
竪穴住居、高床倉庫、環濠、
方形周溝墓、水田を復元！

この内容に関するご意見・お問合せは、県民文化局文化財室 ☎052（954）6782（ダイヤルイン）まで　あいち朝日遺跡ミュージアムに関する情報は、 検索あいち朝日遺跡ミュージアム

弥生時代の全国最大級の環濠集落「朝日遺跡」の魅力を発信するミュージアムが誕生。
2,000年前の弥生時代を体感してみよう！

あいち朝日遺跡ミュージアム
■場　　所／清須市朝日貝塚1番地
■開館時間／9：30～17：00（11月22日㊐の開館は11：30頃）
■休 館 日／月曜日（祝日の場合、翌平日）、12/28～1/3
■観 覧 料／一般300円、大学生・高校生200円
　　　　　   学校行事の高校生・引率者、中学生以下、障害者は無料

開館記念展「朝日遺跡のデザイン」
第一期：11月22日㊐～2021年1月17日㊐　第二期：2021年1月23日㊏～3月21日㊐
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朝日銅鐸！

弥生時代の衣装や火起こし、
勾玉・土器づくりなどを体験！ 「朝日

遺跡」の大きさを

ジオラマで体感！

あいち朝日遺跡ミュージアム
マスコットキャラクター「アカ」「クロ」

朝日遺跡生まれのなぞの
円窓付土器！

[電　車]
●城北線「尾張星の宮駅」
　徒歩9分
●名鉄「新清洲駅」
　徒歩22分
●JR「枇杷島駅」
　徒歩30分
[自動車]
●「清洲東IC」車1分
※11月22日㊐・23日㊊・㊗は施設内の駐車場が利用できないため、自動車でお越しの方は清洲公園駐車場から
運行する臨時シャトルバスをご利用ください。臨時シャトルバスは名鉄新清洲駅、ＪＲ枇杷島駅からも運行します。
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●20名以上は団体割引があります。 ●年間パスポート／一般1,000円、大学生・高校生600円
●清洲城共通券（一般500円）、体感！しだみ古墳群ミュージアム共通券（一般400円、大学生・高校生300円）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入場制限を設ける場合があります。
　入館の際には、マスク着用及び検温にご協力をお願いします。

清須市役所

清洲公園
駐車場

N

　2020年度第2回「県政世論調査」
　の実施
県政運営の基礎資料とするため、「県政世論調査」を実施
しています。調査対象者は、無作為に抽出した、満18歳以
上の県民3,000名の皆様です。該当の方には調査票を郵
送していますので、ぜひとも調査へのご協力をよろしくお願
いします。

▽調査期間＝11月20日㊎まで

▽調査項目＝①県の広報活動、②ヘルプマーク及び身体
障害者補助犬、③資源循環型社会づくり、④テレワーク、
⑤特殊詐欺に関する意識、⑥文化芸術

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
koho/02-02yorontyousa.html

▽問合せ＝広報広聴課☎052（954）6170

　11月は「愛知県多重債務者相談
　強化月間」です
借金の返済にお悩みの方は、一人で悩みを抱え込まず、
まずは県や市町村の相談窓口へお気軽にご相談くださ
い。消費生活相談員が多重債務問題解決のお手伝いを
します。相談は無料で、秘密は厳守しますので、ご安心く
ださい。

▽相談窓口＝県消費生活総合センター（名古屋市中区）

▽電話番号＝☎052（962）0999

▽受付時間＝平日9時～16時30分､㊏･㊐9時～16時（祝日
（㊏･㊐を除く）及び年末年始を除く。）

▽その他＝各市町村でも相談を受け付けていますので、詳
細はWebページでご確認ください。相談内容により、法律
の専門家や適切な機関等をご案内します。

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
kenminseikatsu/0000081332.html

