
　「げんき大作戦！～愛知ゆかりの文化人・
　芸術家が高齢者を応援！～」を配信中
新型コロナウイルス感染症の影響により、居宅や入所施設
で過ごす時間が長くなっている高齢者を対象に、居宅や施
設内で活用でき、介護予防に役立つ文化・芸術活動の動
画を順次配信しています。ぜひご活用ください。

▽内容＝発声、狂言、折り紙、絵手紙、バランス
トレーニング、リズム遊び、フラダンスの全7種類

▽視聴方法＝詳細は、Webページでご確認く
ださい。

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

▽問合せ＝地域包括ケア・認知症対策室☎052（954）6228

　令和元年度決算の概要

令和元年度決算が令和2年11月定例県議会で認定されま
した。詳細は、県民相談・情報センター（県自治センター2階）
で決算書などを閲覧いただけます。また、概要は、県公報
（令和2年12月4日発行第161別冊2号）（Webページ=
http://www5.pref.aichi.jp/kofu/）でもご覧いただけます。

●一般会計

●特別会計（11会計）

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
kaikei/0000045387.html

▽問合せ＝会計課☎052（954）6650

　「スーパーシティ・スマートシティ
　フォーラム」の参加者募集
AIやビッグデータなどの先端技術を活用し、未来の生活を
先行実現する「スーパーシティ・スマートシティ」に対する理
解を深めていただくためのフォーラムを開催します。

▽日時＝2月5日㊎ 13時30分～16時30分

▽場所＝Aichi Sky Expo（県国際展示場）（常滑市）

▽内容＝スーパーシティ・スマートシティに関する基調講演、
パネルディスカッションなど

▽参加無料 ▽定員＝200名（事前申込制・先着順）

▽申込期限＝1月29日㊎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.pref.aichi.jp/
soshiki/kikaku/supercityforum.html

▽問合せ＝企画課☎052（954）6089

　「中京大都市圏づくりシンポジウム」
　の参加者募集
国内外からヒト、モノ、カネ、情報を呼び込む中京大都市圏
づくりと、新たに策定した「あいちビジョン2030」への理解を
深めていただくためのシンポジウムを開催します。

▽日時＝2月15日㊊ 14時～16時10分

▽場所＝Aichi Sky Expo（県国際展示場）（常滑市）

▽内容＝名古屋都市センター長 奥野信宏氏による基調講
演、ビジョンをテーマにしたパネルディスカッションなど

▽参加無料 ▽定員＝90名（事前申込制・先着順）

▽申込方法＝2月1日㊊までに、Webページの申込
みフォーム（推奨）又はFAXでお申込みください。

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/kikaku/
chukyodaitosiken/advance/index.html

▽問合せ＝企画課☎052（954）6472

　「あいち山車文化魅力発見講座」の
　参加者募集
山車文化の「魅力」について楽しみながら一緒に学んでい
ただける方を募集します。講座では、テキストとして「あい
ち山車まつり図鑑」を受講者全員にお渡しします。また、全
3講座に出席していただいた方には「あいち山車まつり
日本一協議会」のトートバッグをプレゼントします。

▽日時＝①1月26日㊋、②2月17日㊌、③2月28
日㊐ 14：30～16：00

▽場所＝県産業労働センター（ウインクあいち）
（名古屋市中村区）

▽参加無料 ▽定員＝各50名（事前申込制・先着順）

▽申込方法＝①1月19日㊋まで、②2月10日㊌まで、③2月
19日㊎まで（いずれも必着）に、受講希望日、住所、氏名、
電話番号、FAX番号、メールアドレスを記入の上、郵送、
FAX又はEメールで、文化財室（〒460-8501（住所記載
不要）、FAX052（954）7479、Eメールj imukyoku@
dashi-aichi.jp）へお申し込みください。Eメールの場合は、
件名を「魅力発見講座申込み」としてください。

▽その他＝受講者には、「山車まつり応援者」にご登録いた
だき、県の山車文化の魅力を県内外に発信するために、
情報発信・情報提供のご協力をお願いします。

▽Webページ＝https://www.dashi-aichi.jp

▽問合せ＝文化財室☎052（954）6783

　「市民後見普及啓発セミナー」の
　参加者募集
成年後見制度や市民後見について理解を深め
ていただける「市民後見普及啓発セミナー」を
開催します。オンラインでも参加いただけます。

