
浸水のおそれあり

浸水のおそれあり

土砂災害のおそれあり みんなで逃げ遅れゼロへ！！
ハザードマップ等で自宅がある場所に

色が塗られている場合は、災害のおそれがあります。
早めの避難を心がけてください。

感染症対策として避難所での密を避けるためにも
自宅や親戚・知人宅など、避難所以外にも

安全な避難先を考えておきましょう。

危険な場所から全員避難！危険な場所から全員避難！ハザード
マップ等で
ハザード
マップ等で

この内容に関するご意見・お問合せは、防災安全局防災危機管理課 ☎052（954）6190（ダイヤルイン）まで　本県の「防災」に関する情報は、 検索愛知県　防災

災害時には適切な避難行動を取りましょう！

避難指示（緊急）は必ず発令されるものではありません。危険な場所にいる場合は、
避難勧告が発令され次第、避難指示（緊急）を待たずに速やかに避難してください。

避難に関するポイント

過去の災害について
詳しく知りたい方は
コチラ！

場所：伏見ライフプラザ5階 鯱城ホール（名古屋市中区）
日時：10月6日㊋13時30分～16時30分

「防災講演会あいち～東海豪雨から20年～」

災害発生！

5
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災害への心構えを
高める

ハザードマップ等で
避難行動の確認

早期注意情報
（気象庁が発表）

災害発生情報
（市町村が発令）

危険な場所から

全員避難！

避難勧告・避難指示（緊急）
（市町村が発令）

洪水、大雨、高潮注意報
（気象庁が発表）

危険な場所から

高齢者等は避難！

避難準備・高齢者等避難開始
（市町村が発令）

命を守る最善の行動を！
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警戒レベル

3
警戒レベル

2
警戒レベル

1
警戒レベル

●事前にハザードマップ等を確認！
安全な場所にいる人まで避難所に行く必要はありません。市町村が発行するハザードマップ等で
自宅の災害リスクを確認し、事前に家族で避難場所等について話し合っておきましょう。

安全な自宅に留まることや親戚・知人宅に避難することも考えてみましょう。
●避難先は、小中学校・公民館だけではありません！

感染症対策のため、できるだけ携行してください。
●避難する際はマスク・消毒液・体温計を持参！

やむを得ず車中泊する場合は、浸水しないよう周囲の状況等を十分に確認してください。
●豪雨時の移動は車も含め危険！

●避難所が変更・増設される可能性があります。
災害時にはお住まいの市町村のWebページなどで確認してください。

「警戒レベル4」で危険な場所から全員避難！

　マイナポイント事業のご案内

マイナンバーカードを活用した消費活性化策として、マイナポ
イント事業が実施されていますので、ぜひご活用ください。

▽内容＝マイナンバーカードを使って、マイナポイントの予約・申
込みを行い、ご自身で選択したキャッシュレス決済サービスで
チャージ又はお買い物をすると、25%、上限5,000円分のマイナ
ポイント（選択したサービスで使えるポイント）が付与されます。

▽ポイント付与期間＝2021年3月31日㊌まで

▽マイナンバーカード申請方法＝パソコン・スマートフォン・郵
便・証明用写真機などから申請できます。
カードの受取りは、お住まいの市町村窓口へ、
混雑を避けてお越しください。

▽Webページ＝
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

▽問合せ＝マイナンバー総合フリーダイヤル☎0120（95）0178

　「秋の全国交通安全運動」の実施

秋は、日没時刻が日増しに早くなり、運転者から歩行者や自転車
の動きが見えづらくなる夕暮れ時と、仕事や学校からの帰宅時
間帯とが重なるため、交通事故の増加が心配されます。ドライ
バーや自転車は早めのライト点灯、歩行者は反射材を着用する
など、交通事故の防止に努めましょう。

▽期間＝9月21日㊊・㊗～30日㊌（交通事故死ゼロを目指す日：
9月30日㊌）

▽運動重点＝◇子どもを始めとする歩行者の安全と自転車の
安全利用の確保 ◇高齢運転者等の安全運転の励行 ◇夕暮
れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転等の危険運転の防止