▽問合せ＝県民生活課☎052（954）6165

　11月は「子ども・若者育成支援
　県民運動強調月間」です
全ての子ども・若者は、健やかに成長すると
ともに、明るい未来を切り拓いていく、かけ
がえのない存在です。
一方、ひきこもり、不登校、少年非行、児童虐待、SNSの
普及に伴う犯罪被害など、子ども・若者をめぐる課題は、
依然として山積しています。
このような課題の解決には、子どもや若者を孤立させず、
関係者一人一人が関心を持ち、地域全体で支えていく
ことが重要です。
子ども・若者育成支援に対する理解を深めるため、「子ど
も・若者育成支援県民運動強調月間」の期間中、県内各
地でＰＲ活動などを実施します。　　　　　　　　　　

▽スローガン＝育てよう　自分に勝てる子　負けない子

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

▽問合せ＝社会活動推進課☎052（954）6175

　「中小企業応援障害者雇用奨励金」の
　支給要件を緩和しました
初めて障害者を雇用する中小企業を支援する「中小企業
応援障害者雇用奨励金」制度の支給要件を、10月1日から
緩和しました。

▽主な変更点＝支給対象の範囲を、障害者雇用義務の有
無にかかわらず、全ての中小企業としました。

▽対象＝初めて障害者を雇用し、６か月以上継続雇用をし
ている、県内に主たる事業所を有する中小企業（この他に

も要件があります。）

▽申請方法など＝申請期間や必要書類などの申請に係る
手続きの詳細は、Webページでご確認ください。

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
shugyo/ouen.html

▽問合せ＝就業促進課☎052（954）6367

　県産木材を使用した住宅等に対する
　助成のご案内
県産木材を使用した住宅・建築物の新築又は増改築など
に対して助成します。

▽対象＝県産木材を構造材、内外装材に使用した、県内
の住宅・建築物。（2022年2月15日㊋までに対象となる木工
事が完了する必要があります。）

▽助成金額＝県産木材の使用量に応じて決定します。
構造材：3万円/m3、内外装材：3千円/m2（最大87万円/棟）

▽応募資格＝住宅・建築物を施工する工務店などの施工者

▽応募期間＝11月2日㊊～2021年1月29日㊎（必着）

▽応募方法＝必要書類を県森林組合連合会、県林業振
興基金などの団体に、郵送又は持参により提出してくださ
い。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/
rinmu/juyoukanki.html

▽問合せ＝林務課☎052（954）6445

　「愛知県・ビクトリア州・江蘇省友好提携
　40周年記念フェスティバル」の開催
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、友好提携先をより深く知っていただける
イベントを開催します。会場では、「友好提携40周年フォト
コンテスト」の優秀作品も併せて展示します。

▽日時＝11月7日㊏ 11時～17時、8日㊐ 11時～16時
※フォトコンテスト優秀作品の展示は11月2日㊊～8日㊐ 
10時～20時

▽場所＝ららぽーと名古屋みなとアクルス（名古屋市港区）

▽参加無料

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

▽問合せ＝フェスティバル事務局☎052（249）
3931

　「多文化共生フォーラムあいち2020」
　の開催
11月は、「あいち多文化共生月間」です。
多文化共生に対する理解を深めていただくため、「多文化
共生フォーラムあいち2020」を開催します。

▽日時＝11月21日㊏ 13時～16時

▽場所＝名古屋国際センター別棟ホール（名古屋市中村区）

▽内容＝①県多文化共生推進功労者表彰、②基調講演、
③パネルトーク

▽参加無料 ▽定員＝100名（事前申込制・先着順）

▽申込方法＝11月19日㊍まで（必着）に、参加申込書に必
要事項を記入の上、郵送、FAX又はEメールのいずれか
で、多文化共生推進室（〒460-8501（住所記載不要）、
FAX052（971）8736、Eメールtabunka@pref .a ichi .
lg.jp）へお申し込みください。

▽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

　「食品ロス削減イベント・ごみゼロ社会
　推進あいち県民大会」の開催
食品ロス（まだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまう
食品）の問題や３R（リデュース、リユース、リサイクル）の取
組を知っていただくため、イベントを開催します。

▽日時＝11月5日㊍ 10時～16時

▽場所＝オアシス21銀河の広場（名古屋市東区）

▽内容＝①家事えもんさんや浅尾美和さんのトークショー、
②企業・団体による取組紹介、③家庭等で余った食品を
持ち寄るフードドライブの実施、④名古屋CLEAR’S、Re
☆Staのミニライブなど