▽日時＝3月3日㊌ 13時～15時45分

▽場所＝①メイン会場：県女性総合センター（ウィルあいち）（名
古屋市東区）、②サテライト会場：豊橋市民センター（豊橋市）

▽参加無料 ▽定員＝①300名、②50名（事前申込制・先着順）

▽申込期限＝2月25日㊍まで（必着）

▽申込方法など＝詳細はWebページでご確認ください。

▽Webページ＝http://www.aichi-acsw.or.jp/

▽問合せ＝（一社）県社会福祉士会☎052（202）3155

　「『あいち観光戦略2021-2023』策定
　記念フォーラム」の参加者募集
2021年度から2023年度までの本県の観光振興に関する
基本的な計画「あいち観光戦略2021-2023」の策定を記
念し、新しい戦略をご紹介するとともに、どのように推進して
いくか皆様と共に考えるフォーラムを開催します。

▽日時＝1月28日㊍ 13時30分～15時30分（13時～受付）

▽場所＝ナディアパーク3階 デザインホール（名古屋市中区）

▽内容＝「みんなで広めよう、あいち『ツウ』リズム」をテーマ
としたパネルディスカッションなど

▽参加無料 ▽定員＝100名（事前申込制・先着順）

▽申込方法など＝詳細はWebページでご確認ください。

▽Webページ＝https://aichi-tourism.com

▽問合せ＝「あいち観光戦略2021-2023」策定記念フォー
ラム事務局☎052（485）7150

　「バーチャルエッピー祭」の開催

メタウォーター下水道科学館あいち（県下水道科学館）では、
毎年、下水道の仕組みや役割を楽しく学べる「エッピー祭」

を開催しています。今年は、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、特設Webサイトで「バーチャルエッピー祭」を
開催します。

▽日時＝1月16日㊏～31日㊐

▽内容＝水の天使が案内する「バーチャル館内ツアー」、
SKE48が出題する「バーチャルクイズ」の体験、エコ工作
の紹介など

▽参加無料 

▽Webページ＝https://www.eppy.jp/

▽問合せ＝下水道課☎052（954）6531

　「人にやさしいまちづくり地域セミナー」
　の参加者募集
「人にやさしいまち」について考えるセミナーの参加者を募
集します。

▽日時＝2月7日㊐ 10時～12時

▽場所＝大府市役所地下多目的ホール（大府市）

▽内容＝人にやさしいまち、SDGsに関する基調講演、パネ
ルディスカッション、企業・NPOなどによるブース出展

▽参加無料 ▽定員＝100名（事前申込制・先着順）

▽申込方法＝1月29日㊎までに窓口、FAX又はEメールで
（社福）大府市社会福祉協議会（〒474-0073大府市東新町
一丁目219番地、FAX0562（46）9560、Eメールobu-fuku@
ma.medias.ne.jp）へお申し込みください。

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
jutakukeikaku/chiikiseminar2020obu.html

▽問合せ＝住宅計画課☎052（954）6590

　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
144団地501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＝1月4日㊊～13日㊌（当日消印有効）

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
jutakukanri/2020chusen3.html

▽問合せ＝県住宅供給公社賃貸住宅課☎052（954）1362

　「リカレントフォーラム」の参加者募集

人生100年時代を見据え、人生をより充実させるためには、
ライフステージに応じて学び続ける「リカレント教育」がとて
も大切です。そこで、働くこととリカレント教育との関係に
焦点を当てたフォーラムを開催します。オンラインでも参加
いただけます。

▽日時＝1月29日㊎ 13時30分～16時45分

▽場所＝県図書館（名古屋市中区）

▽内容＝京都芸術大学教授・副学長 本間正人氏による
基調講演、パネルディスカッション

▽参加無料

▽定員・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/syogaigakushu/2020frm.html

