
12月は
飲酒運転根絶
強調月間！

飲酒運転による死亡事故は、被害者の命を奪うだけでなく、

その家族の人生にも、大きな喪失感を与え続けます。

自分が飲酒運転をしないことはもちろん、

周りの人にも飲酒運転をさせないよう、

みんなで飲酒運転根絶に取り組みましょう。

あの人がお酒を飲んで
運転していなければ・・・

飲酒運転は犯罪です！運転者以外も厳罰！
飲酒運転に対する罰則 運転者が酒酔い運転の場合の周囲の罰則

●同乗者
懲役3年以下又は
罰金50万円以下

●車両の提供者
懲役5年以下又は
罰金100万円以下

●酒類の提供者
懲役3年以下又は
罰金50万円以下

●酒酔い運転
懲役5年以下又は罰金100万円以下
免許取消（欠格期間3年）　基礎点数35点

●酒気帯び運転
懲役3年以下又は罰金50万円以下
免許取消（欠格期間2年）　基礎点数25点※

「年末の交通安全県民運動」を実施中！

＜運動重点＞
●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根絶
●子供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

12月1日　 ～10日火 木

検索愛知県庁　交通安全お問合せは、防災安全局県民安全課 ☎052（954）6177（ダイヤルイン）まで　本県の「年末の交通安全県民運動」に関する情報は、

※呼気中アルコール濃度が0.25mg/l以上の場合

　PayPay及びLINE Payを利用した
　納税のご案内
12月1日㊋から、スマートフォン決済アプリによる県税の納付
方法に、新たにPayPay及びLINE Payが加わりました。

▽ご利用に当たっての注意事項＝
①事前に利用登録やチャージが必要です。
②別途通信料が発生します。
③納付書1枚当たりの合計金額が30万円までのバーコード
が印字された納付書に限ります。

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
zeimu/0000010433.html
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、スマート
フォン決済アプリを始めとした非対面式のキャッシュレス
納税（クレジットカード、ペイジーなど）をぜひご利用ください。                                    

▽問合せ＝税務課☎052（954）6050

　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名古屋市中村区稲
葉地町字頓振5番1（350.01㎡、3,301万円）、②名古屋市中

区栄一丁目1804番（542.09㎡、32,335万円）、③名古屋市
守山区緑ケ丘865番外1筆（1,654.15㎡、6,051万円）

▽入札日＝12月24日㊍

▽入札会場＝県自治センター（名古屋市中区）

▽現地説明会＝12月9日㊌ ▽参加申込期間＝12月14日㊊まで

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

▽問合せ＝財産管理課☎052（954）6147

　「第4回消費者団体訴訟制度の活用について
　考えるシンポジウム」の参加者募集
内閣総理大臣が認定した消費者団体が、事業者の不当な
行為の差止や消費者に代わって被害の回復を図ることが
できる「消費者団体訴訟制度」への理解を深めるため、シン
ポジウムを開催します。

▽日時＝2021年1月27日㊌ 13時～16時（開場12時30分）

▽場所＝県女性総合センター（ウィルあいち）（名古屋市東区）
※オンラインでも同時開催

▽内容＝適格消費者団体や特定適格消費者団体の活動
に関する講演など

▽参加無料

▽定員＝会場参加100名、オンライン参加100名（事前申込
制・先着順）

▽申込期限＝2021年1月15日㊎まで（必着）

▽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/
kenminseikatsu/dantaisosyousinpojiumu4.html

▽問合せ＝県民生活課☎052（954）6166　
　「2020愛知県環境調査センター
　一般公開デー」の開催
お子様から大人の方まで、より多くの皆様に環境について
一層関心を持っていただくために、県環境調査センターを一般
公開します。施設見学の他にも様々なイベントを行います。
本年4月に新しくなった県環境調査センターへ、ぜひご来場
ください。

▽日時＝12月19日㊏ 10時～15時30分

▽場所＝県環境調査センター（名古屋市北区）

▽内容＝①環境分析施設の見学、②あいち環境学習プラ
ザでのタブレット学習やハンズオン展示の体験、③特別講
演「レッドデータブックから見るあいちの自然」（事前申込
制）、④環境について楽しく学ぶ特別講座、⑤工作教室など

