポーツ
を楽しむことができる情報交流ポータル
サイトの構築

安心と支え合いの
福祉・社会づくり

次代を創る教育・
人づくり

・35人学級を小学校第3学年に拡充
・県立学校のトイレの洋式化や床の
乾式化、県立高校の空調設備の公費
による設置運用
・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

安心できる
医療体制の構築　

・がん患者の妊よう性温存治療に
対する助成制度の創設
・不育症検査にかかる費用に対する
助成制度の創設
・「地域医療介護総合確保基金」を
活用した病床機能の分化・連携や
病床規模の適正化への支援

あいちの
グローバル展開

・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
の運営

・中小企業のテレワーク導入に関する
相談等をワンストップで実施する
ための拠点の設置
・「あいち女性の活躍促進プロジェクト」
の更なる充実
・就職氷河期世代や新規学卒者に
対する紹介予定派遣制度を活用
した職場実習の実施

誰もが活躍できる
社会づくり

選ばれる
魅力的な地域づくり

・国際芸術祭「あいち2022」の開催準備
・FIA世界ラリー選手権「ラリージャパン」
（2021年11月）の開催支援
・ジブリパークを活用した県内周遊観光の促進
・県政150周年の歩みを紹介するPR事業の実施
・三河山間地域におけるテレワークや
ワーケーションの促進・誘致

安全・安心な
あいち

・ゼロメートル地帯における広域的な
防災活動拠点の整備
・大規模災害時に後方支援を担う新たな
防災拠点の整備に向けた調査・設計等の実施
・基金の創設による防災ボランティア活動の支援
・若年層や高齢者に対する自転車乗車用
ヘルメットの購入補助制度の創設
・犯罪被害者の経済的負担の軽減を
図るための補助制度の創設

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
・プラスチックを循環利用する新たな
ビジネスモデルの構築を目指した次期
「あいち地域循環圏形成プラン」の
策定
・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

東三河の振興

・次期「東三河振興ビジョン」の策定
・統括マネージャーの配置による東三河
地域におけるスタートアップ支援
・東三河地域の県立高等学校における
特色ある学校づくりプロジェクトの
推進

地方分権・行財政改革の推進

・「あいちビジョン2030」の実施計画の策定
・ICTを活用した業務の合理化・効率化
・知多総合庁舎と知多福祉相談センターを集約した新総合庁舎
整備に向けた基本設計の実施

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（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

予算の規模

目的別歳出の状況（一般会計）

予算総額
2兆7,163億円 教育・

スポーツ費 
5,039億円
（18.6%）

公債費
3,854億円
（14.2%）

経済労働費
2,300億円（8.5%）

建設費
1,941億円
（7.2%）

警察費
1,773億円
（6.5%）

総務企画費
1,099億円
（4.0%）

農林水産費
750億円
（2.8%）

諸支出金
4,652億円
（17.1%）

福祉医療費
5,560億円
（20.5%）

総 額
一般会計
特別会計
企業会計

（2 . 9 %増）

（5 . 6 %増）
（0 . 3 %減）
（7 . 5 %減）

4兆3,034億円
2兆7,163億円
1兆3,515億円
2,356億円

その他
195億円（0.6%）

議会費
33億円
（0.1％）

県民環境費
148億円
（0.5%）

災害復旧費
11億円
（0.0%）

予備費
3億円
（0.0%）

新型コロナウイルス感染症を克服し、

日本の成長をリードし続ける愛知を目指し、

前進する1年に。

愛知県の2021年度予算が
スタートします。

オール愛知で一丸となり、アフターコロナの時代に向けて

克服前進！

・医療機関の病床確保や施設・設備整備支援
・ワクチン接種体制の整備
・PCR検査体制の確保

●感染拡大防止や医療面での対策

・SNSを活用した相談体制の整備
・オンライン学習支援や県立学校の通信環境整備
・小中学校におけるスクール・サポート・スタッフや学習指導員の配置への支援

●県民生活への対策

・中小企業の資金繰り支援
・プレミアム商品券発行事業への支援
・雇用・労働問題への対応

●経済対策
・2024年10月のオープンを目指す「ステーションＡｉ」を
中核とした、海外の主要な大学やスタートアップ支援
機関との連携による国際的なイノベーション創出拠点
の形成
・「ジブリパーク」の2022年秋の開業に向けた整備、
展示・演示工事の実施、愛・地球博記念公園の新たな
駐車場整備と交通渋滞緩和に向けた工事の実施

