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毎月19日は「食育の日」、「おうちでごはんの日」です。

愛知県では、2021年3月に第4次愛知県食育推進計画「あいち食育

いきいきプラン2025」を作成しました。このプランでは、これまでの

取組を「継承」するとともに、多様な主体同士の連携や新しい生活

様式の実践、SDGs達成への貢献などを踏まえ、取組を「SHIN化」

（新化・進化・深化・伸化）させ、あらゆる世代の県民の皆様が豊かな

食生活を送ることができるよう、食育の実践力の向上を目指します。

S …Sustainable（持続可能な）
H …Healthy（健康な）
 I …Interesting（興味深い）
N …Network（連携）

新化…時代に合わせた変化

進化…多様な発展

深化…質の向上

伸化…横展開のつながり

「あいち食育いきいきプラン2025」の4つの取組

豊かな
心を育む

環境に優しい
暮らしを築く

健康な
体をつくる

食育を支える

お住まいの地域で、県民の皆さんに「食育」の普及啓発活動を自主的に行っていただける方を

募集しています。　※食育ボランティアの詳しい情報は「食育ネットあいち」をご覧ください。

「食育推進ボランティア」を募集しています。 応募締切：6月30日（水）

2022年6月18日（土）・19日（日）に開催します。
会場：Aichi Sky Expo[愛知県国際展示場]（常滑市）

2022年6月愛知で開催！
「第17回食育推進全国大会inあいち」

「あいち食育いきいきプラン2025」の詳細等は

こちらに掲載しています。 食育ネットあいち 検索

食育に関する様々な情報を紹介しています。

「あいち食育いきいきプラン2025」は、食育の取組を SHIN化していきます。
SH IN化とは

食を大切にする気持ち、
育っています。

たとえば、野菜の摂取量を増やす工夫をすること、

地元でとれた新鮮な食材を選ぶことや地域や学校で農林漁業体験をすることも、 食育です。

愛知県では、そういった食育の取組の実践を促進していきます。

6月は
食育月間
です。

　愛知県高等学校等奨学金貸付金の
　予約採用の募集について
2022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である方。

▽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～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11日㊐、第2次選考8月3日㊋（予定）、
第3次選考8月23日㊊～8月31日㊋（予定）

▽採用予定人員=1名

▽受験資格=受験案内又はWeb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=県環境調査センター（名古屋市北区）

▽業務内容=環境学習講座の準備補助、庁舎・展示コーナーの
管理・運営事務補助、印刷・発送事務補助、簡単なデータ入力など

▽受付=6月18日㊎まで（当日消印有効）

▽Webページ=https ://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
j inj ika/

▽問合せ=人事課☎052（954）6030

○自由民主党愛知県議員団（56名）
 団長　須﨑かん
  副 団 長 森下利久
  副 団 長 石井芳樹
  幹 事 長 島倉　誠
  総務会長 いなもと和仁
  政調会長 高桑敏直

 ○新政あいち県議団（33名）
 団長　富田昭雄
  副 団 長 永井雅彦
  幹 事 長 森井元志
  総務会長 河合洋介
  政策調査会長 日比たけまさ

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

□議長
  坂田憲治（自）

令和３年５月臨時議会

その他の臨時議会

県議会では、５月２７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、緊急事態措置等の影響により売上が減少した
事業者に対し愛知県中小企業者等応援金を交付するためなどの総額
約200億円の一般会計補正予算議案、監査委員の選任議案等について
審議が行われ、提出された議案は、すべて可決又は同意されました。

４月２日、４月21日及び５月11日に臨時議会が開会
されました。知事から提出された新型コロナウイルス
感染拡大防止のための愛知県感染防止対策協力金等
にかかる一般会計補正予算議案等についてそれぞれ
審議が行われ、提出された議案はいずれも可決又は
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
近藤裕人（自）

●４月・５月臨時議会の模様は、６月11日㊎11時
　から東海テレビで放送します。
●令和３年６月定例愛知県議会
次の県議会は、６月17日㊍から開かれる予定です。○県政自民クラブ（1名）

