
　「2019年度第1回県政世論調査」の　実施
県政運営の基礎資料とするため、「県政世論調査」を実施してい
ます。調査対象者は、無作為に抽出した満18歳以上の県民3,000名
の皆様です。該当の方には調査票を郵送していますので、ぜひと
も調査へのご協力をよろしくお願いいたします。

▽調査期間＝7月20日㊏まで

▽調査項目＝①県民の幸福感に関する意識 ②愛知の将来方向 
③動物愛護管理 ④防災（地震）に関する意識 ⑤河川情報 
⑥これからの環境政策の方向性

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koho/
01-01yorontyousa.html

▽問合せ＝広報広聴課☎052（954）6170

　 「あいちクールシェア2019」の実施

地球温暖化防止の取組の一環として、エネルギーの効率的な使用
を促すキャンペーン「あいちクールシェア2019」を実施しています。

▽期間＝9月30日㊊まで

▽内容＝夏季の電力使用量ピークの時間帯に家庭の冷房の使
用を見直し、公共施設や商業施設の「シェアスポット」に出かけた
り、家の中で一つの部屋に集まって涼を分かち合う取組です。
期間中に、アンケートに回答し応募いただくと、抽選で賞品が当た
ります。詳細はホームページでご確認ください。

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

▽問合せ＝地球温暖化対策課☎052（954）6213

　「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の実施

麻薬・覚醒剤・大麻・危険ドラッグなどの薬物乱用問題に対する認
識を高めていただくため、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動を実施し、県
内各地で各種啓発活動を行っています。これを機会に正しい知
識を身につけましょう。

▽期間＝7月19日㊎まで

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/iyaku/
01dame-zettai.html

▽問合せ＝医薬安全課☎052（954）6305

　「愛知県多言語コールセンター」の開設

県内中小規模の観光関係事業者等と外国人旅行者を対象とし
た「愛知県多言語コールセンター」を開設しました。

▽対象者＝①中小企業基本法に該当する県内の観光関係事業者
（宿泊施設、免税店等）、観光施設、観光案内所等、②外国人旅行者

▽対応言語（9言語）＝英語・中国語・韓国語・タイ語・ベトナム語・
タガログ語・ポルトガル語・スペイン語・フランス語

▽運用時間＝24時間365日（一部言語に例外有）

▽サービス内容＝電話通訳サービス、翻訳サービス

▽利用料無料（ただし、①の事業者等は通話料負担）

▽利用方法＝①事業者等：利用登録が必要です。詳細はホーム
ページでご確認ください。②外国人旅行者：専用サイト（URL:
https://aichi.livecall.jp/en/ipCC/）から利用してください。

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
kokusai-kanko/tagengo-callcenter2019.html

▽問合せ＝国際観光コンベンション課☎052（954）6476

　豚コレラ経口ワクチン散布について

豚コレラまん延防止対策として、野生イノシシに対する経口ワクチ
ンの野外散布を実施しています。これまでの検証作業から、ワクチ
ン散布後に捕獲イノシシの免疫増加が認められています。
今回、第2期・1回目の経口ワクチン散布を実施します。ワクチン散
布地域では、豚コレラウイルスの拡散につながるため、山林への立
入を控えていただきますようお願いします。

▽散布期間＝7月12日㊎～14日㊐

▽散布場所＝犬山市、小牧市、春日井市及び瀬戸市北部の山塊

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
chikusan/inoshishi-vaccine.html

▽問合せ＝自然環境課☎052（954）6230、畜産課☎052（954）6424

　中部国際空港・県営名古屋空港へは
　公共交通機関をご利用ください。
連休やお盆休みは、大変多くのお客様がご利用になるため、駐車
場が満車になることが予想されます。
特に、中部国際空港は第2ターミナル整備に伴い、駐車スペースが
大幅に減少しています。
中部国際空港へは鉄道・バスが、県営名古屋空港へはバスが
便利です。各空港にお越しの際は、公共交通機関をご利用ください。
【中部国際空港】

▽ホームページ＝https://www.centrair.jp/access/parking/

▽問合せ＝駐車場管理事務所☎0569（38）7830（24時間）
【県営名古屋空港】

▽ホームページ＝https://nagoya-airport.jp/

▽問合せ＝空港管理事務所☎0568（29）1600（7時～22時）

　高等学校等奨学給付金のご案内

高等学校等に通う生徒が安心して教育を受けられるよう、低所得
世帯に対し、教育費負担を軽減すべく給付金を支給します。

▽対象＝次の生徒、保護者等の条件を全て満たしている場合に、
保護者の方が申請できます。
◇生徒の条件：①2014年度以降に高等学校等の1年生に入学し
た方、②7月1日時点で就学支援金を受給する資格を有している方
◇保護者等の条件：①生活保護（生業扶助）受給世帯又は保護者
全員が非課税である世帯、②7月1日時点で県内に在住している方

