
この内容に関するご意見・お問合せは、企画課 ☎052（954）6088（ダイヤルイン）まで　「あいちビジョン2030」に関する情報は、 検索あいちビジョン2030

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～

「あいちビジョン2030」を策定しました
目標年度：2030年度（計画期間：2021年度～2030年度）

すべての人が生涯輝き、
活躍できる愛知危機に強い愛知 イノベーションを

創出する愛知
世界から選ばれる
魅力的な愛知

4つのめざすべき
愛知の姿

2030年に向けて、
あいちの輝きを成長させます。

　所得税・事業税・住民税の申告

２月16日㊋から令和２（2020）年分の所得税の確定申告の受付
が始まります。なお、所得税の申告をした方は、改めて個人の事
業税・住民税の申告をする必要はありません。

▽所管＝所得税は税務署、事業税は県税事務所、住民税は市
町村の税務担当課室が所管しています。申告の内容に関して
は、それぞれの窓口にお問い合わせください。

▽Webページ＝https ://www.pref . a ich i . jp/sosh ik i/
zeimu/ohayame.html
※所得税の確定申告は、自宅からパソコンやスマートフォンなど
で電子申告（e-Tax）できます。また、郵送による紙申告の受
付も行っております。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を
防ぐため、自宅から申告できるe-Taxをぜひご利用ください。

▽問合せ＝税務課☎052（954）6049

　「春の全国火災予防運動」の実施
　　　　　　　　　　　　
県内では2020年に60人の方が火災で亡くなっています。住宅など
の財産だけでなく、命をも奪う恐ろしい火災。火の取扱いには
十分気をつけ、命を守るために、火災予防に努めましょう。

▽期間＝3月1日㊊～7日㊐

▽運動の重点＝住宅防火対策の推進など

▽住宅防火 いのちを守る 7つのポイント＝
＜3つの習慣＞
①寝たばこは、絶対やめる。②ストーブは、燃えやすいものから
離れた位置で使用する。③ガスこんろなどのそばを離れるとき
は、必ず火を消す。

＜4つの対策＞
①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。②寝
具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用
する。③火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設
置する。④お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所
の協力体制をつくる。

▽問合せ＝消防保安課☎052（954）6144

　県図書館及び愛知芸術文化センター内
　アートライブラリー 休館のお知らせ
図書などの整理・点検のため、以下の期間休館します。

▽休館期間＝①県図書館（名古屋市中区）：3月11日㊍～18日㊍
（※電子書籍は利用可能です。）、②アートライブラリー（名古屋市
東区）：2月24日㊌～3月11日㊍

▽Webページ＝①県図書館：https://www.aichi-pref-library.
jp/、②アートライブラリー：https://www.aac.pref.aichi.jp/

▽問合せ＝①県図書館☎052（212）2323、②アートライブラリー
☎052（971）5511

　名岐道路に関する都市計画基本方針（案）と
　環境影響評価方法書の縦覧等

▽縦覧期間＝2月12日㊎～3月12日㊎（土・日・祝日を除く）

▽縦覧場所＝都市計画課（名古屋市中区）及び一宮市役所都
市計画課（一宮市）

▽意見書＝2月12日㊎～3月26日㊎（必着）に書面で都市計画
課へ提出してください。

▽説明会日時＝2月23日㊋・㊗ 10時～11時30分（事前申込不要）

▽説明会会場＝一宮市民会館ホール（一宮市）

▽その他＝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/toshi/

▽問合せ＝都市計画課☎052（954）6515

　

　「2021年度消費生活モニター」
　の募集

▽活動内容＝日常生活の中で、危険と思われる商品、不当な表示
等の観察・情報提供、消費生活に関するアンケートへの回答など

▽応募条件＝満20歳以上の県内在住者（公務員等を除く）

▽謝礼＝年額1,500円以内（予定）

▽応募票の配布＝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、各市区町村の窓口で配布する他、消費生活
情報サイト「あいち暮らしWEB」からもダウンロードできます。

▽申込方法＝2月19日㊎まで（当日消印有効）に、応募票に必要
事項を記入の上、郵送、FAX、電子申請・届出システムのいず
れかで、県民生活課（〒460-8501（住所記載不要）、FAX（052
（972）6001））へお申し込みください。詳細は応募票などでご確
認ください。