●新時代を担う人材の発掘・育成
・リニア中央新幹線の整備促進、名古屋駅のスーパーターミナル化の推進
・二本目滑走路整備を始めとする中部国際空港の機能強化
・「SDGs AICHI EXPO2021」（2021年秋）の開催など、国際展示場の最大限の活用
・2026年に開催予定のアジア競技大会の開催準備
・2025年夏のオープンに向けた新体育館の整備
・官民におけるDX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進

●人を呼び込むための社会インフラの整備と仕掛けづくり

◎新型コロナウイルス感染症の克服 ◎With／Afterコロナを見据えた成長戦略

　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）＝①名古屋市北区福徳
町字色田18番2外3筆（7,838.02㎡、77,479万円）、②名古屋市
北区光音寺町字野方1919番4外1筆（7,006.31㎡、72,971万円）

▽入札日＝4月27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8日㊍

▽入札参加申込期間＝4月5日㊊～16日㊎

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

▽問合せ＝財産管理課☎052（954）6147

　「自転車の安全で適正な利用の促進に
　関する条例」を制定しました
自転車の交通事故を防止するため、自転車利用者に対し、自転
車の点検整備等やヘルメットの着用を努力義務、自転車損害賠
償責任保険等への加入を義務とする条例を制定しました。

▽施行日＝4月1日㊍（ただし、ヘルメットの着用及び自転車損
害賠償責任保険等への加入は、10月1日㊎）

▽概要＝ ①県、県民、自転車利用者、事業者等の責務
 ②自転車の安全で適正な利用に関する教育等の推進
 ③乗車用ヘルメットの着用及びその促進
 ④自転車損害賠償責任保険等への加入及びその促進

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
kenmin-anzen/aichi-cycle.html

▽問合せ＝県民安全課☎052（954）6177

　エシカル消費ポータルサイト「エシカル×あいち
　～私が変わる・未来を変える～」の開設
県では、誰一人取り残さない持続可能な社会の実現に向けて、
貧困や飢餓、雇用、地域活性化、気候変動、資源など、様々な
社会的課題や環境問題の解決につながる「エシカル消費」の
理念を、広く県民の皆様に普及する取組を進めています。

そこで、消費者一人ひとりの行動が世界の未来を変える“チカラ”
を持っていることに気づき、実感してもらう“きっかけ”となる
ような情報発信のためのポータルサイトを開設しました。ぜひ
ご覧いただき、「エシカル消費」の魅力を感じてみてください。

▽主な内容＝エシカル消費とは、エシカルコラムなど

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/
kenmin/ethical/index.html

▽問合せ＝県民生活課☎052（954）6603

　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、保護者の所得
について、「市町村民税の課税標準額×6%－市町村民税の
調整控除額（政令指定都市の場合は、市町村民税の調整控
除額×3/4）」で算定した額が、30万4,200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。

▽Webページ＝https://www.pref.aichi .jp/soshiki/
shigaku/

▽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＝保護者の所得について、「市町村民税の課税標準
額×6%－市町村民税の調整控除額（政令指定都市の場合
は、市町村民税の調整控除額×3/4）」で算定した額が、30万
4,200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。

▽Web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）6762

　児童扶養手当と障害基礎年金等との
　併給調整の見直し
障害基礎年金等※を受給していることにより児童扶養手当を受給
できなかった方が、児童扶養手当を受給できるようになりました。
（※国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保
険法による障害補償年金など。）

