
検索愛知県　新型コロナ対策

県は、感染拡大のリスクが高い施設等に休業を要請しています。なお、要請等にご協力いただける地元中小事業者等に対し、協力金を交付します。

愛知県新型コロナウイルス感染症「県民相談総合窓口」（コールセンター）
お問合せ

☎052-954-7453 Eメール　sodan-corona@pref.aichi.lg.jp９時～17時（土日祝含む）

愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト
https://www.pref.aichi . jp/site/covid19-aichi/

●密閉、密集、密接を避けてください。
●繁華街等への外出の自粛をお願いします。
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外出・移動の自粛をお願いします。

STAY HOME

休業要請・協力金について

　自動車税種別割（旧自動車税）の
　納税をお忘れなく
　6月1日㊊は、自動車税種別割の納期限です
4月1日現在、自動車をお持ちの方に、4月30日㊍に県税事
務所から納税通知書をお送りします。お近くの県税事務
所、金融機関やコンビニエンスストアなどで自動車税種
別割を納めてください。
自宅でスマートフォンなどを利用したクレジットカードによる
納税（金額に応じた決済手数料がかかります。）、スマート
フォン決済アプリ（PayB）による納税も可能です。
なお、名義変更・廃車などの手続を他の人に依頼した自動
車について、納税通知書が届いた場合は、それらの手続
が3月末日までに行われていないことが考えられますので、
依頼先にご確認ください。
また、5月中旬までに納税通知書が届かないときは、管轄の
県税事務所にご連絡ください。

▽Webページ=https://www.pref.aichi.jp/
soshiki/zeimu/0000051633.html 

▽問合せ＝税務課☎052（954）6052

　5月31日㊐は世界禁煙デーです

毎年5月31日は、禁煙を推進するために世界保健機関
（WHO）が制定した「世界禁煙デー」です。喫煙は、がん、
循環器疾患、呼吸器疾患など様々な病気の危険因子にな
ります。また、たばこの煙は、周りの人の健康にも影響を及ぼ
します。
2020年4月に改正健康増進法が全面施行され、多数の
方が利用される施設が原則屋内禁煙となりました。本県
においても、禁煙の推進や受動喫煙防止に取り組んでい
ます。

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
kenkotaisaku/0000007238.html（たばこ対策）
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenkotaisaku/
judokitsuentaisaku.html（受動喫煙対策）

▽問合せ＝健康対策課☎052（954）6269

　「2020年工業統計調査」を実施します

６月１日を調査日として実施する工業統計調査は、製造業を
営む事業所を対象に、１年間の生産活動に伴う製造品の出
荷額、原材料使用額などを調査し、製造業の実態を明らか
にすることを目的とした、国の重要な統計調査です。
調査結果は、国や地方公共団体の行政施策の重要な基礎
資料として使われるほか、大学や民間の研究機関、小・中・高
等学校の教材など広く利用されています。
調査をお願いする製造事業所には、５月中旬から知事が任
命した統計調査員が調査票を持って伺うか、又は国から直
接郵送で届きます。
調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお願いします。

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

▽問合せ＝統計課☎052（954）6106

　5月10日～16日は「看護週間」です

近代看護を築いたナイチンゲールの誕生日である5月12日
㊋は「看護の日」、5月10日㊐～16日㊏は「看護週間」です。
今年はナイチンゲールの生誕200周年、「看護の日」制定
30周年にあたります。
看護の心をみんなの心に。この機会に、看護のこと、未来
のこと、みんなで考えてみましょう。

▽問合せ＝医務課☎052（954）6276

　多文化共生日本語スピーチ
　コンテストの参加者募集
外国人県民が自分の思いや考えを日本語で伝える、「外国人
県民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
募集します。

▽応募資格＝県内に在学、在勤又は在住する、母語が日本
語以外の2014年4月1日以前に生まれた方

▽スピーチテーマ＝テーマは自由（例：「将来の夢」など）

▽募集期間＝4月7日㊋～6月22日㊊

お知らせ

行催事・募集

▽コンテスト本選＝8月22日㊏午後に県図書館（名古屋市中
区）にて開催。「小学生の部」、「中学生の部」、「高校生以上
一般の部」を合わせて20名程度により行います。 

▽参加無料

▽申込方法等＝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/
tabunka/

▽問合せ＝多文化共生推進室☎052（954）6138

　技能検定のご案内

技能検定とは、働く上で身に付ける、または必要とされる技
能の習得レベルを評価する国家検定制度です。機械加
工、建築大工、フラワー装飾など全部で130職種の試験が
あります。試験に合格すると合格証書が交付され、「技能士」
と称することができます。合格すると、検定職種、等級に応じ
て、他の資格試験の受験資格や一部試験免除などのメリット
がありますので、ぜひ受検してください。

▽実施＝年2回（前期、後期）

▽受検手数料＝①実技試験18,200円（35歳未満の若年
者は9,200円、学生及び生徒が3級を受ける場合は3,100
円）、②学科試験3,100円

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
jinzai/0000089302.html#kentei 