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

▽問合せ＝県民安全課☎ 052（954）6177

　「子ども食堂推進事業費補助金」
　のご案内

全ての子どもが輝く未来の実現に向けて、子どもの貧困対策
を更に充実・強化するため、子ども食堂の開設や子ども食堂
における学習支援の取組への補助を行っています。

▽補助対象者＝①新たに子ども食堂を開設される方、②子ども
食堂での学習支援を行う方

▽補助内容＝①子ども食堂開設支援（会場とする住宅などの
改修費や備品などの購入費用）、②子どもの学習支援（子ど
も食堂における学習支援に必要となる学習参考書・児童図書
及び感染症拡大防止のための消毒液などの購入費用）

▽補助額＝①1か所当たり10万円以内、②1か所当たり2万
円以内 ※新規開設の方は、①と②を合せて申請可能。

▽申請期間＝11月30日㊊まで（先着順（期間終了前に締め切
る場合があります。））

▽申請方法＝Webページより申請様式をダウンロードの上、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/
chiikifukushi/kodomosyokudou-hojyokin2020.html

▽問合せ＝地域福祉課☎052（954）6627

　「ひとり親世帯臨時特別給付金」
　のご案内
子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯を支援する
ため、「ひとり親世帯臨時特別給付金」を支給します。

▽対象者＝①公的年金給付などを受給しているため、児童
扶養手当を受給していない方、②新型コロナウイルス感染症
の影響などで、収入が児童扶養手当を受給している方と同水
準となった方
なお、2020年6月分の児童扶養手当を受給された方について
は、既に支給されています。

▽支給額＝1世帯に5万円、第2子以降1人につき3万円
※①のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計
が急変し、収入が減少した方は1世帯5万円を追加で支給

▽申請期間・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い合わ
せください。

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

▽問合せ＝児童家庭課☎052（954）6280

　こころの悩み電話相談
　「あいちこころほっとライン365」
　のご案内
自殺を考えている方は、「眠れない」「食欲がない」などの危
険を示すサインを発していることが多いと言われています。
こうしたサインに、周囲の人が気づき、声をかけることや、早め
に専門の相談窓口へつなぐことが自殺を防ぐための大切な
一歩となります。

▽電話番号＝052（951）2881

▽受付時間＝毎日9時～16時30分（土・日・祝日を含む）
※自殺予防週間中の9月10日㊍～16日㊌の7日間は、時間を
延長して20時30分まで相談を受け付けます。

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
imu/jisatsusogotaisaku.html 

▽問合せ＝こころの健康推進室☎052（954）6621

　「♯一番住みたい愛知SNSフォト
　コンテスト2020」の作品募集
本県の美しい風景、おいしい食、伝統工芸品などの文化や
何気ない日常の一コマなど、愛知の住みやすさが伝わる
写真を募集しています。Instagram又はTwitterに、応募
したい部門のハッシュタグをつけて投稿してください。審査
の結果入賞された方には、愛知ゆかりの素敵な賞品をプレ
ゼントします。

▽応募期間＝2021年1月31日㊐まで

▽募集部門＝夏部門、秋部門、冬部門

▽応募方法＝詳細はWebページでご確認ください。（応募規
約を確認の上、ご応募ください。）

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/chiho-sosei/
sumiyasusa/

▽問合せ＝地方創生課☎052（954）6093

　「2020あいち男女共同参画の
　つどい」の開催
毎年10月の男女共同参画月間の一環として、「2020あいち
男女共同参画のつどい」を開催します。

▽日時＝10月15日㊍ 13時～15時40分

▽場所＝県女性総合センター（ウィルあいち）4階ウィルホール
（名古屋市東区）

▽内容＝男女共同参画推進活動者表彰、県女性団体連盟
加盟団体の活動発表、講演（講師：宮本延春氏）

▽参加無料 ▽定員＝400名（事前申込不要）

▽Webページ＝https://www.pref .aichi . jp/soshiki/
danjo/danjo-tudoi2020.html

▽問合せ＝男女共同参画推進課☎052（954）6179

　「生物多様性 あいち学生プロジェクト」
　の参加者募集
オール愛知で生物多様性保全に取り組む学生
組織「GAIA（ガイア）」のメンバーとして、活動を一緒に行っ
ていただく仲間を募集しています。