▽対象者＝児童扶養手当の対象となるが、障害基礎年金等の月
額が児童扶養手当の月額を超えているため受給できなかった方

▽支給額＝児童扶養手当の月額から、受給中の年金のうち
子の加算額（月額分）を差し引いた額

▽対象期間＝2021年3月分以降 

▽申請期限＝6月30日㊌まで

▽申請方法＝詳細はお住まいの市区町村の児童扶養手当担
当課又は県福祉相談センターにお問合せください。

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
jidoukatei/zifu-kaisei.html

▽問合せ＝児童家庭課☎052（954）6280

　小規模企業者等向け「設備貸与制度」
　のご案内
「設備貸与制度」とは、小規模企業者等の皆様が希望する機
械・設備を、（公財）あいち産業振興機構が購入し、「割賦販
売」又は「リース」する制度です。保証金不要、原則担保不要
など、利用しやすい制度となっています。

▽対象者＝①従業員50人以下の中小企業（従業員数により別
に条件あり）で、経営の革新に取り組むことにより、経常利益等
の向上が一定以上見込める事業者、②創業者

▽対象設備＝県内に設置する新品の機械・設備など

▽限度額＝100万円～1億円

▽利率＝割賦販売：年利1.19％～2.26％（商工会・商工会議所
経由の申込みの場合、上記利率が0.1％優遇されます。）

▽返済期間＝割賦販売：5年又は7年、リース：3年～7年

▽申込窓口＝最寄りの商工会・商工会議所及び（公財）あいち
産業振興機構

▽Webページ＝https://www.aibsc.jp/support/1214/

▽問合せ＝（公財）あいち産業振興機構経営支援部☎052
（715）3067

　名古屋高速道路料金改定のお知らせ

5月1日㊏から、名古屋高速道路の料金が対距離料金制に変
わります。また、NEXCO中日本と名古屋高速道路公社では、
より多くの方にETCをご利用いただくため、「中京圏ETC2.0
車載器購入助成キャンペーン」を実施しています。詳細はWeb
ページでご確認ください。

▽改定概要＝①均一料金からご利用距離に応じた料金に変
わります。②料金圏（名古屋線・尾北線）を廃止します。③車種
区分が、2車種区分（普通車、大型車）から5車種区分（軽・二輪、
普通車、中型車、大型車、特大車）に変わります。④現金車は
各入口からご利用可能な最大距離の料金となります。

▽Webページ＝https://www.nagoya-expressway.
or.jp/chukyouken/

▽問合せ＝名古屋高速お客様センター☎052（919）
3200

　「東京2020オリンピック聖火リレー」
　の実施に伴う交通規制
4月5日㊊・6日㊋の2日間、愛知県内の15市で「東京2020オリン
ピック聖火リレー」が実施されます。聖火リレー当日には、実施
ルート及びその周辺地域において、交通規制が実施され、相
当の混雑・渋滞が予想されますので、当日の自動車利用は極力
ご遠慮ください。また、沿道の密集を避けるため、聖火リレーの
模様は、なるべくインターネットのライブ中継でご覧ください。
交通規制やライブ中継の詳細はWebページでご確認ください。

▽リレー実施市＝【4月5日㊊】瀬戸市、春日井市、一宮市、犬山
市、稲沢市、清須市、名古屋市、【4月6日㊋】豊橋市、半田市、
豊川市、安城市、刈谷市、岡崎市、大府市、豊田市

▽Webページ＝https://run-aichi.jp/

▽問合せ＝東京2020オリンピック聖火リレー愛知県実行委員
会事務局コールセンター☎052（228）0943

 