▽問合せ＝教育委員会生涯学習課☎052
（954）6781

お知らせ

行催事・募集

■あいち地域安全戦略2023（案）

▽意見募集期間＝1月22日㊎まで

▽問合せ＝県民安全課☎052（954）6176
■あいち健康福祉ビジョン2026（仮称）（案）

▽意見募集期間＝1月23日㊏まで

▽問合せ＝福祉総務課☎052（954）6257
■第2期愛知県国民健康保険運営方針（素案）

▽意見募集期間＝1月20日㊌まで

▽問合せ＝国民健康保険課☎052（954）6277
■愛知県動物愛護管理推進計画の改正案

▽意見募集期間＝1月13日㊌まで

▽問合せ＝生活衛生課☎052（954）6298
■第4次愛知県食育推進計画（素案）

▽意見募集期間＝1月25日㊊まで

▽問合せ＝食育消費流通課☎052（954）6396

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

県 民 意 見 募 集

新型コロナウイルス感染拡大防止を！！新型コロナウイルス感染拡大防止を！！

「SDGs AICHI EXPO 2020」を開催します！「SDGs AICHI EXPO 2020」を開催します！

「夢！きらリンク愛知国体」を開催します！「夢！きらリンク愛知国体」を開催します！

大会公式
Webページ

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/
 　 愛知県　新型コロナ対策　 検索

新型コロナウイルス感染症対策及び最新の情報については、以下のサイトをご覧ください。

SDGs（Sustainable Development Goals＝持続可能な開発目標）は2030年までの国際目標で、
17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さないことを誓っています。
このSDGs達成に向け、企業・大学・NPOなどの各主体間のコミュニケーションやネットワーク化の促進、
SDGsの県内全域への普及・浸透を目的としたイベント「SDGs AICHI EXPO 2020」を開催します。

現在、県内では、大変厳しい感染状況が続いています。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、県民の皆様一人ひとりが最大限の警戒感をもち、感染防止対策を徹底していただくようお願いします。

▽日時＝2月5日㊎・6日㊏ 10時～17時（9時30分開場）

▽場所＝Aichi Sky Expo（県国際展示場）（常滑市） ▽参加無料

▽申込方法＝公式Webページから事前入場登録してください。

▽Webページ＝https://sdgs-aichi.com/　 ▽問合せ＝SDGs AICHI EXPO実行委員会事務局☎052（971）6233

楽しみながら
SDGsを学べる企画が
盛りだくさん！！

○ステージイベント
 ・ジャーナリスト 池上彰氏による基調講演
 ・吉本芸人によるSDGsトークライブ など

○間伐材やマイクロプラスチックを使った工作体験
○企業・大学・NPOなどによるブース出展
○SDGsスタンプラリー（記念品プレゼント）

「夢！きらリンク愛知国体」では、スケート競技のショートトラック、フィギュアスケートとアイスホッケー競技が
実施されます。各都道府県の代表選手が会場で熱戦を繰り広げます。
また、今大会は、式典と全競技を「国体チャンネル」により配信します。会場に来られない方もインターネット
中継を視聴して出場選手を応援しましょう！

▽Webページ＝https://www.yume-kirarink2021.jp/　 ▽問合せ＝スポーツ振興課☎052（954）6819

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。

歳　入（A） 2兆5,047億6,598万8,304円
歳　出（B） 2兆4,675億5,126万6,808円
翌年度繰越財源（C）    75億1,059万4,656円
実質収支（A-B-C）  297億   412万6,840円

歳　入 1兆3,448億1,439万5,524円
歳　出 1兆3,261億6,350万   353円

日本ガイシスポーツプラザガイシアリーナ（名古屋市南区）

県産業労働センター（ウインクあいち）（名古屋市中村区）

アクアリーナ豊橋（豊橋市）
愛・地球博記念公園（モリコロパーク）（長久手市）

愛知芸術文化センター（名古屋市東区）
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高齢者等への拡大防止高齢者等への拡大防止

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

営業時間短縮・休業の要請営業時間短縮・休業の要請
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・休業を県内全域で要請しています。
対象となる事業者の皆様はご協力をよろしくお願いします。

