
歩道を走る場合は
車道寄りを走る
歩道を走る場合は
車道寄りを走る ヘルメットを

かぶろう！
ヘルメットを
かぶろう！

ながら運転を
しない

ダメ！× ダメ！×
飲酒運転は
ぜったいダメ並んで

走らない
二人乗りは
しない

ダメ！×

自転車もルールを守って  　あいちを 安全 に走ろう自転車もルールを守って  　あいちを 安全 に走ろう
ダメ！×

この内容に関するご意見・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「交通安全啓発」に関する情報は、 検索愛知県庁　交通安全

春の全国交通安全運動 5/11●土 ～5/20●月
子どもと高齢者の
安全な通行の確保と
高齢運転者の
交通事故防止

子どもと高齢者の
安全な通行の確保と
高齢運転者の
交通事故防止

飲酒運転の
根絶
飲酒運転の
根絶

全ての座席の
シートベルトと
チャイルドシートの
正しい着用の徹底

全ての座席の
シートベルトと
チャイルドシートの
正しい着用の徹底

自転車の
安全利用の推進
自転車の
安全利用の推進

～自転車安全利用五則を守りましょう～
5.子どもはヘルメットを着用
大人も万が一のときに備えて、
自転車乗用時にヘルメットを
着用しましょう。

安全ルールを守る4.
・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
・夜間はライト点灯
・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

5月は
「自転車・二輪車
安全利用月間」

です！

自転車は車道が原則、歩道は例外

車道は左側を通行

歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行

※1.
2.
3.

※歩道を通行することができる道路標識等がある場合など

自転車利用者は万が一に備えて自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。

自転車運転者講習制度 危険行為を繰り返す14歳以上の自転車運転者には
公安委員会から講習受講命令が課せられます（講習手数料6,000円）

自転車は原則
車道の左側

歩道は
歩行者優先

横断歩道は
歩行者優先

　自動車税の納税をお忘れなく
　5月31日㊎は、自動車税の納期限です
4月1日現在、自動車をお持ちの方に、5月7日㊋に
県税事務所から納税通知書をお送りします。お近くの県税事
務所、金融機関やコンビニエンスストア等で自動車税を納めて
ください。
また、パソコンやスマートフォンなどを利用して、クレジットカード
でも納税することができます（利用者には、別途、決済手数料

がかかります。）。
なお、名義変更・廃車などの手続を他の人に依頼した自動車に
ついて、納税通知書が届いた場合は、それらの手続が3月末日
までに行われていないことが考えられますので、依頼先にご確
認ください。
また、5月中旬までに納税通知書が届かないときは、管轄の県税
事務所にご連絡ください。

▽ホームページ=https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
zeimu/0000051633.html                                         

▽問合せ＝税務課☎052（954）6052

　「工業統計調査」を実施します

工業統計調査は、我が国の工業の実態を明らかにし、工業に関
する施策の基礎資料を得ることを目的に、国が行う調査の中でも
特に重要な「基幹統計調査」です。調査結果は、国や地方公共
団体の行政施策の重要な基礎資料として使われるほか、大学や
民間の研究機関など国民生活の幅広い分野で活用されます。
調査は、6月1日現在で実施しますので、調査をお願いする事業
所には、5月中旬から知事が任命した調査員が調査票を持って
伺うか、又は国から直接調査票を郵送します。
調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお願いします。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/toukei/

▽問合せ＝統計課☎052（954）6106

　蚊が媒介する感染症の予防について

海外の一部地域では、デング熱など、蚊が媒介する感染症が
流行しています。国内での流行を防ぐため、特に5月から9月に
かけては、蚊を増やさない身近な対策を心掛けましょう。蚊は、
小さな水たまりで産卵するため、おもちゃ、植木鉢の受け皿、じょ
うろ、タイヤなどを屋外に放置して水が溜まらないよう、十分に
管理しましょう。海外の流行地へ行く際は、肌を露出しない、
虫よけスプレーを適正に使用するなど、蚊に刺されないよう気を
つけましょう。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
kenkotaisaku/mosquitoborneinfection.html

▽問合せ＝健康対策課☎052（954）6272

　6月1日～7日は「水道週間」です
　～県営浄水場を一般開放します～
6月1日から7日の水道週間の期間中、生活に不可欠な水の大切
さを再認識し、県営水道についての理解と関心を深めていただ
くため、県営浄水場を一般開放します。
この機会に、お近くの浄水場へご来場ください。

▽日時＝6月1日㊏～7日㊎

▽集合時間＝①10時、②13時、③15時の3回（いずれも30分前
から受付開始）

▽浄水場＝上野（東海市）、知多（知多市）、高蔵寺（春日井市）、
尾張東部（日進市）、犬山（犬山市）、尾張西部（稲沢市）、豊田
（豊田市）、豊橋、豊橋南部（ともに豊橋市）、豊川（豊川市）
なお、幸田（幸田町）は本年度工事のため実施しません。