▽Webページ＝https://www.pref .a ichi . jp/kenmin/
shohiseikatsu/bout/monitor .html

▽問合せ＝県民生活課☎052（954）6163

　「雇用・労働個別相談会」の開催

県内の中小・小規模事業者、個人事業主、労働者、離職者の方
などを対象に、コロナ禍における労務管理やメンタルヘルスなど、
様々な雇用・労働問題について、専門の相談員による相談会を
開催します。

▽日時・場所＝

時間は、いずれも10時～12時、13時～15時

▽参加無料

▽申込不要（ただし、社会保険労務士、臨床心理士との相談を
希望する方は、事前に労働福祉課へ電話予約をしてください。）

▽Webページ＝https : //www.pre f . a i ch i . jp/s i t e/
covid19- aichi/kobeturoudousoudannkai .html 

▽問合せ＝労働福祉課☎052（589）1405　

　エンターテインメントの祭典
　「AICHI IMPACT!2021」の開催
Aichi Sky Expo（県国際展示場）で開催（無観客）する、人気
ゲームタイトルのeスポーツ大規模大会、コスプレなどのポップ
カルチャーイベントなどをオンラインで配信します。ぜひご覧
ください。

▽日程＝2月27日㊏・28日㊐

▽内容＝①eスポーツの大規模大会、②音楽ライブ、③あいち
ポップカルチャーフェスティバル

▽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.tokai-tv.com/aichi_ ip2021

▽問合せ＝AICHI IMPACT ! 2021実行委員会事務局☎052
（951）7530（平日10時～18時）

　愛知県高等学校等奨学金貸与希望者
　の募集
修学に経済的支援を必要とする高等学校等の生徒を対象に、
奨学金の貸与希望者を募集します。

▽対象＝親権者又は未成年後見人が県内に在住する高等学校・
専修学校高等課程の生徒で、父母等の所得が基準額以内の方。

▽貸与月額＝

▽申請方法＝在学する学校が指定する時期（6月上旬頃）に、
学校へ申請してください。

▽貸与決定の時期＝8月中旬頃

▽Webページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
kotogakko/0000006059.html