▽活動内容＝生物多様性保全の活動に参加するとともに、
活動内容に関する情報発信などを行います。

▽対象＝県内で活動可能な大学生などのユース世代で、生
物多様性及びSDGsに関心のある方

▽参加無料（参加に係る経費（交通費など）は自己負担）

▽申込方法＝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/
shizen/2019gakusei.html

▽問合せ＝自然環境課☎052（954）6229

　「あいちアール・ブリュット展」の
　開催
障害のある方のアート作品を展示する
「あいちアール・ブリュット展」を開催します。

▽日時＝9月17日㊍～22日㊋・㊗ 10時～18時
（22日は12時まで）

▽場所＝名古屋市民ギャラリー矢田（名古屋市東区）

▽内容＝県内の障害のある方から公募で寄せられたアート
作品の展示、過去のあいちアール・ブリュット展で2回入選
された方やアート雇用で活躍されている方の作品を中心とし
た特別展示 ▽入場無料

▽Webページ＝http://www.aichi-artbrut.jp/

▽問合せ＝障害福祉課☎052（954）6697、FAX052（954）
6920、Eメールpowerofart@pref.aichi.lg.jp

　「リアル＆地元で会える！
　就職面接会」の開催（9月開催分）
新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされ
た方などを対象に、早期の再就職を支援するため、就職面接
会を開催します。（10月以降も順次開催予定。）

▽日時＝①9月14日㊊、②9月30日㊌
各日10時～12時（午前の部）、13時～15時（午後の部）

▽場所＝①豊橋商工会議所（豊橋市）、②刈谷市産業振興

センター（刈谷市）

▽内容＝希望する企業のブースで面接を実施

▽入退場自由・参加無料・予約不要

▽参加企業数＝各日16社（予定）

▽Webページ＝https://www.aichi-jobonline2020.info/
event/

▽問合せ＝就業促進課☎052（954）6366

　「あいちのおさかなカードキャンペーン」
　の実施
県産水産物の消費拡大を図るため、50種類の「おさかなカー
ド」を作成し、産地の店舗などで無料配布するとともに、抽
選で水産物などが当たる「あいちのおさかなカードキャン
ペーン」を実施しています。

▽期間＝9月30日㊌まで

▽内容＝県産水産物を扱う産地の小売店や飲食店で、買い
物や飲食をした方に「おさかなカード」を配布します。更に、
「あいちのおさかなクイズ」に解答いただいた方の中から、抽
選で119名に、うなぎの蒲焼きを始めとする県産水産物などを
プレゼントします。 ▽参加無料

▽Webページ＝https://osakana-card.com

▽問合せ＝あいちのおさかなカードキャンペーン事務局☎
0569（29）2525

　「森林公園四季の風景写真展」
　の作品募集
四季折々、様々な表情を見せる森林公園内で撮影した風景
写真を募集します。

▽応募期間＝2020年12月27日㊐まで（必着）

▽場所＝県森林公園（尾張旭市）

▽内容＝「森林公園四季の風景」をテーマとした、森林公園
内で撮影した写真。なお、応募は1人2点までで、未発表のも
のに限ります。 ▽参加無料

▽申込方法＝印画紙にプリントした作品（6つ切りから4つ切り
までのサイズ）に、必要事項を記入した応募用紙（公園内各
所又はWebページから入手可）を添付し、郵送又は持参によ
り森林公園（〒488-8555 尾張旭市大字新居5182-1）へお申
し込みください。