▽参加無料 ▽申込不要
▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/

kigyo-suiji/suidosyukan.html

▽問合せ＝企業庁水道事業課☎052（954）6683

　

　「防災・減災カレッジ」の受講者募集

防災や減災について学べる研修「防災・減災カレッジ（防災人
材育成研修）」の受講者を募集します。

▽開催時期=6月20日㊍～令和2年1月25日㊏

▽会場＝名古屋大学（名古屋市千種区）、豊田市福祉センター
（豊田市）、県西三河総合庁舎（岡崎市）

▽募集期間=5月13日㊊～6月3日㊊

▽ホームページ＝http://www.gensai.nagoya-u.ac.jp/
kyoso/college.html

▽問合せ＝あいち・なごや強靱化共創センター☎052（747）6979

　「こどもの森フェス2019」の開催

環境学習施設「もりの学舎（まなびや）」周辺の森で、楽しく元
気に過ごせる森づくりをする「こどもの森フェス2019」を開催
します。

▽日時＝５月11日㊏ 10時～14時

▽場所＝もりの学舎周辺の森（モリコロパーク内（長久手市））

▽内容＝スタンプラリー、クラフト体験、森あそび等

▽参加無料 ▽申込不要
※詳細はホームページでご確認ください。

▽ホームページ＝http://mori-manabi .org/sizengakkou/

▽問合せ＝もりの学舎☎0561（61）2315

　「全国戦没者追悼式」の参列者募集

先の大戦において亡くなられた方々を追悼し、平和を祈念する
ため、「全国戦没者追悼式」に県遺族代表として参列していた
だく方を募集します。

▽日時＝8月14日㊌～15日㊍（1泊2日､式典は8月15日㊍）

▽会場＝日本武道館（東京都千代田区）

▽対象＝戦没者の遺族（戦没者の配偶者、子、父母、兄弟姉
妹、甥、姪及び子・兄弟姉妹の配偶者）で過去に参列したことが
なく、団体行動が可能な健康状態の方。

お知らせ

■第四次レッドリスト※（案）
※絶滅のおそれのある野生動植物の種のリスト

▽意見募集期間＝5月27日㊊まで

▽問合せ＝自然環境課☎052（954）6230

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、お近くの県民相談・情報センター及び各県民
相談室で閲覧できる他、県のホームページからもご覧いただけます。

県 民 意 見 募 集
試験

▽ ホームページ＝http://www.syokujusai-aichi2019.jp/ ▽ 問合せ＝全国植樹祭推進室☎052（954）6968

本県では、6月2日㊐に尾張旭市と名古屋市守山区に広がる愛知県森林公園をメイン会場として、「第70回全国
植樹祭」を開催します。この開催に合わせて、県内3か所にサテライト会場を設け、メイン会場で行われる式典の
模様を生中継するほか、木製品の小物の販売など各種ブースを出展します。ぜひ、お越しください。

▽場所＝①オアシス21（名古屋市東区）、②豊橋総合動植物公園（豊橋市）、③尾張旭市渋川福祉センター（尾張旭市）

▽日時＝①6月1日㊏ 11時～15時、6月2日㊐ 9時45分～15時、②6月2日㊐ 9時45分～15時、③6月2日㊐ 9時～13時30分

▽参加無料（豊橋総合動植物公園は入園料が必要） ▽申込不要

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/top1.html

▽問合せ＝県民安全課☎052（954）6176

昨年の県内の刑法犯認知件数は、前年に引き続き減少しましたが、空き巣などの住宅対象侵入盗は、12年連続全国ワースト
1位となっています。また、自動車盗は、特定車種で被害が多発し、振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺についても、被害総額
は10億円を超えており、依然として、大変憂慮すべき状況にあります。
この時期は、ゴールデンウィーク明けで、気の緩みが懸念されますので、犯罪に遭わないよう気を付けましょう。