▽参加無料　

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/kankyo-c/

▽問合せ＝環境調査センター☎052（908）5150

　「医療用麻薬の適正使用に関する
　Webセミナー」の開催
医療用麻薬は、がんの痛みの軽減などに使用
されます。医療用麻薬の適正な使用や管理に
ついて学ぶWebセミナーを開催します。この機会に、医療
用麻薬について正しい知識を身につけましょう。

▽日時＝2021年1月7日㊍ 18時～19時
（Webページに直接アクセスしてください。）

▽講師＝県薬剤師会常務理事 橋村孝博氏 ▽参加無料

▽定員＝同時アクセス500拠点まで（事前申込不要）

▽Webページ＝https://seminar.vcube.com/live/ls/
d613cc3b179e40e132e5286f93d2c4f0433c8b78

▽問合せ＝医薬安全課☎052（954）6305

　クラウドファンディングによりお得な
　クーポンや商品を販売中！

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた県内の小売店、
飲食店、ホテル・旅館などを応援するため、クラウドファンディ
ング・プロジェクト「チームあいち元気アクション」を開設し、
20％の割増クーポンや、お店自慢のお得な商品・サービスを
販売しています。この機会に、お得なクーポンや商品などを
購入し、県内の店舗や施設を応援しましょう。

▽期間＝2021年1月31日㊐まで

▽Webページ＝https://team-aichi-cf.jp/

▽問合せ＝チームあいち元気アクション事務局☎052（957）
2416（平日10時～17時）

　「『オンラインインターンシップ』
　支援セミナー」の参加者募集
中小企業の皆様にオンラインインターンシップ
実施のノウハウを伝えるセミナーを開催します。

▽日時・場所＝

時間はいずれも13時30分～16時30分

▽対象＝県内中小企業の経営者・採用担当者

▽参加無料 ▽定員＝各回30社（先着順、1社2名まで）

▽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.chunichi .co . jp/k/
intern_seminar

▽問合せ＝就業促進課☎052（954）6366

　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）世帯の方を対象に入居
希望者の先着順募集を行っています。

▽募集住宅＝味鋺東住宅（名古屋市北区）始め165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＝2021年3月31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/2020senchakujun3.html

▽問合せ＝県住宅供給公社賃貸住宅課☎052（954）1362

　任期付職員採用候補者試験
　（採用年度：2021年度）

▽募集区分・募集人員＝事務（約40名）

▽応募年齢＝不問

▽試験日＝第1次試験…2021年1月10日㊐

▽場所＝県立大学長久手キャンパス（長久手市）

▽受付期間＝電子申請、郵送ともに12月14日㊊まで（郵送
は当日消印有効）

▽募集案内・申込書の配布＝県民相談・情報センター、県
内ハローワークなど

▽その他＝詳細はWebページ「職員採用情報」（https://
www.pref.aichi.jp/life/6/42/）でご確認ください。

▽問合せ＝人事委員会事務局職員課☎052（954）6822又
は人事課☎052（954）6030
 
　一般職非常勤職員採用試験
　（採用年度：2021年度）

▽募集区分・募集人員＝一般事務（約130名）、一般事務
（臨時雇用対策）（約30名）、資料管理事務（若干名）、司書
事務（約15名）、学芸業務事務（若干名）
※新型コロナウイルス感染症の影響により、職を失った方や
採用内定を取消された方などを対象とした募集区分（一般
事務（臨時雇用対策））を新設しました。

▽場所＝県立大学長久手キャンパス（長久手市）、県立農
業大学校岡崎キャンパス（岡崎市）

▽応募年齢、試験日、受付期間、募集案内・申込書の配布、
問合せなど＝上記「任期付職員採用候補者試験」と同じ 

　障害者を対象とした一般職非常勤職員
　採用試験（採用年度：2021年度）

▽募集区分・募集人員＝一般事務（約10名）

▽場所＝県立名古屋特別支援学校（名古屋市西区）、県
自治研修所（名古屋市中区）

▽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

▽応募年齢、試験日、受付期間、募集案内・申込書の配布、
問合せなど＝上記「任期付職員採用候補者試験」と同じ
 
　任期付短時間勤務職員登録試験
　（登録有効期間：2021年4月1日から3年間）

▽内容＝試験合格者に希望の勤務条件をあらかじめ登録
していただき、育児短時間勤務制度を利用する職員があっ
た場合に、条件が一致した方から順次採用のご案内をす
るものです。

