
新たな一歩を踏み出そう。
就職氷河期世代の方へ

この内容に関するご意見・お問合せは、労働局就業促進課 ☎052（954）6366（ダイヤルイン）まで　　本県の「就職氷河期世代支援」に関する情報は 検索愛知県 就職氷河期

一人ひとりの状況に応じた支援に取り組んでいます。お気軽にご相談ください。

主に就職氷河期世代の方を対象に、職歴・
学歴不問の「社会人を対象とした愛知県職員
採用候補者試験」を実施します。

社会人を対象とした愛知県職員採用候補者試験

Webサイトは
こちら

企業の人事担当者などを対象に、行政の支援
対策を紹介するなど、就職氷河期世代の雇用
促進を図るためのセミナーを実施します。

企業向けセミナー

Webサイトは
こちら

県内で正社員を目指す就職氷河期世代の
方を対象に、ビジネスマナー講座などの
「就職支援講座」を実施します。

就職支援講座

Webサイトは
こちら

募 集

就業を希望しながら求職活動が
できていない長期無業の状態にある方へ

県内の地域若者サポートステーション一覧

地域若者サポートステーションにおいて、49歳
までの方を対象に、ハローワークや企業と連携
した就職支援プログラム、就職後の定着支援
などを実施しています。

生活に困っている方、ひきこもりの方など
社会参加に向けた支援を必要とする方へ

生活困窮者の自立に向け、相談支援や就労
に向けた家賃補助、就労体験の機会の提供
などを実施しています。お住まいの自治体に
ある相談窓口にご連絡ください。

県内の自立相談支援機関相談窓口一覧
県内の
ひきこもり相談窓口

県内の保健所や精神保健福祉
センター、各市町村等において、
ひきこもりに関する相談を実施
しています。

派遣労働者・契約社員など不安定な就労状態にある方へ

ハローワーク窓口において、
正社員就職に向けた職業相談、
求人開拓、就職後の定着支援
などを実施しています。

県内のハローワーク一覧
Webサイトは
こちら

あいち若者職業支援センターにおいて、キャリア
コンサルタントや臨床心理士等が本人や家族への
個別相談などを実施しています。

あいち若者職業支援センター
☎052（232）2352

　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豊川西部土地区画
整理事業130街区10画地【従前地：豊川市八幡町西赤土23
番外4筆】（仮換地面積1,207.52㎡、8,344万円）、②西尾市
永楽町5丁目60番（379.80㎡、3,062万円）

▽入札日＝8月25日㊋

▽入札会場＝県自治センター（名古屋市中区）

▽現地説明会＝8月7日㊎

▽参加申込期間＝8月11日㊋まで

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

▽問合せ＝財産管理課☎052（954）6147

　ペットの防災対策について

災害時に大切なペットを守れるのは飼い主だけです。　
ペットの避難について日頃から備えておきましょう。
【ペットの防災対策のポイント】
①普段の暮らしの中で、人とペットの防災対策をしましょう。
②避難先で他人に迷惑をかけないよう、普段からケージに
慣らすなどのしつけをしておきましょう。また、予防接種や
ノミ予防などの健康管理も行いましょう。
③万が一離ればなれになった場合に備えて、所有者の明示
をしましょう。
④ペット用の生活用品を備蓄し、すぐに持ち出せるようにして
おきましょう。
⑤災害時に一緒に避難できるよう、避難所や避難ルートなど
を確認しておきましょう。

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

▽問合せ=生活衛生課☎052（954）6298

　中小・小規模事業者向け
　専門家派遣の実施
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小・小規模事業
者の方を対象に、無料で中小企業診断士などの専門家を派
遣（オンラインによる支援も含む）しています。

▽対象＝①新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が
前年同月比で50%以上減少している事業者（持続化給付金
の給付を受けている事業者も含む）、②新型コロナウイルス

感染症に対応する県の融資制度に係る金融機関の融資決
定、又は、市町村長の認定を受けている事業者

▽申込方法＝詳細はWebページでご確認ください。

▽Webページ＝http://www.aibsc.jp/support/692

▽問合せ＝（公財）あいち産業振興機構経営支援部☎052
（715）3070

　「愛知県・ビクトリア州・江蘇省友好提携
　40周年フォトコンテスト」の作品募集
オーストラリア・ビクトリア州、中国・江蘇省との友好提携40周
年を記念し、両地域や両国に関する写真を広く募集します。
優秀作品約150作品は、11月2日㊊～8日㊐に「ららぽーと
名古屋みなとアクルス」で展示します。