 代表 筒井タカヤ

○減税日本（１名）
 代表 しまぶくろ朝太郎

○無所属（3名）

臨時議会が開会され、補正予算議案など１０議案を可決

各委員会の委員・正副委員長を決定

議長に坂田憲治氏、副議長に近藤裕人氏を選出

会派の名称・所属議員数及び本年度の役員は次のとおりです。

□常任委員会

□議員団の役員

●総務企画委員会〈１３名〉

●県民環境委員会〈１2名〉

◎山下智也（自）
○政木りか（自）
　水野富夫（自）
　島倉　誠（自）
　寺西むつみ（自）

●福祉医療委員会〈１３名〉
◎鈴木雅博（自）
○福田喜夫（新）
　神戸洋美（自）
　須﨑かん（自）
　川嶋太郎（自）

●農林水産委員会〈１2名〉
◎渡辺　靖（新）
○平松利英（自）
　中野治美（自）
　鈴木喜博（自）

●教育・スポーツ委員会〈１２名〉
◎辻　秀樹（自）
○市川英男（公）
　神野博史（自）
　坂田憲治（自）

●行財政改革・地方創生調査特別委員会〈１4名〉
◎伊藤勝人（自）
○田中泰彦（自）
　伊藤辰夫（自）
　高桑敏直（自）
　山本浩史（自）

●安全・安心対策特別委員会〈１3名〉
◎天野正基（新）
○神戸健太郎（自）
　杉浦孝成（自）
　中野治美（自）
　森下利久（自）

●アジア競技大会調査特別委員会〈１４名〉
◎松川浩明（自）
○嶋口忠弘（新）
　峰野　修（自）
　坂田憲治（自）
　原よしのぶ（自）

●産業イノベーション推進特別委員会〈１４名〉
◎神野博史（自）
○鈴木まさと（新）
　鈴木喜博（自）
　須﨑かん（自）
　近藤裕人（自）

●人づくり・福祉対策特別委員会〈１４名〉
◎谷口知美（新）
○成田　修（自）
　水野富夫（自）
　横井五六（自）
　藤原宏樹（自）

□監査委員
　原よしのぶ（自）　  渡辺　昇（自）

●経済労働委員会〈１３名〉
◎黒田太郎（新）　
○杉浦正和（自）
　直江弘文（自）
　伊藤辰夫（自）
　佐藤一志（自）

●建設委員会〈１３名〉
◎今井隆喜（自）
○小木曽史人（新）
　横井五六（自）
　松川浩明（自）
　伊藤勝人（自）

●警察委員会〈１２名〉
◎鳴海やすひろ（新）
○日高　章（自）
　久保田浩文（自）
　いなもと和仁（自）

◎木藤俊郎（公）
○中村竜彦（自）
　杉浦孝成（自）
　石井芳樹（自）

※会派等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
（県）＝県政自民クラブ
（減）＝減税日本
（無）＝無所属