など

事前登録は
こちらから

愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト
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　あけましておめでとうございます。
　新たな年が、県民の皆様にとりまして素晴らしい1年となりますよう、心からお祈り申し
上げます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症により、県民生活や経済活動に大きな影響が
生じる中、愛知県では、県民の皆様にご協力いただきながら、「感染拡大防止・医療」
「県民生活」「経済」の3つの対策を柱に、感染防止と社会経済活動の両立に取り
組んでまいりました。
　こうした中でも、ジブリパークの本体工事着手や、国内最大のスタートアップ支援
拠点「ステーションＡｉ」事業開始など、ウィズコロナ・アフターコロナを見据えつつ、
「愛知」を「新起動」させる取組を進めた1年となりました。
　世界は、新型コロナウイルスの感染拡大、グローバル化やデジタル化の加速度的な
進展などにより、日々刻々と変化し続けています。愛知県が活力を維持し、日本の成長
エンジンとして、我が国の発展をリードし続けるためには、そうした変化に的確に対応し、
新たな付加価値を生み出していかなければなりません。
　今年も、国内外のネットワークを活用して最先端の技術・サービス・人材を取り込み
ながら、モノづくり産業と融合した愛知独自のスタートアップ・エコシステムを推進し、
新たな付加価値を創出し続ける「愛知発イノベーション」の実現を目指します。
　あわせて、ジブリパークの整備を始めとした愛知の魅力を高める取組を着実に進め、
国内外での愛知のプレゼンスの向上を図ります。
　また、リニア大交流圏を見据えた社会インフラ整備、農林水産業の振興、教育・
人づくり、女性の活躍、医療・福祉、環境、雇用、多文化共生、防災・交通安全、東三河
地域の振興など、県民生活と社会福祉の向上にもしっかりと取り組んでまいります。
　愛知県では、今年も、ロボカップアジアパシフィック大会・ワールドロボットサミット、
世界ラリー選手権などのビッグイベントが開催される予定です。万全の準備を整え、
愛知の魅力を世界中に発信してまいります。
　県民の皆様に笑顔で元気にお過ごしいただけるよう、昨年策定した「あいちビジョン
2030」の基本目標「暮らし・経済・環境が調和した輝くあいち～危機を乗り越え、愛知
の元気を日本の活力に～」の実現に向け、全力で取り組んでまいりますので、一層の
ご理解とご支援をお願い申し上げます。

2021年元旦

新春を迎えて

　あけましておめでとうございます。
　県民の皆様方には、健やかに初春を迎えられたこととお慶び申し上げます。
　清 し々い新春の朝に、新たな時代の息吹を感じながら、皆様方のご健康とご多幸を
心から願うとともに、希望に満ちた活力ある愛知を築いてまいりたいと決意を新たに
したところでございます。
　昨年は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、私たちの生活や行動が大きく
変化しました。本県では、医療関係者を始め県民の皆様のご協力をいただきながら、
感染拡大の防止に努めるとともに、低迷した地域経済の立て直しに取り組んで
まいりました。
　こうした中でも、技能五輪全国大会及び全国アビリンピックにおける愛知県選手の
活躍や、ステーションAiの事業開始、あいち朝日遺跡ミュージアムの開館などにより、
地域の力を一段と高め、愛知の魅力を広く発信することができました。
　本年は、ロボットの国際大会である「ロボカップアジアパシフィック2021あいち」
及び「ワールドロボットサミット」が開催されます。これらの大会を機に、本県のロボット
産業の技術力を世界に発信することで、日本一のモノづくり県である愛知の産業力の
強化につながるものと期待しております。さらに、２０２２年秋にはジブリパークのオー
プン、２０２６年には第２０回アジア競技大会の開催、その後のリニア中央新幹線開業
などが予定されています。こうした未来へ続く取組を着実に前進させ、愛知の更なる
発展につなげていく必要があります。
　私ども議会は、県民の皆様のご意見をしっかりと伺い、的確に県政へ反映できる
よう、開かれた議会運営に努めるとともに、県民の皆様が安全で安心して暮らすことが
できる社会を築いていくため、新型コロナウイルス感染症対策はもとより、医療・福祉
の充実、経済・産業力の強化、教育・人づくり、社会インフラの整備など、生活に直結
する様々な諸課題の解決に向けて真摯に議論を尽くし、より良い愛知づくりに向けて、
引き続き全力を挙げて取り組んでまいります。
　新たな年を迎え、県民の皆様方にとりまして、本年が笑顔あふれる素晴らしい一年
となりますよう、心からお祈り申し上げます。

2021年元旦

新春を迎えて

1月20日は「あいち消防団の日」です。 ～めざせ！ 地域のヒーロー消防団！～ あいち航空ミュージアムでは、新年を記念し、1月11日までにご来館の皆様へオリジナルポストカードをプレゼントします！

県のテレビ番組（1月）  県のラジオ番組（1月）

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1074

※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。

愛知県広報広聴課
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号

●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

052（954）6170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＞