▽参加・観覧無料（事前申込不要）

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
junkan/r2foodloss-kenmin.html

▽問合せ＝資源循環推進課☎052（954）6234

　正社員を目指す就職氷河期世代の
　ための合同企業説明会の開催
正社員就職を希望する就職氷河期世代の方々を支援

するため、求人企業と直接面談できる合同企業説明会
「ミドル世代働き方発見フェア」を開催します。

▽日時＝11月23日㊊・㊗及び24日㊋ 13時～16時

▽場所＝県産業労働センター（ウインクあいち）8階展示場
（名古屋市中村区）

▽対象＝主に愛知県内の企業に正社員として就業を希望
する30代・40代の方

▽内容＝企業ブース（各日25社予定）、各種支援コーナー

▽予約不要・参加無料・入退場自由

▽Webページ＝https://aichi-seiki-support.jp

▽問合せ＝令和2年度就職氷河期世代就職支援事業事
務局☎052（265）8121

　技能五輪全国大会・全国アビリンピック
　をLIVE配信します
第58回技能五輪全国大会・第40回全国アビリンピック
（無観客開催）の模様をLIVE配信します。ぜひご覧いた
だき、訓練を重ねてきた愛知県選手を応援してください。

▽日程＝11月13日㊎合同開会式、14日㊏競技、15日㊐
競技及びアビリンピック成績発表、16日㊊技能五輪閉会式
※詳細はWebページでご確認ください。

▽場所＝県国際展示場（Aichi Sky Expo）（常滑市）他
6会場

▽Webページ＝https://gorinabi2020.jp/

▽問合せ＝技能五輪・アビリンピック推進室
☎052（954）6884

　「マラソンフェスティバル ナゴヤ・
　愛知2021」のボランティア募集
名古屋ウィメンズマラソンを中心とした「マラソンフェスティ
バル ナゴヤ・愛知2021」を一緒に盛り上げていただくボラン
ティアを募集します。

▽日時＝2021年3月12日㊎～14日㊐（1日のみの参加も可）

▽場所＝名古屋市内各地

▽定員＝①団体5,500名、②個人2,300名（それぞれ先着順）

▽募集期間＝①11月20日㊎まで、②11月27日㊎まで

▽申込方法＝インターネット（新規の方は、事前に「GO 
SPORTS WEB」への会員登録（無料）が必要）又は郵送
（〒461-0004 名古屋市東区葵1丁目7-17 STCビル4階）
にて受付 

▽Webページ＝https://marathon-festival.com/volunteer/

▽問合せ＝マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知 ボランティア
センター☎052（938）8008（受付時間：平日10時～17時）

　2021年度採用障害者を対象とした
　愛知県公立学校常勤講師採用選考

▽任用期間＝2021年4月1日から1年間

▽受験資格（①、②の全てを満たす方）＝①身体障害者
手帳の交付を受けその障害の程度が1級から6級までの
方、療育手帳を交付されている方又は精神障害者保健福
祉手帳を交付されている方、②受験区分・教科に対応す
る教員の普通免許状を現に所有している方又は2021年
3月31日までに取得見込みの方

▽試験日＝12月12日㊏

▽受験案内＝11月2日㊊から教育委員会教職員課、各教
育事務所及び各県民相談室などで配布するほか、Web
ページからも入手できます。なお、出願は郵送に限ります。

▽受付＝11月9日㊊～20日㊎まで（当日消印有効）

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

▽問合せ＝教育委員会教職員課☎052（954）6769・6770

お知らせ

試験

■次期あいち山村振興ビジョン（仮称）

▽意見募集期間＝11月20日㊎まで

▽問合せ＝地域振興室☎052（954）6097
■次期ICTプラン中間とりまとめ

▽意見募集期間＝11月22日㊐まで

▽問合せ＝情報政策課☎052（954）6112 
■あいち社会資本整備方針2025（案）

▽意見募集期間＝11月30日㊊まで

▽問合せ＝建設企画課☎052（954）6611

県 民 意 見 募 集

行催事・募集

児童虐待相談の対応件数は年々増加しており、本県でも全国的にも、過去最多の更新が続いています。
児童虐待は、どの家庭でも起こりうるものです。地域みんなで子育てを応援し、児童虐待防止に努めていくことが大切です。
「虐待かも」と思ったら、市町村の児童福祉担当課又はお住まいの地域の児童（・障害者）相談センターへご相談ください。