丹羽洋章（自）
辻　秀樹（自）
神谷和利（自）
西川厚志（新）
安藤としき（新）

西久保ながし（新）
永井雅彦（新）
木藤俊郎（公）
筒井タカヤ（県）

野中泰志（自）
佐藤英俊（自）
西川厚志（新）
長江正成（新）
森井元志（新）

富田昭雄（新）
谷口知美（新）
佐波和則（新）
日比たけまさ（新）

渡辺　昇（自）
南部文宏（自）
神戸健太郎（自）
朝日将貴（自）

河合洋介（新）
犬飼明佳（公）
柴田高伸（無）

青山省三（自）
丹羽洋章（自）
ますだ裕二（自）
塚本　久（新）
鈴木まさと（新）

桜井秀樹（新）
荻原宏悦（公）
園山康男（無）

石塚吾歩路（自）
石井　拓（自）
村瀬正臣（自）
安藤としき（新）
安井伸治（新）

かじ山義章（新）
西久保ながし（新）
永井雅彦（新）
筒井タカヤ（県）

山本浩史（自）
田中泰彦（自）
神谷和利（自）
杉江繁樹（自）

嶋口忠弘（新）
加藤貴志（公）
しまぶくろ朝太郎（減）

森下利久（自）
峰野　修（自）
高桑敏直（自）
水谷満信（新）
樹神義和（新）

鈴木　純（新）
小山たすく（新）
朝倉浩一（新）
神谷まさひろ（無）

飛田常年（自）
近藤裕人（自）
中根義高（自）
山田たかお（自）

高木ひろし（新）
高橋正子（新）
久野哲生（新）
松本まもる（新）

原よしのぶ（自）
藤原宏樹（自）
新海正春（自）
成田　修（自）

朝倉浩一（新）
おおたけりえ（新）
加藤貴志（公）
柴田高伸（無）

山下智也（自）
新海正春（自）
佐藤英俊（自）
高橋正子（新）
富田昭雄（新）

小木曽史人（新）
荻原宏悦（公）
しまぶくろ朝太郎（減）

飛田常年（自）
島倉　誠（自）
石井　拓（自）
かじ山義章（新）
黒田太郎（新）

樹神義和（新）
福田喜夫（新）
岡　明彦（公）
神谷まさひろ（無）

ますだ裕二（自）
今井隆喜（自）
村瀬正臣（自）
森井元志（新）
小山たすく（新）

水谷満信（新）
桜井秀樹（新）
犬飼明佳（公）
園山康男（無）

渡辺　昇（自）
いなもと和仁（自）
鈴木雅博（自）
日高　章（自）
鈴木　純（新）

●議会運営委員会〈１４名〉
◎伊藤辰夫（自）
○中根義高（自）
○永井雅彦（新）
　須﨑かん（自）
　いなもと和仁（自）

森井元志（新）
日比たけまさ（新）
河合洋介（新）
岡　明彦（公）

高桑敏直（自）
島倉　誠（自）
南部文宏（自）
丹羽洋章（自）
富田昭雄（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。

愛知県議会事務局調査課
☎０５２（９５４）６７４２ 〈ダイヤルイン〉
Webページ
https://www.pref.aichi.jp/gikai/

天野正基（新）
おおたけりえ（新）
岡　明彦（公）

　HIV検査について

HIV（ヒト免疫不全ウイルス）検査は、エイズを発症させるHIVに
感染しているかを確認するための検査です。
HIVは性行為などにより感染しますが、体内でHIVウイルスがある
程度増えなければ、特徴的な症状が現れません。このため、知らな
いうちに人からHIVをうつされたり、うつす可能性があります。
現在では、HIVに感染しても早期に発見し、治療を開始すれば、
エイズを発症することはありません。自分自身と大切な人を守るた
め、感染不安のある方はぜひ検査を受けてください。
保健所では、HIV検査を無料・匿名で行っています。検査の曜日・
時間については、事前に御確認ください。

▽問合せ＝最寄りの保健所又は愛知県エイズ情報センター☎052
（972）9200

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

　「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
◇絵画・作文の募集 ◇広報活動の実施 ◇パネル展の開催
※各取組の詳細はWebページでご確認ください。

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

▽問合せ＝砂防課☎052（954）6558

　県政150周年記念ロゴマークの
　キャラクターの名称募集
県政150周年記念のシンボルとなるロゴマークの
キャラクター（かたつむり、鳥）の名称を募集します。

▽応募期限＝7月9日㊎まで（必着）

▽応募方法＝郵送（〒460-8501（住所記載不
要））、FAX（052（971）4723）又はEメール
（kikaku@pref . a i ch i . lg . jp）のいずれかで
企画課へご応募ください。

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/
soshiki/kikaku/aichi150th-logo-meishoboshu.html

▽問合せ＝企画課☎052（954）6088

お知らせ

募集

試験

▽Webページ＝https://r3hyougaki.com

▽問合せ＝あいち若者職業支援センター☎052（232）2351　（株）パソナ（県受託事業者）☎052（561）1445

▽募集期間＝6月1日～12月24日　 ▽募集定員＝50人（定員に達し次第、募集終了）

▽プログラム内容＝ ●キャリアコンサルタントによる個別支援 ●ビジネススキルを向上するための研修（3日間）
 ●入社希望企業で「トライアル勤務」（最長２か月）を実施（所定の給与及び交通費を支給）
※参加者と受入企業、双方の同意があればトライアル勤務期間中や終了後、正社員の採用試験に進むことができます。

