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愛知・名古屋ゆかりのノーベル賞受賞者がいっぱい！

野依 良治
［名古屋大学］ 
2001年
ノーベル化学賞

小林 誠
［名古屋大学］ 
2008年
ノーベル物理学賞

益川 敏英
［名古屋大学］ 
2008年
ノーベル物理学賞

下村 脩
［名古屋大学］ 
2008年
ノーベル化学賞

赤﨑 勇
［名城大学、名古屋大学］ 
2014年
ノーベル物理学賞

天野 浩
［名古屋大学、名城大学］ 
2014年
ノーベル物理学賞

大隅 良典
［基礎生物学研究所］ 
2016年
ノーベル生理学・医学賞

吉野 彰
［名城大学］ 
2019年
ノーベル化学賞

愛知・名古屋ゆかりのノーベル賞受賞者の研究などを楽しく学べる施設が誕生！
ノーベル賞を身近に感じて、科学技術に対する好奇心や探求心、夢を育てよう。

スタンプラリー
科学館を巡りスタンプを集めよう！
すべてクリアすると、オリジナルホログラム
缶バッジがもらえるよ！（期間中毎日先着150名様）

リアル謎解きゲーム「咲かせよう！サイエンスの花」
ノーベル賞受賞者記念室の中に散りばめられた謎を解いて、
キミの「サイエンスの花」を咲かせよう！ノーベル賞を
受賞するための秘密が分かるかも？！（期間中毎日先着150名様）

3.23  13時～火 28 日
オープニングイベント開催！

スタンプラリーや
謎解きゲームに挑戦しよう！

火3.23　13時OPEN!
あいち・なごやノーベル賞受賞者記念室

名
古
屋
駅

名古屋

地
下
鉄
鶴
舞
線

地
下
鉄
名
城
線

地下鉄東山線

地下鉄桜通線

栄

矢場町

久屋大通
国際センター

丸の内堀
川

名古屋高
速道路

伏見（4・5番出口）

白川公園前
（名鉄バス）

広小路伏見
（市バス）

大須観音

白川公園

名古屋市美術館

名古屋市
科 学 館
生命館地下2階
（サイエンスホール内）

〒460-0008
名古屋市中区栄二丁目17番1号
（芸術と科学の杜・白川公園内）
●地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」下車、
　4・5番出口から徒歩5分
●市バス「広小路伏見」下車徒歩5分
●名鉄バス「白川公園前」下車徒歩5分

交通アクセス

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、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。また、入場制限を設ける場合があります。
☎052（201）4486 http://www.ncsm.city.nagoya.jp/

あいち・なごやノーベル賞受賞者記念室 ［名古屋市科学館 生命館地下2階（サイエンスホール内）］
／9時30分～17時（入館は16時30分まで）
／毎週月曜日（祝日の場合は直後の平日）、毎月第3金曜日（祝日の場合は第4金曜日）、
　年末年始（12/29～1/3）※臨時開館、休館日があります。
／名古屋市科学館の「展示室のみ」の観覧料（一般400円 高大生200円）で当記念室もご覧いただけます。　
　※中学生以下は無料です。 ※大学生・高校生は学生証が必要です。 ※特別展など別料金が必要な場合があります。

開館時間
休 館 日

観 覧 料

　マイナンバーカードを
　取得しよう！
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。3月までに
マイナンバーカードの申請をされた方が対象となりますので、
この機会に、ぜひカードを取得してください。

▽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円相当）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。

▽マイナポイント取得手順＝
①3月までにマイナンバーカード申請：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。カード未取得者に
は、手続が簡単な二次元コード付き交付申請書が順次送付さ
れていますので、ご利用ください。
②9月までにマイナポイントの予約・申込を行い、
キャッシュレス決済でチャージ又はお買い物をする。

▽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

　自動車の譲渡・廃車などの
　手続はお早めに
自動車税種別割は、毎年4月1日現在に自動車をお持ちの方に
課税されます。お持ちの自動車を譲渡（下取りに出すなど）・廃
車した時、又は住所を変更した時には、必ず運輸支局で必要
な手続をお早めに行ってください。
なお、令和3（2021）年度の納税通知書は、4月30日㊎に発送す
る予定です。