▽問合せ＝産業人材育成課☎052（954）6375

　県営住宅の入居者募集（抽選）

▽募集住宅＝【既設】清明山住宅（名古屋市千種区）始め
150団地591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

▽郵送受付＝5月7日㊍～13日㊌まで（当日消印有効）

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
jutakukanri/2020chusen1.html

▽問合せ＝県住宅供給公社賃貸住宅課☎052（954）1362

　愛知県職員・警察職員採用
　候補者試験（大学卒業程度）

▽試験日＝6月28日㊐

▽受験資格など＝受験案内でご確認ください。

▽受験案内＝4月21日㊋から人事委員会事務局職員課、県
民相談･情報センター、各県民事務所などの広報コーナー、
県東京事務所で配布、Webページからも確認可能。

▽受付＝電子申請・郵送ともに5月25日㊊まで（郵送は当日
消印有効）

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

▽問合せ＝人事委員会事務局職員課☎052（954）6822

　愛知県公立学校教員採用選考試験

▽試験日＝第一次試験：7月18日㊏、第二次試験：8月18
日㊋・19日㊌

▽受験案内＝4月24日㊎から教育委員会教職員課Web
ページで入手できます。また、郵送で請求することも可能
です。なお、出願は郵送に限ります。

▽受付＝5月13日㊌まで（当日消印有効）

▽Webページ＝https://www.pref .a ichi . jp/site/
kyoinsaiyou/

▽問合せ＝教育委員会教職員課☎052（954）6769・6770

試験

■愛知県気候変動適応計画（案）

▽意見募集期間＝6月8日㊊まで

▽問合せ＝地球温暖化対策課☎052（954）6242

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Webページからもご覧
いただけます。

県 民 意 見 募 集

感染症対策の基本感染症対策の基本

県の緊急対策（概要）県の緊急対策（概要）

～新型コロナウイルス感染症が心配なとき～～新型コロナウイルス感染症が心配なとき～

手洗い
について

咳エチケット
について

ドアノブや電車のつり革など様々なものに触れることにより、自分の手に
ウイルスが付着している可能性があります。外出先からの帰宅時や調理
の前後、食事前などこまめに手を洗いましょう。

くしゃみや咳が出るときは、飛沫にウイルスを含んでいるかもしれません。
次のような咳エチケットを心がけましょう。
●マスクを着用します。 ●マスクを持っていない場合は、ティッシュ・ハンカチ
などで鼻と口を覆います。 
●とっさの時は袖や腕の内側で覆います。 ●周囲の人からなるべく離れます。

専門的な助言が
必要な場合

受診が必要と
判断

医師が検査
必要と判断

医師が
検査不要と判断

受診が不要と判断

【感染を疑う方】

あてはまるあてはまる

陽性陽性

陰性陰性ＰＣＲ検査（愛知県衛生研究所等）

帰国者・接触者外来を受診
※マスクを着用の上、公共交通機関をできるだけ使わずに

帰国者・接触者相談センター
（住所地を管轄する保健所）に電話（24時間対応）

●「風邪のような症状」や「37.5度以上の発熱」
　（解熱剤を飲み続けなければならない時を含む）があり、
　　 ▼（一般の方）症状が４日以上続いている場合
　　 ▼（高齢・基礎疾患がある・妊婦の方）症状が２日程度続いている場合
●強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方

必要に応じて
かかりつけ医に
相談

あてはまらないあてはまらない

主な施策

○入院医療体制の強化  ○外来診療体制の充実
○PCR検査体制の充実 など

○休業・失業等による収入減少世帯への支援
○学校の臨時休業等とそれに伴う対策 など

○県融資制度の拡充  ○テレワークの導入促進 など

医 療 面

県民生活

経済対策

視点

○感染源を絶つ
　発熱などの風邪の症状がみられる場合、自宅休養を徹底してください。

○感染経路を絶つ
　手洗いや手指の消毒、咳エチケットを徹底してください。

○抵抗力を高める
　免疫力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動やバランスのとれた食事に心がけましょう。

一般電話相談窓口に電話
●住所地を管轄する保健所
　（平日午前９時から午後５時まで）
●新型コロナウイルス感染症対策室
　０５２－９５４－６２７２
　（午前９時から午後５時まで（土日祝含む））

自宅で安静 医療機関を
受診

※症状が良くならない場合は、再度、
　帰国者・接触者相談センターへ相談

重症・中等症

無症状・軽症

　　　入院（感染症指定医療機関等）
○重症（人工呼吸・ECMO）：救命救急センター、高度急性期医療機関等
○中等症（酸素投与等）：重点医療機関、入院協力医療機関

○無症状・軽症（酸素投与不要）：自宅、宿泊施設等

入院調整

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＞
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＞
  再々放送 ……… 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
（5月）

県のラジオ番組
（5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

愛知県は「特定警戒都道府県」に位置付けられています。

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1066

５月は消費者月間です。　消費を通じた豊かな未来づくりに向けて～「もったいない」から始めよう！～

新型コロナ
ウイルス感染症緊急事態宣言発出中！