▽応募期間＝9月14日㊊まで

▽応募方法＝Webページで応募要項を確認の
上、Eメールで応募してください。

▽Webページ＝https://www.cbc-creation.co.jp/aichi40/

▽問合せ＝フォトコンテスト事務局 Eメールa i c h i 4 0@
cbc-creation.co . jp☎052（249）3931

　「ジブリの“大じゃない”博覧会」
　の開催
スタジオジブリの「過去から未来」を体感するイベントを本県
限定で開催しています。最新作「アーヤと魔女」の人形や
2022年秋に愛・地球博記念公園（長久手市）で開業する
「ジブリパーク」の建築模型などの展示、歴代作の名場面を
背景にした記念写真コーナーなどをお楽しみください。

▽期間＝9月3日㊍まで

▽場所＝県美術館ギャラリーA・B・H・I（名古屋市東区）

▽開館時間＝10時～18時（㊎は20時まで） ※入場は閉館30
分前まで

▽休館日＝毎週月曜日（ただし、8月10日㊊・㊗は開館、11日㊋
は休館）

▽観覧料＝

ローソンチケットで日時指定入場券の事前購入が必要です。
販売枚数には上限があります。

▽Webページ＝https://www.ghibli-daijanaiexpo.jp/
▽問合せ＝ハローダイヤル☎050（5542）8600（8時～22時）

　あいちシェイクアウト訓練の
　参加者募集
大規模地震発生時にその場の状況に応じて身の安全を確
保できるよう、「あいちシェイクアウト訓練」を実施します。

▽日時＝9月1日㊋正午の時報を合図に1分間（独自に設定
した日時で実施することも可）

▽場所＝県内全域（自宅、会社等どこでも参加いただけます。）

▽訓練内容＝その場で自ら「①姿勢を低く、②頭を守り、
③じっとする」の基本行動を行っていただきます。

▽参加方法＝8月31日㊊までに、Webページ又はFAX（052
（954）6911）で参加表明をしてください。

▽Webページ＝https://aichi0901.pref.aichi.jp/

▽問合せ＝災害対策課☎052（954）6149

　「あいち国際女性映画祭2020」
　の開催
世界各国・地域の女性監督による作品や、女性に注目した
作品を集めた国内唯一の国際女性映画祭「あいち国際女
性映画祭2020」を開催します。
25回目を迎える今回は、日本初公開4作品を含む全30作品
の上映に加え、①国内監督などのゲストによるトーク、②国内
外の女性監督によるフィルム・コンペティション、③「命のビ
ザ」の発給で知られる外交官杉原千畝氏のビザ発給80周
年を記念し、映画上映とともにその功績について考えるシン
ポジウムなどを実施します。

▽期間＝9月3日㊍～6日㊐

▽場所＝県女性総合センター（ウィルあいち）（名古屋市東
区）、ミッドランドスクエア シネマ（名古屋市中村区）

▽チケット＝前売り1,000円、当日1,300円など。ウィルあいち、
ローソンチケットなどで購入できます。

▽Webページ＝https://www.aiwff.com

▽問合せ＝あいち国際女性映画祭事務局☎052（962）2520

　「あいち雇用労働まるごと相談会」
　の開催
県内の事業者及び労働者の方を対象に、経営、雇用、労働、
生活（住居・資金）に関する相談に応じる相談会を開催します。

▽日時・場所＝

時間は、いずれも10時～16時

▽参加無料

▽申込不要（ただし、社会保険労務士、県よろず支援拠点コー
ディネーターとの相談をご希望の方は、各開催日の4日前までに
Webページ又は電話（☎052（881）5751）であいち雇用労働
まるごと相談会運営事務局へお申込みください。）