▽問合せ＝教育委員会高等学校教育課☎052（954）6785 

お知らせ

■東三河振興ビジョン「主要プロジェクト推進プラン」中間とりまとめ

▽意見募集期間＝2月13日㊏まで

▽問合せ＝東三河総局企画調整課☎0532（35）6100
■あいち男女共同参画プラン2025（仮称）（案）

▽意見募集期間＝2月28日㊐まで

▽問合せ＝男女共同参画推進課☎052（954）6179
■あいち自動車ゼロエミッション化加速プラン（仮称）（案）

▽意見募集期間＝2月25日㊍まで

▽問合せ＝地球温暖化対策課☎052（954）6217
■あいち障害者福祉プラン2021-2026（仮称）（案）

▽意見募集期間＝2月18日㊍まで

▽問合せ＝障害福祉課☎052（954）6292
■第8期愛知県高齢者福祉保健医療計画（案）

▽意見募集期間＝2月18日㊍まで

▽問合せ＝高齢福祉課☎052（954）6288
■次期あいち科学技術・知的財産アクションプラン（仮称）（素案）

▽意見募集期間＝3月3日㊌まで

▽問合せ＝産業科学技術課☎052（954）6370
■第11次愛知県職業能力開発計画（案）

▽意見募集期間＝2月28日㊐まで

▽問合せ＝産業人材育成課☎052（954）6365
■リニモ沿線地域づくり重点プラン2021-2025（仮称）（案）

▽意見募集期間＝2月20日㊏まで

▽問合せ＝交通対策課☎052（954）6127
■企業庁経営戦略（改訂版）（案）

▽意見募集期間＝3月4日㊍まで

▽問合せ＝企業庁経営管理課☎052（954）6674

県 民 意 見 募 集

行催事・募集

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

▽日時＝2月9日㊋～14日㊐　10時～17時（14日は12時まで）　 ▽場所＝豊川市桜ヶ丘ミュージアム（豊川市）

▽内容＝2020年9月に開催したあいちアール・ブリュット展の優秀作品30点の他、県内の団体、企業との連携による様々な企画展示

▽日時＝2月17日㊌～3月10日㊌　 ▽場所＝県内企業・団体の社屋など64か所　※時間・場所の詳細はWebページでご確認ください。

▽内容＝障害のある方のアート作品と、それを原画として製作されたノベルティグッズを県内各企業等の社屋内などに展示

▽日時＝3月10日㊌まで（㊋～㊎：10時～20時、㊏㊐㊗：10時～18時）　

▽場所＝県図書館（名古屋市中区）

▽内容＝絵を描くことを仕事として企業に採用され、活躍している方の作品を中心とした特別展示

障害のある方のアート作品を県内の様々な場所で展示します！障害のある方のアート作品を県内の様々な場所で展示します！

▽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

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。

2月  8日㊊・22日㊊
3月  1日㊊・ 8日㊊
2月16日㊋
3月  5日㊎

県産業労働センター（ウインクあいち）
（名古屋市中村区）
豊橋市民センター（豊橋市）
刈谷市産業振興センター（刈谷市）

愛知県図書館あいちアール・ブリュット作品展愛知県図書館あいちアール・ブリュット作品展

あいちアール・ブリュット・サテライト展あいちアール・ブリュット・サテライト展

まちなかギャラリーまちなかギャラリー

障害のある方が創作した個性豊かな作品を、県内の様々な場所で展示します。

医療提供体制を堅持し、県民の皆様のかけがえのない生命と健康を守るため、県民・事業者の皆様、医療関係者、市町村等関係機関、オール愛知一丸となって、感染防止対策を推進していますので、
以下の緊急事態措置へのご理解とご協力を強くお願いいたします。

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、
右記の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愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト

愛知県緊急事態措置

新型コロナウイルス
感染症

不要不急の行動の自粛
●生活に必要な場合を除き、日中も含め、外出自粛（特に20時以降）を徹底　など

県をまたぐ不要不急の移動自粛
●特に緊急事態宣言発令区域への移動の自粛を強く要請　など

高齢者等への感染拡大の防止
●重症化しやすい高齢者、基礎疾患のある方等に配慮　●特に高齢者施設等での対策の徹底　など

基本的な感染防止対策の徹底
●「 感染しない・させない」を徹底　●大人数の会食・飲食の自粛　など

営業時間短縮と感染拡大予防ガイドライン等の徹底
●県内全ての飲食店等に営業時間の短縮を要請（要請に応じていただいた事業者に協力金を支給）
●施設に人が集まり飲食につながる可能性のある施設に営業時間短縮への協力を依頼
●業種別ガイドラインの遵守　など

テレワークの徹底等
●出勤者数の７割削減を目指すテレワーク・ローテーション勤務の徹底
●20時以降の勤務抑制、時差出勤、昼食時間の分散化　など

職場クラスターを防ぐ感染防止対策
●職場・寮での感染防止対策の徹底
●特に休憩室等、居場所の切り替わりに注意　など

イルミネーション等の早めの消灯
●20時以降のネオン消灯　など

県民の皆様へのお願い 事業者の皆様へのお願い

その他のお願い

18,000円 （自宅外通学者には5,000円を加算可能）

30,000円 （自宅外通学者には5,000円を加算可能）

11,000円
左記の月額と
選択可能

国公立

私　立

区分 月 額

学校等での対応
●感染防止対策を徹底しながら、教育活動を
　継続　など

イベントの開催制限等
●人数制限5,000人以下・収容率50％以内等
　遵守　など

緊急事態宣言発出中!緊急事態宣言発出中!

1月、2月は「はたちの献血」キャンペーン実施期間です。～いつかしようを、今にしよう。はたちの献血～

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1075

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（2月）  県のラジオ番組（2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

2月は「家庭の日」県民運動強調月間です。～親と子の 対話がつくる よい家庭～

愛知の地域づくりの基本となる「あいちビジョン2030」を着実に推進します！
　2040年頃の社会経済を展望し、2030年度までに重点的に
取り組むべき政策の方向性を示す、「あいちビジョン2030」を
策定しました。
　ビジョンに掲げた基本目標「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～」

の達成に向け、県民の皆様を始め、国、市町村、企業、各種団
体など、関係の方 と々ともに、新しい愛知の地域づくりに全力で
取り組んでまいります。