▽Webページ＝https://www.aichishinrin.jp/

▽問合せ＝県森林公園☎0561（53）1551

　「防災ヘリコプターイベント」の開催

県営名古屋空港を拠点に活動する県防災航空隊の防災ヘ
リコプター「わかしゃち」による救助訓練（吊り上げ訓練）・搭
載機材の展示や、防災航空隊の活動を紹介するパネル展示
などを行います。
詳細はWebページでご確認ください。

▽日時＝9月26日㊏ 13時30分～15時30分（※予備日：9月27
日㊐ 13時30分～15時30分）

▽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

　県営住宅の入居者募集（抽選）

▽募集住宅＝【既設】清明山住宅（千種区）始め144団地571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＝9月7日㊊～15日㊋まで（当日消印有効）

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
jutakukanri/2020chusen2.html

▽問合せ＝県住宅供給公社賃貸住宅課☎052（954）1362

　障害者を対象とした県職員・警察職員・
　市町村立小中学校職員採用選考
　（高校卒業程度）

▽選考区分・採用予定人員＝①県職員（事務：約15名）、②警
察職員（事務：若干名）、③小中学校職員（事務：約5名）

▽第一次選考日＝10月18日㊐

▽受験資格＝身体障害者手帳、都道府県知事又は政令指定
都市市長が発行する療育手帳（愛護手帳など）、精神障害者
保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方（他にも要件
がありますので、必ず受験案内でご確認ください。）

▽受験案内・申込書の配布＝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9月18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

お知らせ

試験

国勢調査は、日本に住むすべての人と世帯を対象とした、国の最も重要な統計調査です。
調査の結果は、災害時に必要な物資の備蓄に利用されるなど、わたしたちの生活の
身近なところで役立っています。
今年は、5年に1度の調査年にあたり、10月1日を基準日として実施します。
9月14日㊊から調査員が調査書類を配布します。回答は、できる限り、24時間可能で簡単・便利なインターネット
でお願いします。（郵送（送付先：総務省が設置する新大阪郵便局私書箱15号）での回答も可能です。）
新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、調査書類の配布や調査票の受け取りを、できる限り、世帯の皆様と
調査員が対面しない方法で行います。期限内にご回答をよろしくお願いします。

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/toukei/　 ▽問合せ＝統計課☎052（954）6116

令和2年国勢調査を実施します！令和2年国勢調査を実施します！

9 14 10 7月 水

インターネット回答期間

1010 71木 水

調査票（紙）での回答期間

回答は簡単便利なインターネットで！回答は簡単便利なインターネットで！

新型コロナウイルス感染防止新型コロナウイルス感染防止

①不要不急の行動自粛・行動の変容
●高齢者等重症化しやすい方々への配慮
●５～6人以上の大人数での会食・宴会の自粛、飛沫が飛び交う場の利用回避
●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

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県をまたぐ不要不急の移動自粛

①不要不急の行動自粛・行動の変容
●高齢者等重症化しやすい方々への配慮
●５～6人以上の大人数での会食・宴会の自粛、飛沫が飛び交う場の利用回避
●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

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県をまたぐ不要不急の移動自粛
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） ▼ 行催事・募集

～「感染しない、感染させない」を徹底しましょう～～「感染しない、感染させない」を徹底しましょう～

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1070

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（9月）  県のラジオ番組（9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

9月20日から26日は「動物愛護週間」です。～ペットを飼うときは、その動物の一生に責任を持って飼いましょう～ 9月24日～30日は「結核予防週間」です。～2週間以上の咳？！結核を、知って予防。早めの受診！！～

災害への心構え
　近年、全国各地において、集中豪雨、台風、地震などによる
大規模な自然災害が相次いで発生しております。
　愛知県では、「安全・安心なあいち」に向けて、防災・減災
対策に取り組んでいますが、県民の皆様一人ひとりが心構えを
持ち、早めの避難やハザードマップ等の確認、家具等の固定

などの備えをしていただくことで、被害を減らすことができます。
　「備えあれば憂いなし」
　ご自身やご家族など大切な人を守るため、日頃から災害に
備えていただきますようお願いします。