▽期　　間＝5月11日㊏～20日㊊の10日間

▽運動の重点＝○住宅を対象とした侵入盗の防止　○自動車盗の防止
 ○特殊詐欺の被害防止　○子どもと女性の犯罪被害防止

春の安全なまちづくり県民運動を実施します！春の安全なまちづくり県民運動を実施します！

第70回全国植樹祭サテライト会場にお越しください！第70回全国植樹祭サテライト会場にお越しください！

○式典プログラム（メイン会場）

第70回全国植樹祭
マスコットキャラクター
森ずきんちゃん

犯罪にあわない！
犯罪を起こさせない！
犯罪を見逃さない！

年間スローガン
★3N（ない）運動

イントロダクション
プロローグ
記念式典
エピローグ

イントロダクション
プロローグ
記念式典
エピローグ

大会概要、愛知県の紹介など
プロローグアトラクション、感謝状の贈呈など
お手植え・お手播き、苗木の贈呈、大会宣言など
エピローグアトラクション

【式典中継予定時間】
6月2日㊐

9時55分～12時18分

【式典中継予定時間】
6月2日㊐

9時55分～12時18分

▽参加無料（集合・解散地までの交通費等は自己負担）

▽定員＝15名（応募多数の場合は抽選）

▽申込方法＝5月7日㊋～17日㊎に専用の申込書（5月7日㊋から
県民相談・情報センター、県民相談室、各市区町村等で配布）
に必要事項を記入し、必要書類と併せ、郵送（当日消印有効、
持参も可）で地域福祉課（〒460-8501（住所記載不要））へお
申し込みください。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
chiikifukushi/zentsuibosyu.html

▽問合せ＝地域福祉課☎052（954）6264

　「中高年齢離職者再就職支援セミナー」
　の参加者募集
中高年齢者の早期再就職を支援するため、再就職支援セミ
ナーを開催し、就職活動を効果的に行うためのノウハウの学習
や面接対策などの実習を行います。

▽日時＝5月20日㊊ 10時～16時　

▽場所＝ウインクあいち17階 セミナールーム（名古屋市中村区）

▽参加無料 ▽定員＝30名（先着順）

▽申込方法＝ホームページからダウンロードした所定用紙に、
必要事項を記入の上、FAX又はEメールで就業促進課（FAX
052（954）6927、Eメールshugyo@pref.aichi.lg.jp）へお申
し込みください。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/

▽問合せ＝就業促進課☎052（954）6367

　「大学生等会社合同説明会」の開催

令和2年3月大学等卒業予定者及び既卒3年以内の方を対象
に会社合同説明会を開催します。

▽日時＝6月12日㊌ 11時～17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）

▽予約不要・入場無料・入退場自由

▽内容＝来春採用を予定している企業ブース（100社予定）、
各種就職支援コーナー

▽ホームページ＝http://www.aichi.info

▽問合せ＝大学生等会社合同説明会運営協議会事務局（（公財）
県労働協会 あいち若者職業支援センター）☎052（222）0800

　「豊川・矢作川連合総合水防演習・
　広域連携防災訓練」の開催

豊田市白浜地先の矢作川河川敷で、大規模な水害に備え、三
河地域最大規模の水防演習・防災訓練を実施します。

▽日時＝5月19日㊐ 9時～正午

▽場所＝矢作川右岸豊田大橋河川敷（豊田市）

▽内容＝①消防団による水防工法の実演、②防災機関による
情報共有訓練・ヘリによる被災者救助訓練、③最新の防災機器
の展示や体験コーナーなど

▽参加無料 ▽申込不要

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kasen/

▽問合せ＝河川課☎052（954）6552

　「ITSあいち県民フォーラム2019」
　の参加者募集
ICT（情報通信技術）の活用により人やクルマの移動を支援す
るITS（高度道路交通システム）の普及啓発を図るため、「モビリ
ティの未来」をテーマとした講演会を開催します。

▽日時＝5月28日㊋ 14時～16時

▽場所＝栄ガスビル5階 栄ガスホール（名古屋市中区） 

▽参加無料 ▽定員＝120名 （先着順）

▽申込方法＝5月21日㊋まで（必着）に、ホームページの申込み
フォームからお申し込みいただくか、参加者全員の氏名、代表者
の連絡先、「ITSあいち県民フォーラム参加希望」を明記の上、
郵送、FAX又はEメールのいずれかで愛知県ITS推進協議
会事務局（交通対策課内）（〒460-8501（住所記載不要）、
FAX052（961）3248、Eメールkj-san1@pref.aichi . lg.jp）
へお申し込みください。

▽ホームページ＝https://aichi-its.jp/

▽問合せ＝交通対策課☎052（954）6125

　「リニモ新緑ウォーキング」を
　開催します！
リニモ沿線の自然や名所、文化・観光施設などを巡り、多くの方
に沿線の魅力に触れていただくため、「リニモ新緑ウォーキング」
を開催します。完歩者の方には、オリジナルピンバッジをプレゼ
ントします。