▽子ども相談WEBページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/owari-fukushi/jiso.html

▽問合せ＝児童家庭課☎052（954）6281

▽児童相談所虐待対応ダイヤル＝「189（いちはやく）」

11月は「児童虐待防止推進月間」です！11月は「児童虐待防止推進月間」です！

毎年12月から3月にかけてインフルエンザが流行します。インフルエンザにかかると高熱や関節痛などの全身症状を示します。
多くの場合は1週間程度で回復しますが、高齢者や基礎疾患のある方、小さなお子さんなどは、肺炎などを伴って症状が
悪化することがあります。今年は、新型コロナウイルス感染症の対策と合わせて、インフルエンザの予防をお願いします。

＜インフルエンザを予防するために＞
　①身体的距離を確保しましょう。
　②マスクの着用などの咳エチケットを守りましょう。
　③こまめな手洗いを徹底しましょう。
　④規則正しい生活を送り、体調を整えましょう。

＜インフルエンザワクチンについて＞
インフルエンザワクチンには、発症する可能性を減らし、発症した際の症状の悪化を防止する効果が期待できます。ワクチンは
その年の流行を予測して製造しているため、十分な免疫を保つためには毎年接種を受けることが大切です。
今年は新型コロナウイルス感染症との同時流行を見据え、65歳以上の高齢者の方及び医療従事者や基礎疾患のある方、
妊婦、生後6ヶ月から小学校2年生までのお子さんは、早めのワクチン接種が推奨されていますので、希望される方は早めの
接種を心がけてください。

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kansen-taisaku/influ.html

▽問合せ＝医療体制整備室☎052（954）6272

みんなで予防！インフルエンザみんなで予防！インフルエンザ

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。

子ども虐待防止
オレンジリボン運動

連絡は匿名で行うことも可能です。
連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
※通話料は無料です。ただし一部のＩＰ電話からはつながりません。お住まいの地域の児童相談所につながります。

児童相談所
虐待対応
3桁

ダイヤル

マメに
　 マスク

マメに
　 手洗い

厚生労働省インフルエンザ予防啓発キャラクター
マメゾウくん コマメちゃん

24時間365日対応

ゆうりぃ

発熱等の症状がある方は、まず「かかりつけ医」へ！発熱等の症状がある方は、まず「かかりつけ医」へ！
新型コロナウイルス感染症を疑う症状がある方には、これまで、保健所に設置した「帰国者・接触者
相談センター」に相談いただいていましたが、今後、発熱等の症状がある方は、まず、お近くのかかり
つけ医に電話でご相談ください。

詳細は、愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイトでご確認ください。

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

11月10日から16日は「アルコール関連問題啓発週間」です。 ～ご自身の飲み方を振り返ってみましょう～

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1072

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（11月）  県のラジオ番組（11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

11月11日～１7日は「税を考える週間」です。 ～ ちいきの ほっとする暮らしと うつくしい未来のため ぜんいんが いまできること～

「あいち朝日遺跡ミュージアム」がオープン！
　11月22日（日）、いよいよ「あいち朝日遺跡ミュージアム」が
オープンします。
　館内では、弥生時代の遺跡では全国No.1の点数を誇る重要文化
財を展示するほか、ジオラマや映像などにより、当時の生活の様子を
わかりやすく再現しています。屋外には、当時の建物や水田などを

復元しており、弥生時代の生活空間を体感することができます。
　また、土器づくりや火起こしなど、子どもたちが楽しめるコンテ
ンツもあります。
　ぜひミュージアムにお越しいただき、弥生時代の世界をお楽し
みください。