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

▽問合せ＝税務課☎052（954）6052

　あいちの文化芸術活動をオンライン
　で配信中！
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、活動の機会が減
少したアーティストの新プロジェクトや伝統文化団体の公演の
模様を、特設Webページでオンライン配信しています。

▽内容＝
①AICHI⇆ONLINE：アーティストと県内の
文化施設が連携した映画、美術、マンガなど
多様なジャンルの新プロジェクト。
②伎芸精髄 あいちのエスプリ：愛知の伝統文
化団体による古典的な演目や、新たなアレンジ・
工夫を凝らした演目の公演。

▽期間＝①3月21日㊐まで、②3月31日㊌まで

▽視聴方法＝詳細はWebページでご確認ください。

▽Webページ＝①https://aichionline.jp/、
②https://aichi-gigeiseizui.jp/

▽問合せ＝文化芸術課☎052（954）6183 

　一宮保健所の廃止と
　清須保健所稲沢保健分室の設置
4月1日に一宮市が中核市に移行することに伴い、県一宮保健
所は3月31日をもって廃止し、一宮市保健所となります。これによ
り、4月1日から稲沢市を県清須保健所の所管区域とし、一宮保
健所稲沢保健分室は、清須保健所稲沢保健分室に名称が変
わります。なお、一宮保健所試験検査課は、4月1日から清須保
健所試験検査課として、現一宮保健所の建物（4月1日～清須
保健所一宮詰所）内において業務を継続します。

▽Webページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
ichinomiya-hc/r3ikou.html

▽問合せ＝一宮保健所☎0586（72）0321（3月31日まで）、一宮
保健所稲沢保健分室☎0587（21）2251、清須保健所試験検
査課☎0586（72）0322（4月1日以降）

　高年齢者雇用安定法改正の
　お知らせ
働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなく、その能力を十分に
発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の更なる整備を目的
として、高年齢者雇用安定法が改正されます。詳細は、厚生労
働省Webページでご確認いただくか、愛知労働局職業対策課
までお問い合わせください。

▽施行日＝4月1日㊍

▽改正概要＝現行の「60歳未満の定年禁止」及び「65歳まで
の雇用確保措置を講じることの義務」に加え、65歳から70歳ま
での労働者に対する「就業機会の確保措置」を講ずることが、
企業の努力義務として追加されます。

▽Webページ＝https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/
koureisha/topics/tp120903-1_00001.html

▽問合せ＝愛知労働局職業対策課☎052（219）5507

　国道23号通行ルール
　を守りましょう
国道23号名古屋南部地域で
は、沿道環境（大気・騒音）改
善のため、道路交通法により
規制されている夜間（23時～
翌6時）に限らず、昼夜を通じ
た大型車の中央寄り走行に
ご協力をお願いします。

▽実施区間＝国道23号の名古屋市緑区大高町（名古屋南
インター交差点）から海部郡飛島村（梅之郷交差点）までの間

▽Webページ＝https://www.cbr.mlit.go.jp/meikoku/
jigyo/enkatsu/endou/route23_rule/index.html

▽問合せ＝道路建設課☎052（954）6541、地球温暖化対策課
☎052（954）6217

　建築物の省エネ性能の
　説明義務制度が始まります
建築物省エネ法の改正により、住宅やビルなどの建築物の省エ
ネ性能の説明義務制度が始まります。
建築物を建てようとする方は、建築士からの説明を積極的に聞
いて、省エネ基準に適合する快適な建築物を目指しましょう。

▽施行日＝4月1日㊍

▽改正概要＝建築士が300㎡未満の建築物を設計する際に、
建築主に対して、省エネ基準への適合性等について説明する
ことが義務付けられます。

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
kenchikushido/syouene.html

▽問合せ＝建築指導課☎052（954）6570
　
　「新城ラリー2021」の開催

全日本ラリー選手権の第2戦である「新城ラリー2021」を無観
客で開催します。
当日は、大会の様子の一部をライブ配信します。ラリーカーが疾
走する迫力ある姿を、ぜひ大会公式Webページからライブ配
信でご覧ください。
なお、大会関係者以外の方は、県営新城総合公園内へ立入で
きません。また、沿道でのラリーカーの見学及び撮影はお控えい
ただきますようお願いします。