▽Webページ＝https://www.marugotosoudankai
-aichi.com/

▽問合せ＝労働福祉課☎052（954）6899

　「第36回県民の森写生大会」
　の開催
県民の森（新城市）の夏や秋の風景を自由に描く写生大会を
開催しています。

▽期間＝11月29日㊐まで

▽参加資格＝幼児、小・中学校及び特別支援学校（高等部
を除く。）の児童生徒 ▽参加無料

▽参加方法＝県民の森内の「モリトピア愛知」で受付し、お配りす
る専用画用紙に描いてください。（応募作品は返却しません。）

▽賞＝県知事賞、県教育委員会賞、新城市長賞など計12点
（参加賞もあります。）

▽Webページ＝https://www.aichi-park.or.jp/kenmin/

▽問合せ＝県民の森☎0536（32）1262

　あいち航空ミュージアム
　「夏休みイベント」の開催
県営名古屋空港のPRや、空港を支える人たちの仕事を紹
介する「空港博士になろう！ パネル展示」や「名機百選総選
挙」など、この時期限定の様々なイベントを開催しています。
詳細はWebページでご確認ください。

▽期間＝8月31日㊊まで（8月は無休）

▽開館時間＝9時30分～17時（8月8日㊏～15日㊏は18時まで）
※入館は閉館30分前まで

▽場所＝あいち航空ミュージアム（西春日井郡豊山町）

▽入館料＝一般1,000円、高校・大学生800円、小・中学生500円

▽Webページ＝https://aichi-mof.com/

▽問合せ＝あいち航空ミュージアム☎0568（39）0283

　「愛知まちなみ建築賞」の
　作品募集
良好なまちなみ景観の形成や潤いのあるまちづくりに寄与す
るなど、良好な地域環境の形成に貢献していると認められる
建築物又はまちなみを表彰します。

▽推薦・応募期間＝8月20日㊍まで（郵送は当日消印有効）

▽推薦・応募資格＝なし（県民の皆様からのご推薦又は建
築主（築造主）・設計者・施工者の方からの積極的なご応募
をお待ちしています。）

▽推薦・応募方法＝Webページから推薦・応募用紙をダウン
ロードし、郵送又はEメールで公園緑地課（〒460-8501（住
所記載不要）、Eメール（koen@pref.aichi.lg.jp））へお申
し込みください。

▽Webページ＝https://www.pref .aichi . jp/soshiki/
koen/machiken2.html

▽問合せ＝公園緑地課☎052（954）6612

　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）の区分により、入居者の先
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161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

▽持参受付期間＝8月3日㊊～11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/2020senchakujun2.html

▽問合せ＝県住宅供給公社賃貸住宅課☎052（954）1362

　「第13回こども絵画コンクール」の
　作品募集
遊んで楽しかったことや、スポーツをがんばったところを描い
た作品を募集します。

▽テーマ＝「あそび」、「スポーツ」又は「アウトドア活動」

▽応募期間＝8月11日㊋～9月11日㊎（当日消印有効）

▽応募資格＝県内在住の3才から小学生 ▽参加無料

▽応募方法＝四つ切りの画用紙に、クレヨン又は水彩絵の具
を使用し、指定の応募用紙を貼付の上、（公財）県教育・ス
ポーツ振興財団教育振興課（〒460- 0007名古屋市中区
新栄1-49-10）へ郵送してください。詳細は
Webページでご確認ください。

▽賞＝県知事賞、県議会議長賞、県教育委員
会賞など（参加賞もあります。）

▽Webページ＝https://www.aichi-kyo-spo.com/

▽問合せ＝（公財）県教育・スポーツ振興財団教育振興課
☎052（242）1588

　高校生の文化の祭典！
　「アートフェスタ」の開催
県高等学校文化連盟に加盟する文化部生徒の発表の場
「アートフェスタ－愛知県高等学校総合文化祭－」を開催
します。様々な文化部の全国レベルの作品が楽しめます。

▽期間＝8月18日㊋～23日㊐

▽内容＝美術・工芸、書道、写真の作品展示　

▽場所＝愛知芸術文化センター（名古屋市東区）

▽入場無料

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
syogaigakushu/0000050211.html

▽問合せ＝教育委員会生涯学習課☎052（954）6781

　2021年度県立看護専門学校
　入学試験

▽募集人員＝総合看護専門学校第一看護科（名古屋市昭
和区）120名、愛知看護専門学校第一看護科（岡崎市）80名

▽試験区分・試験日（2校共通）＝①推薦・社会人・地域枠推
薦入学試験：11月18日㊌、②一般入学試験：2021年2月3日㊌

▽出願期間（2校共通）＝①推薦・社会人・地域枠推薦入学
試験：10月15日㊍～29日㊍（必着）、②一般入学試験：
2021年1月5日㊋～19日㊋（必着）

▽問合せ・Webページ＝
総合看護専門学校☎052（832）8611・https://www.pref.
aichi.jp/soshiki/sogokango/0000083295.html
愛知看護専門学校☎0564（21）2041・ https://www.pref.
aichi.jp/soshiki/aichi-kango/0000032855.html