　「大学生等会社合同説明会」の開催

県内の経済団体などと連携して、若年者の就職支援と、採用
意欲のある県内企業の人材確保支援を目的に会社合同説明

お知らせ

行催事・募集

試験

愛知県には、世界最先端の産業を始め、伝統文化や美しい風景、豊かな食文化など様々な魅力があります。
そうした愛知の魅力を国内外の方々に広く知っていただき、愛知のイメージアップを図るため、
愛知の魅力を総合的にPRする広報誌・広報動画を5年ぶりに刷新し、「あいちのトビラ」を
多言語（日本語・英語・中国語）で制作しました。ぜひご覧ください。

新型コロナウイルス感染症のリバウンドを抑え込むため、愛知県では引き続き、名古屋市内の酒類を提供する飲食店等の皆様に
22時までの営業時間の短縮を要請しています。
県民の皆様には、マスクの着用、手洗い・消毒、人と人との距離の確保など、基本的な感染防止対策を徹底していただくとともに、不要不急
の外出を控え、歓送迎会等を自粛していただき、一日も早く日常を取り戻すことができるよう、引き続きご協力をよろしくお願いします。

新しい県広報誌・広報動画
「あいちのトビラ」を制作しました！
新しい県広報誌・広報動画
「あいちのトビラ」を制作しました！

▽専用サイト＝https://www.pref.aichi.jp/koho/aichi-tobira/

▽広報誌配布場所＝県民相談・情報センター、各県民相談室など

▽問合せ＝広報広聴課☎052（954）6169

県図書館は、1991年4月20日に愛知芸術文化センターの一翼を担う図書館として現在の場所（名古屋市中区
三の丸）に開館し、今年開館30周年を迎えます。
この30年間を振り返るとともに、今後の県内公共図書館の発展につなげるため、2021年度は、開館時の写真や
資料の展示、記念講演など、様々なイベントを開催します。
展示やイベントの最新情報は、県図書館のWebページやSNSなどでご確認ください。

愛知県図書館は開館30周年を迎えます！愛知県図書館は開館30周年を迎えます！

新型コロナウイルス感染防止対策の徹底を！新型コロナウイルス感染防止対策の徹底を！

▽Webページ＝https://www.aichi-pref-library.jp/ ▽問合せ＝県図書館☎052（212）2323

動画はこちらから

会を開催します。

▽日時＝4月23日㊎ 11時～17時

▽場所＝県産業労働センター（ウインクあいち）6階展示場（名
古屋市中村区）

▽対象＝2022年3月大学等卒業予定者及び既卒3年以内の
若年者

▽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

▽予約不要・入場無料・入退場自由

▽Webページ＝http://ailabor.or.jp/guide/27486.html

▽問合せ＝大学生等会社合同説明会運営協議会事務局
☎052（222）0800

　「木の香る都市づくり事業」の募集

森林整備や木材利用の意義について普及啓発を進めるた
め、県産木材を利用したPR効果の高い民間施設へ資材費等
を支援します。

▽対象＝あいち認証材を利用した木造化、内装木質化、木製
備品を導入する県内の民間施設。（2022年3月18日㊎までの
工事完了が必要。）支援施設を選定委員会で決定します。

▽助成内容＝施設整備における木材の資材費や施工費等
を、2分の1以内で助成します。

▽応募期限＝5月10日㊊まで（必着）

▽応募方法＝必要書類2部を、対象施設の所在地がある市町
村を所管する農林水産事務所（名古屋市の場合は林務課）
に、郵送又は持参により提出してください。

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
rinmu/kinokaorumachi.html

▽問合せ＝林務課☎052（954）6445

　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、新婚などの世帯）・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）世帯の方を対象に、入居希望者
の先着順募集を行います。

▽募集住宅＝味鋺東住宅（名古屋市北区）始め154団地

▽案内書の配布＝県民相談・情報センター、各県民相談室、
各県民事務所などの広報コーナー、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

▽持参受付期限＝7月30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。）

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
jutakukanri/2021senchakujun1.html

▽問合せ＝県住宅供給公社賃貸住宅課☎052（954）1362

　