▽給付年額＝

▽申込方法＝在学する学校にお問い合わせください。

▽問合せ＝（国公立）高等学校教育課☎052（954）6785、（私
立）私学振興室☎052（954）6187

　「伊勢湾台風60年のつどい」の開催

今年は伊勢湾台風の襲来から60年の節目の年にあたることから、
「伊勢湾台風60年のつどい」を開催します。

▽日時＝8月4日㊐ 11時～17時30分

▽場所＝愛知県女性総合センター（名古屋市東区）

▽内容＝①追悼式、②講演会、③体験型防災アトラクション、④防
災新聞作成など ▽参加無料

▽申込方法＝内容によって、事前申込が必要なものもありますの
で、詳細はホームページでご確認ください。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/bosai/
isewan60tudoi.html

▽問合せ＝防災危機管理課☎052（954）6190

　「あいち多文化共生作文コンクール」
　の作品募集
外国人と日本人との相互理解の促進を図るため、多文化共生に
関する作文を募集しています。

▽応募資格＝県内在住又は在学の小・中学生（同年齢含む）

▽作文テーマ＝「みんなでつくる多文化共生社会」（題名は自由）

▽募集作品＝400字詰原稿用紙に小学生は2枚から3枚、中学生
は3枚から5枚で、日本語により書かれた作文

▽賞の種類＝優秀賞2点、佳作5点

▽応募方法＝9月10日㊋まで（消印有効）に、作品の表面に題名・
学校名・学年・氏名（ふりがな）を記入し、作品の一番上に所定の
「応募用紙」を添付の上、多文化共生推進室（〒460-8501（住所
記載不要））へ郵送又は持参してください。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/syakaikatsudo/
tabunka.html

▽問合せ＝多文化共生推進室☎052（954）6138

　「あいちアール・ブリュット展」の
　作品募集
9月開催の「あいちアール・ブリュット展」で展示する
作品を募集しています。展示作品から原画を選定
し、企業のノベルティグッズを制作します。また、優秀作品は来年
3月開催の「優秀作品特別展」で展示します。

▽応募資格＝県内在住又は在勤・在学で障害のある方（障害種
別は不問）

▽募集作品＝絵画、書道、写真、陶芸、オブジェ、刺繍など

▽募集期間＝7月12日㊎まで

▽応募方法＝詳細はホームページでご確認ください。

▽出品無料

▽作品展示等＝9月11日㊌～16日㊊・㊗に名古屋市民ギャラリー
矢田（名古屋市東区）にて展示します。 ※入場無料

▽ホームページ＝http://www.aichi-artbrut.jp/

▽問合せ＝あいちアール・ブリュット展事務局（社会福祉法人あい
ち清光会サンフレンド内）☎0568（47）1181、FAX0568（47）
1182、Eメールsunfriend@aichi-seikokai.or.jp

　「愛知の発明の日」記念イベントの開催

発明や知的財産の大切さについて考えていただくため、8月1日の
「愛知の発明の日」を記念してイベントを開催します。
①「愛知の発明の日」記念講演会

▽日時＝8月1日㊍ 13時30分～15時55分

▽定員＝200名（先着順）
②「体験！あいち少年少女発明クラブ紹介展」

▽日時＝8月1日㊍・2日㊎ 10時～16時30分

▽場所＝トヨタ産業技術記念館（名古屋市西区）（①・②ともに）

▽参加無料（①・②ともに）
※詳細はホームページでご確認ください。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/
aichi-hatsumei2019.html

▽問合せ＝産業科学技術課☎052（954）6370

　「あいちワーク・ライフ・バランス
　推進運動2019」賛同事業所の募集
仕事と生活の調和が実現した社会を目指して、「あいちワーク・ライ
フ・バランス推進運動2019」を実施し、ワーク・ライフ・バランスに資
する取組に賛同する県内企業や事業所を募集しています。

▽賛同取組項目＝「愛知県内一斉ノー残業デー（11月第3水曜
日）」を始めとする定時退社、年次有給休暇の取得促進、多様で
効率的な働き方等

▽申込方法＝11月30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、申込書（ホームページから入手
可）に必要事項を記入の上、郵送又はFAXで、労働福祉課（〒460
－8501 住所記載不要、FAX052（954）6926）へお申し込みください。