▽日程＝3月20日㊏・㊗・21日㊐

▽場所＝新城市内

▽Webページ＝http://www.shinshiro-rally.jp/

▽問合せ＝スポーツ振興課☎052（954）6247

　「マラソンフェスティバル ナゴヤ・
　愛知2021」に伴う交通規制
3月12日㊎から14日㊐まで、「マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知
2021」を開催します。競技が開催される14日当日は、コース及び
コース周辺の道路で交通規制が実施され、最長約10時間、車両
の通行が禁止されます。名古屋市内では相当の混雑・渋滞が予
想されますので、当日の自動車利用は極力ご遠慮ください。また、
沿道での応援、観戦はお控えいただきますようお願いします。
コースや規制予定時間などの詳細は、Webページでご確認ください。

▽交通規制日＝3月14日㊐

▽交通規制場所＝バンテリンドーム ナゴヤ（名古屋市東区）周辺
及び名古屋市内マラソンコース

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

▽問合せ＝マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知実行委員会交通
規制問合せデスク☎0570（666）401

　2021年度「新あいち創造研究開発
　補助金」の公募
次世代自動車や航空宇宙、ロボットなどの今後の成長が見込ま
れる分野において、企業などが行う研究開発・実証実験を支援

する「新あいち創造研究開発補助金」について、2021年度の
公募を行います。
詳細は、Webページでご確認ください。

▽公募期間＝3月22日㊊～4月6日㊋

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/site/shin-aichi/
koubo2021.html

▽問合せ＝産業科学技術課☎052（954）6370

　「にっぽん城まつり feat.出張！
　お城EXPO in 愛知」の開催
全国の様々な城の魅力を紹介する新しいお城イベントを開催
します。

▽日時＝3月20日㊏・㊗・21日㊐ 10時～17時

▽場所＝Aichi Sky Expo（県国際展示場）（常滑市）

▽内容＝①お城模型の展示や限定グッズ・地酒の販売、②武将
隊・ご当地キャラクターによるステージ、③著名人による講演会など

▽入場料＝当日券1,300円、前売券1,000円（高校生以下は無料）
※講演会は別途料金が必要。

▽前売券購入方法＝詳細はWebページでご確認ください。

▽Webページ＝https://tv-aichi.co.jp/oshirofes/

▽問合せ＝にっぽん城まつり実行委員会☎052（243）8600

　県営住宅の入居者募集（抽選）

▽募集住宅＝【新設】東浦住宅（知多郡東浦町）1団地124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＝4月5日㊊～16日㊎（当日消印有効）

▽Webページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
jutakukanri/2020sinsetu2.html

▽問合せ＝県住宅供給公社賃貸住宅課☎052（954）1362

　「あいちトップアスリートアカデミー」
　2021年度生の募集
国際競技大会で活躍できる地元選手の発掘・育成を目的とす
る「あいちトップアスリートアカデミー」の、2021年度アカデミー生
選考会の参加者を募集します。

▽募集期間＝3月31日㊌まで

▽選考会＝

▽対象＝県内在住の小学新4年生以上の児童・生徒等

▽応募方法＝詳細はWebページでご確認ください。

▽Webページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
kyougi-shisetsu/

▽問合せ＝競技・施設課☎052（954）6797

　

　愛知県公立学校教員採用選考試験
　日程等

▽試験日＝第一次試験：7月17日㊏、第二次試験：8月18日㊌・
19日㊍

▽受験案内＝4月23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他、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。