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

■愛知県地域保健医療計画の中間見直し

▽意見募集期間＝6月13日㊐まで

▽問合せ＝医療計画課☎052（954）6265

県 民 意 見 募 集

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
問合せ先の課室、お近くの県民相談・情報センター及び各県民相談室
などで閲覧できる他、県のWebページからもご覧いただけます。

緊急事態宣言発出中!!緊急事態宣言発出中!!
就職氷河期世代対象

｢30代・40代のための就職支援プログラム｣の参加者を募集します。
就職氷河期世代対象

｢30代・40代のための就職支援プログラム｣の参加者を募集します。
就職氷河期世代の正社員就職を支援するため、｢30代・40代のための就職支援プログラム｣の参加者を募集します。
このプログラムでは、事前に研修等を行ったのち、紹介予定派遣制度を活用し、企業での「トライアル勤務」を実施します。

新型コロナウイルス感染症

～「感染しない、感染させない」の徹底を！～
愛知県の新型コロナウイルス感染症については、新規陽性者数、入院患者数が多く、医療提供体制がひっ迫
する非常に厳しい状況が続いています。
県民の皆様には、このような状況を十分ご認識いただき、医療提供体制を堅持し、かけがえのない生命と健康を
守るため、今一度、人との接触機会を抑制していただくとともに、感染防止対策の徹底をよろしくお願いします。

●不要不急の行動の自粛
 ・日中も含め不要不急の外出自粛を徹底
 ・路上・公園等における集団での飲酒などは自粛

●県をまたぐ不要不急の移動自粛
●高齢者等への感染拡大の防止
●基本的な感染防止対策の徹底 など

●飲食店等に対する休業要請または
　営業時間短縮等の要請
 ・休業要請：酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店
 ・時短要請：上記以外の飲食店に２０時まで

●飲食店等以外の休業・営業時間短縮等の
　要請及び働きかけ
・1,000㎡ 超  ：平日20時までの短縮要請、大規模

商業施設（生活必需物資を除く）等は、
土日の休業要請

・1,000㎡以下 ：全日20時までの短縮の働きかけ

●イベントの開催制限等
・50％＋5,000人以下、21時まで

○なお、新型コロナワクチン及び副反応等の情報については、以下のサイトをご覧ください。
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/wakuchinsessyu.html

●業種別ガイドラインの
　順守の徹底
●テレワークの徹底等
 ・出勤者の７割削減を目標に
　テレワークの徹底等

●職場クラスターを防ぐ
　感染防止対策
●屋外照明の夜間消灯 など

県民の皆様へのお願い県民の皆様へのお願い

事業者の皆様へのお願い事業者の皆様へのお願い

その他のお願いその他のお願い
●行事等での対策
●学校等での対応 など

　【毎日9時～17時30分】 ☎052（954）6272

　【平日：17時30分～翌9時  ㊏・㊐・㊗：24時間体制】 ☎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

「マイナンバーカード」を取得して、あなたの暮らしをもっと便利に。 6月は「特定健康診査・特定保健指導普及啓発強化月間」です。 ～年に1度は特定健診を受けましょう！～

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1079

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（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。

・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

健康で活力ある社会を目指し、「食育」を推進します！
　食は命の源であり、私たちが心身ともに健康でいるために欠かせ
ないものです。
　愛知県では、食に関する知識と食を選択する力を身につけて、
健全な食生活を実践できる人を育てる「食育」を推進しています。
　県民一人一人が食の大切さを理解し、食育に主体的に取り

組むための指針となる「あいち食育いきいきプラン2025」が４月から
スタートしました。
　今一度、「食」について考え、身近なところから積極的に「食育」に
取り組みましょう。