▽登録区分・募集人員＝事務（約60名）、心理（約5名）、化学
（約10名）、土木（約5名）、林学（約10名）

▽場所＝県立大学長久手キャンパス（長久手市）

▽応募年齢、試験日、受付期間、募集案内・申込書の配布、
問合せなど＝上記「任期付職員採用候補者試験」と同じ

お知らせ

試験

■愛知県再犯防止推進計画（案）

▽意見募集期間＝12月27日㊐まで

▽問合せ＝県民安全課☎052（954）6176

■第5次愛知県環境基本計画中間とりまとめ

▽意見募集期間＝2021年1月4日㊊まで

▽問合せ＝環境政策課☎052（954）6210 

■あいち生物多様性戦略2030（案）

▽意見募集期間＝2021年1月4日㊊まで

▽問合せ＝自然環境課☎052（954）6475

■第四次愛知県教育振興基本計画（仮称）の
　中間とりまとめ案

▽意見募集期間＝2021年1月4日㊊まで

▽問合せ＝教育委員会教育企画課☎052（954）6827

県 民 意 見 募 集

行催事・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。

12月  8日㊋
12月22日㊋
  1月28日㊍
   2月  2日㊋

豊橋商工会議所（豊橋市）
県産業労働センター（ウインクあいち）
（名古屋市中村区）
刈谷市総合文化センター（刈谷市）

1

3

2

4

現在、県内では、大変厳しい感染状況が続いています。県民・事業者の皆様は、マスクの着用、手洗い、消毒、
換気など、「感染しない、感染させない」ために、以下の感染防止対策を徹底していただくようお願いします。

新型コロナウイルス
感染防止対策の徹底を！！

新型コロナウイルス
感染防止対策の徹底を！！

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

感染拡大予防ガイドライン等の徹底感染拡大予防ガイドライン等の徹底基本的な感染防止対策の徹底基本的な感染防止対策の徹底

東京等への不要不急の移動自粛東京等への不要不急の移動自粛

5 年末年始における感染防止対策の徹底年末年始における感染防止対策の徹底

高齢者等への拡大防止高齢者等への拡大防止

●特に、以下の場面では、より一層感染防止対策の徹底をお願いします。

営業時間短縮・休業の要請

感染リスク高まる　    の場面感染リスク高まる　    の場面5つ
飲酒を伴う懇親会等 大人数や長時間におよぶ飲食

マスクなしでの会話 狭い空間での共同生活 居場所の切り替わり

狭い空間・
回し飲みや
箸などの共用に
注意

近距離での
会話、
昼カラオケ、
車・バスでも
注意

寮の部屋や
トイレなど
共用部分での
感染にも注意

休憩時間での
気の緩み、
休憩室・喫煙所・
更衣室でも
注意

大人数での
会食や
宴会・大声での
会話を控える

営業時間短縮要請、協力金、「安全・安心宣言施設」PRステッカー等に関する「県民相談総合窓口（コールセンター）」
☎052（954）7453　 9時～17時（土日祝含む、ただし、12月29日㊋から2021年1月3日㊐は除く）

問合せ

感染拡大防止のため、接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店等に対し、営業時間の
短縮・休業を要請しています。対象となる事業者の皆様はご協力をお願いします。
〈協力金について〉
業種別ガイドラインを遵守し、「安全・安心宣言施設」への登録、PRステッカーと
ポスター掲示を行った上で、要請に応じて営業時間の短縮（感染防止対策のため
終日休業した場合も含む。）を実施した事業者に対し、協力金を支給します。

※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。 PRステッカー（イメージ） ▼

12月20日～1月10日は青少年の非行・被害防止に取り組む県民運動実施期間です。 ～非行の芽 はやめにつもう みな我が子～

毎月第１日曜日
掲載
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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（12月）  県のラジオ番組（12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

12月４日～10日は「人権週間」です。 ～考えることから、はじめよう～

飲酒運転の根絶に取り組みましょう！
　愛知県では、年初から交通死亡事故が多発し、８月上旬以降は
全国ワースト１位が続いており、大変厳しい状況です。
　特に、これからの時期は飲酒の機会が増えることから、飲酒
運転による交通事故の発生が懸念されます。

　12月は「飲酒運転根絶強調月間」です。県民の皆様には、
「飲酒運転は絶対にしない、させない」を合言葉に、飲酒運転
の根絶に取り組んでいただきますようお願いします。