　愛知病院で働く看護師
　（臨時的任用職員）の募集
新型コロナウイルス感染症の専門病院に勤務する看護師（臨
時的任用職員）を募集します。

▽募集人員＝10名程度

▽雇用期間＝採用日から9月30日まで（更新制度あり）

▽勤務形態＝交代制（1週間当たり38時間45分勤務）

▽給料＝月額38万2,300円～45万1,700円（職歴等により
決定。防疫検査手当（20日分）・深夜特殊業務等手当（夜勤4
回分）を含む。）

▽手当＝支給要件に応じ、通勤手当など正規職員に準じた
手当（賞与、退職手当あり）

▽応募方法＝履歴書及び看護師免許の写しを、愛知病院事
務部（〒444-0011岡崎市欠町字栗宿18-1）に郵送してくだ
さい。詳細はWebページでご確認ください。

▽その他＝無料で職員用のビジネスホテルが利用可能

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
iryo-keikaku/2020111001.html

▽問合せ＝愛知病院事務部☎0564（21）6251

　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15日㊏・16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、Webページでお知らせします。

▽募集人員＝①がんセンター（約35名）、精神医療センター
（若干名）、あいち小児保健医療総合センター（約30名）、医
療療育総合センター（約15名）、②あいち小児保健医療総合
センター（約5名）、③今後、Web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
などで配布しています。詳細はWebページでご確認ください。

▽申込期限＝4月23日㊎まで（当日消印有効）

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/byoin/

▽問合せ＝病院事業庁管理課☎052（954）6314

ま  ち

オンラインで読める電子書籍サービスが利用できます。調査や研究、仕事に役立つ専門
書や辞書など、約5,500冊の電子書籍を、いつでも、どこでも、読むことができます。利用に
は、県図書館の利用カードとパスワードが必要です。ぜひご利用ください。

▽利用料＝無料（通信料は自己負担）、詳細はWebページでご確認ください。

電子書籍
サービス

県民の皆様にワクチン接種に対する理解を深めていただけるよう、ワクチン接種の概要や
ワクチンの効果と副反応、ワクチン接種に関する問合せ先など、様々な情報を発信しています。

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/
 wakuchinsessyu.html

◆新型コロナワクチンに関するWebページを開設しました！

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/ 
 　 愛知県　新型コロナ対策　 検索

その他、新型コロナウイルス感染症対策及び最新の情報については、以下のサイトをご覧ください。

愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト

　【毎日9時～17時30分】 ▽電話番号＝052（954）6272
　【平日：17時30分～翌9時  ㊏・㊐・㊗：24時間体制】 ▽電話番号＝052（526）5887

愛知県新型コロナウイルス感染症
健康相談窓口

愛知県新型コロナウイルス感染症
健康相談窓口

◆接種後の副反応などワクチン接種に関する電話相談について

感染リスクの低い会食の工夫を
会話の時にはマスク着用

「令和2年度愛知県医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業補助金」の実績報告書の提出期限は、4月15日㊍です。4月10日㊏まで「春の安全なまちづくり県民運動」を実施中！～「犯罪にあわない」「犯罪を起こさせない」「犯罪を見逃さない」～

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1077

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＞
  再 放 送 … 毎週日曜日 ＜  5：12～  5：15＞
名古屋 【まるまる◎あいち】………… 毎週土曜日 ＜17：58～18：00＞
  再 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。

・Web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

感染症を「克服」し、将来にわたって日本の成長をリードし続けるため、愛知をさらに「前進」させます！
　昨年来、愛知県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止と社会経済活動の両立に向け、県民の皆様を始め関係者
一丸となり、全力で様々な対策に取り組んでまいりました。
　今年度の予算は、新型コロナウイルス感染症を「克服」し、
アフターコロナの時代に向けて愛知をさらに「前進」させる
「克服前進」予算といたしました。

　引き続き、愛知が東京一極集中にストップをかけ、イノベーションを
創出する好循環を生み出す日本の成長エンジンとして、将来に
わたって我が国の発展を力強くリードし続けてまいります。