お知らせ

行催事・募集

試験

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う旅行者や外食需要
などの減少により、県内の観光関連産業や農林水産業は売上
が減少するなど、大きな影響を受けています。
そこで、愛知の観光物産品やお酒のほか、旬の農林水産物など
を特別価格で購入いただける通販サイト「愛知県WEB物産展
（あいちの『食と物産』マルシェ）」を開設しました。
本サイトでは、大変お得に買い物ができるキャンペーンも実施し
ますので、この機会に、本県自慢の名産品や丹精込めて育てた
旬の農林水産物などをぜひお買い求めください。

▽Webページ＝https://event.rakuten.co.jp/area/aichi/exhibition/

▽問合せ＝食育消費流通課☎052（954）6434、観光振興課☎052（954）6355

「愛知県WEB物産展（あいちの『食と物産』マルシェ）」オープン！「愛知県WEB物産展（あいちの『食と物産』マルシェ）」オープン！

■愛知県新型コロナウイルス感染症対策推進条例（仮称）骨子案

▽意見募集期間＝8月25日㊋まで

▽問合せ＝感染症対策課☎052（954）7465

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。

県 民 意 見 募 集

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

あいちが誇る逸品をぜひ！あいちが誇る逸品をぜひ！

サイト運営期間＝
2021年1月31日㊐まで

（予定）

日時指定入場券
平日

土日祝日

一般
1,400円
1,500円

高校・大学生
1,000円
1,100円

小・中学生
700円
800円

8月  5日㊌
9月  2日㊌
8月24日㊊
9月14日㊊
9月30日㊌

県産業労働センター（ウインクあいち）
（名古屋市中村区）
西三河県民事務所（岡崎市）
豊橋商工会議所（豊橋市）
刈谷市産業振興センター（刈谷市）

新型コロナウイルス感染防止対策を
徹底しましょう！

新型コロナウイルス感染防止対策を
徹底しましょう！

①不要不急の行動自粛など自覚を持った適切な行動
●３密の回避、人との距離の確保、マスクの着用、手指衛生など基本的な感染防止対策の徹底
●接触確認アプリ「COCOA」の活用

②感染防止対策の徹底
●感染拡大予防ガイドライン等の厳守
●感染防止対策に取り組む「安全・安心宣言施設」の利用
●PRステッカー・ポスターの掲示・活用

③不要不急の東京等への移動自粛

①不要不急の行動自粛など自覚を持った適切な行動
●３密の回避、人との距離の確保、マスクの着用、手指衛生など基本的な感染防止対策の徹底
●接触確認アプリ「COCOA」の活用

②感染防止対策の徹底
●感染拡大予防ガイドライン等の厳守
●感染防止対策に取り組む「安全・安心宣言施設」の利用
●PRステッカー・ポスターの掲示・活用

③不要不急の東京等への移動自粛
新型コロナウイルス感染症対策については、「愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト」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
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/  　 愛知県　新型コロナ対策　 検索

PRステッカー（イメージ） ▼

8月31日㊊は個人事業税第一期分の納期限です。～個人事業税第一期分の納税をお忘れなく～ 8月は「食品衛生月間」です。 ～食中毒予防の三原則は、菌を「つけない」「増やさない」「やっつける」～

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1069

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（8月）  県のラジオ番組（8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

就職氷河期世代の就職・社会参加を支援します！ 
　“就職氷河期世代”の中には、不安定な就労を余儀なくされて
いる方や、長期間無業状態にある方、社会参加に向けた支援が
必要な方が、全国で約100万人に上ると見込まれています。
　こうした様 な々状況に置かれている方々が、自ら望む形で就職や
社会参加を実現できる社会づくりを目指す必要があります。

　このため、愛知県・愛知労働局を始め、官民が参画する「あいち
就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」が中心となって、
地域を挙げて就職氷河期世代の方々への支援に取り組んで
まいります。