▽日時＝①5月18日㊏【はなみずき通駅発】
 ②5月25日㊏【愛・地球博記念公園駅発】
 ③6月22日㊏【八草駅発】

▽スタート受付＝9時30分～11時30分（③は、8時30分～11時）

▽ゴール受付＝14時30分まで（③は、15時まで）
▽参加無料（施設への入館料等は自己負担）

▽申込不要

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/kotsu/

▽問合せ＝交通対策課☎052（954）6127

　県営住宅の入居者募集（抽選）

▽募集住宅＝【既設】織部住宅（北区）始め140団地521戸

▽案内書の配布＝県民相談･情報センター及び各県民相談
室、各県民センター広報コーナー、新城設楽振興事務所広報
コーナー、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）、県営住宅管理室、県住宅供給公社各住宅管
理事務所など

▽郵送受付＝5月14日㊋まで（消印有効）

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
jutakukanri/31chusen1.html

▽問合せ＝県住宅供給公社賃貸住宅課☎052（954）1362

　「親子ふれ愛・水源地探検ツアー」の
　開催
夏休みに小学生（4年生以上）のお子様と親子で行く「親子ふ
れ愛・水源地探検ツアー」を実施します。

▽日程＝7月25日㊍ ▽行き先＝岩屋ダム等

▽集合場所・時間＝JR尾張一宮駅・7時45分　

▽対象＝小学生（4年生以上）のお子様とその家族（1組4名まで）
※申込対象地域等の詳細はホームページでご確認ください。

▽参加無料（昼食付）　

▽定員＝40名（応募多数の場合は抽選）　

▽申込方法＝6月14日㊎まで（消印有効）に、応募者全員の住所、
氏名、生年月日、性別、学年（児童のみ）、電話番号、緊急連絡先
を記入の上、郵送、FAX又はEメールのいずれかで水道計画課
（〒460-8501（住所記載不要）、FAX052（954）6957、Eメール
kigyo-suido@pref.aichi.lg.jp）へお申し込みください。

▽ホームページ＝http://www.pref.aichi.jp/suido/

▽問合せ＝企業庁水道計画課☎052（954）6680

　

　愛知県職員・警察職員採用候補者
　試験（大学卒業程度）

▽試験日＝6月23日㊐

▽受験資格等＝受験案内でご確認ください。

▽受験案内＝4月23日㊋から人事委員会事務局職員課、各県民
相談室、県東京事務所で配布、ホームページからも確認可能。

▽受付期間＝電子申請・郵送ともに5月22日㊌まで（郵送は当日
消印有効）

▽ホームページ＝http://www.pref.aichi.jp/jinji/syokuin/

▽問合せ＝人事委員会事務局職員課☎052（954）6822

　愛知県公立学校教員採用選考試験

▽試験日＝第一次試験：7月20日㊏、第二次試験：8月20日㊋・
21日㊌

▽受験案内＝4月25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。また、ホームページからも
入手できます。なお、出願は郵送に限ります。

▽受付期間＝5月15日㊌まで（消印有効）

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/site/kyoinsaiyou/

▽問合せ＝教育委員会教職員課☎052（954）6769・6770

　愛知県職員（看護師、助産師、医療技術者）
　採用選考

▽募集人員＝①【看護師】がんセンター（約45名）、精神医療セ
ンター（約5名）、あいち小児保健医療総合センター（約30名）、
医療療育総合センター（約20名）、②【助産師】あいち小児保
健医療総合センター（若干名）、③【医療技術者】今後、ホーム
ページでお知らせします。

▽試験日＝①・②5月25日㊏～26日㊐のいずれか1日（1日で面
接選考及び適性検査を実施します。）、③今後、ホームページ
でお知らせします。

▽募集案内・申込書の配布＝各県立病院等で配布しています。
詳細はホームページでご確認ください。

▽受付期間＝5月10日㊎まで（郵送は当日消印有効）

▽ホームページ＝http://www.pref.aichi.jp/byoin/

▽問合せ＝病院事業庁管理課☎052（954）6314

行催事・募集

自転車は便利な乗り物ですが、正しく利用しないと、怪我を
したり、命を落としたりする危険性があります。
また、他人を事故に巻き込み加害者になることもあります。
交通事故は他人事ではありません。県民の皆様一人一人が

自転車も車と同じ車両であるという意識を持ち、「『飲酒運転』や

『ながら運転』は絶対しない」、「乗車の際はヘルメットを着用する」
など、自転車の安全な利用に努めましょう。

自転車は安全に利用しましょう！

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1054

愛知県広報広聴課 052（954）6169（ダイヤルイン）〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号

東　海 【SKE48のあいちテル！】 ……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＞

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 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（5月）  県のラジオ番組（5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。

・ホームページ　 https://www.pref.aichi.jp/ ・インターネット情報局　http://www.doga.pref.aichi.jp/
・広報広聴課 Facebook　https://www.facebook.com/aichikoho

5月31日は「世界禁煙デー」です。～受動喫煙を防止しよう～5月12日～18日は看護週間（5月12日は看護の日）です。～看護の心をみんなの心に～

STOP