▽郵送受付＝4月26日㊊～5月12日㊌（当日消印有効）

▽説明会＝

※各回とも14時～

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

▽問合せ＝教育委員会教職員課☎052（954）6769・6770

お知らせ

■愛知県高齢者居住安定確保計画2030（案）

▽意見募集期間＝3月11日㊍まで

▽問合せ＝住宅計画課☎052（954）6568

■愛知県建築物耐震改修促進計画
　～あいち建築減災プラン2030～（案）

▽意見募集期間＝3月11日㊍まで

▽問合せ＝住宅計画課☎052（954）6549

県 民 意 見 募 集

行催事・募集

試験

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。

ひとりじゃないよ。ひとりにしないよ。－3月は「自殺対策強化月間」です－ひとりじゃないよ。ひとりにしないよ。－3月は「自殺対策強化月間」です－

国道23号（名古屋南部地域）では、
大型車は中央寄り走行
　　　　　　をお願いします。

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。
県では、電話とLINEでのこころの悩みのご相談をお受けしています。

▽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

◆電話相談【あいちこころほっとライン365】

▽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）
◆夜間・深夜のLINEでの相談【あいちこころのサポート相談】

▽相談時間＝㊊～㊏：20時～24時（23時30分まで受付）　㊐：20時～翌8時（翌7時30分まで受付）

▽相談方法＝LINEで「あいちこころのサポート」（ID: @aichi_soudan）を「友だち登録」してください。

「友だち登録」はこちらから→

4月25日㊐ 岡崎中央総合公園体育館（岡崎市）
5月 8日㊏ 稲永スポーツセンター（名古屋市港区）
5月29日㊏ 豊川市総合体育館（豊川市）
5月16日㊐ 中京大学豊田キャンパス（豊田市）

日 程 会 場

キッズ・ジュニア

ユース

区 分 

4月25日㊐ 江南市民文化会館（江南市）
5月 1日㊏ 蒲郡市民会館（蒲郡市）
5月 3日㊊・㊗ 刈谷市総合文化センター（刈谷市）

日 時 場 所

まずは
ご相談を

①AICHI⇆ONLINE

②伎芸精髄
　あいちのエスプリ

新型コロナウイルス
感染症

県民の皆様へのお願い県民の皆様へのお願い

その他のお願いその他のお願い

事業者の皆様へのお願い事業者の皆様へのお願い

感染再拡大防止の徹底を!!感染再拡大防止の徹底を!!

●不要不急の行動の自粛
●県をまたぐ不要不急の移動自粛
●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　
  など

●基本的な感染防止対策の徹底
 ・「感染しない、感染させない」を徹底
・大人数の会食・飲食の自粛、大声での会話を控える
・マスクの着用、手洗い、消毒、換気など、基本的な感染
  防止対策の徹底　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）
・業種別ガイドラインの遵守　など

●テレワークの徹底等
・テレワーク・ローテーション勤務、
  時差出勤、昼食時間の
  分散化の推進　など

●イベントの開催制限等
・催物に係る規模要件（人数・収容率）の遵守
　など

●３月・４月に行われる行事等での対策
・卒業式等の行事は感染防止対策を徹底
・歓送迎会・お花見に伴う宴会・卒業旅行等は自粛　など

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。

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

愛知県では、感染の再拡大を確実に防止するため、以下の「厳重警戒措置」により、必要な対策を継続しています。
暖かい季節を迎えますが、一日も早く日常を取り戻すことができるよう、引き続きご協力をよろしくお願いします。

3月24日㊌は世界結核デーです。～結核は「現代」の病気です。結核を正しく知ることが、予防の第一歩です！～

毎月第１日曜日
掲載
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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（3月）  県のラジオ番組（3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

3月11日㊍は「世界腎臓デー」です。～成人の約8人に1人が慢性腎臓病と言われています。健診でチェックしましょう！～

　「あいち・なごやノーベル賞受賞者記念室」がオープン！
　３月23日（火）、いよいよ「あいち・なごやノーベル賞受賞者
記念室」が名古屋市科学館内にオープンします。
　受賞者の研究内容や研究成果の社会貢献について、ダイナ
ミックな映像やタッチパネルで学んでいただけます。
　また、オープニングイベントでは、子どもたちがノーベル賞を受賞した

研究について楽しみながら学べる謎解きゲームも開催します。
　ぜひノーベル賞を身近に感じていただき、愛知・名古屋から
世界を変えた偉人たちの業績に触れてみてください。