▽ホームページ＝https://famifure.pref.aichi.jp/aichi-wlbaction/

▽問合せ＝労働福祉課☎052（954）6360

　あいち航空ミュージアム
　「夏休みイベント」の実施
夏休み期間中に「やってみよう！空のお仕事体験2019夏」や
「名機百選総選挙」など様々なイベントを開催します。詳細はホー
ムページでご確認ください。

▽開催期間＝7月20日㊏～9月1日㊐（7月23日㊋、30日㊋は休館）

▽開館時間＝9時30分～17時（入場は16時30分まで）

▽場所＝あいち航空ミュージアム（西春日井郡豊山町）

▽入館料＝大人1,000円、高・大生800円、小・中学生500円

▽ホームページ＝https://aichi-mof.com/

▽問合せ＝あいち航空ミュージアム☎0568（39）0283

　「わくわく体験リニモツアーズ
　2019」の参加者募集
リニモに乗車後、沿線施設の見学や工作教室など
の体験学習を8コースで行います。ご希望のコースにご参加い
ただき、夏休みの自由研究などにお役立てください。

▽期間＝8月1日㊍～27日㊋ ▽集合場所＝リニモ藤が丘駅

▽対象＝小学生のお子様とその保護者（1組6名まで可）

▽参加無料

▽定員＝各回60～80名（申込多数の場合は抽選）　

▽申込期間＝7月12日㊎まで

▽日程、参加施設、申込方法等＝詳細はホームページでご確認ください。

▽ホームページ＝https://linimo-school.info/

▽問合せ＝交通対策課☎052（954）6127

　「人と自然にやさしいまちデザイン
　コンテスト」の絵画作品募集
子どもたちが住まいやまちづくりを考える機会として、デザインコン
テストを実施しています。

▽テーマ＝「みんなの家」（サブテーマ「うごくいえ」）

▽応募資格＝県内在学の小・中学生

▽応募方法＝9月13日㊎まで（必着）に、4ッ切り画用紙に絵又は図
面で表現して、作品の裏面に応募用紙を貼付の上、在学する学校
を通じて、（公社）愛知県建築士事務所協会にお申し込みください。
※詳細はホームページでご確認ください。

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
jutakukeikaku/designcontest15press.html

▽問合せ＝（公社）愛知県建築士事務所協会☎052（201）0500

　「東京2020オリンピック聖火リレー」の
　聖火ランナーの募集
2020年4月6日㊊・7日㊋に愛知県で実施される「東京2020オリ
ンピック聖火リレー」の聖火ランナーを募集しています。

▽公募人数＝22名 

▽応募要件＝愛知県にゆかりのある方など

▽応募方法＝8月31日㊏まで（郵送は消印有効）に、ホームページ
の応募フォームからお申し込みいただくか、所定の応募用紙（ホー
ムページから入手可）に必要事項を記入の上、郵送、FAX又は
Eメールのいずれかで、東京2020オリンピック聖火リレー愛知県実
行委員会 聖火ランナー受付センター（〒453-6108 名古屋市中
村区平池町4-60-12 グローバルゲート8階、FAX052（446）7358、
Eメールcontact@run-aichi.jp）へお申し込みください。

▽応募用紙配布＝県民相談・情報センター、市区町村役場等

▽ホームページ＝https://www.run-aichi.jp/

▽問合せ＝東京2020オリンピック聖火リレー愛知県実行委員会 
コールセンター☎052（446）5688

　愛知県職員・警察職員・市町村立
　小中学校職員採用候補者試験

▽種類＝①県職員・警察職員・市町村立小中学校職員（高卒程
度）、②民間企業等職務経験者を対象とした県職員・警察職員
（大卒程度）、③社会人を対象とした県職員（高卒程度）、④身体
障害者を対象とした県職員（専門職）採用選考

▽第一次試験日＝①9月29日㊐、②・③・④9月22日㊐

▽受験資格等＝現在、配布している受験案内でご確認ください。

▽受験案内＝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（①は警察本部
警務課、県内各警察署でも配布）。 

▽受付＝①電子申請・郵送ともに8月19日㊊～9月4日㊌（郵送
は消印有効）、②・③・④電子申請・郵送ともに8月1日㊍～12日
㊊・○振（郵送は消印有効） 

▽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

お知らせ

行催事・募集

試験

夏本番を迎え、暑さが本格的となるこの時期は、運転時の注意力が散漫になりがちです。
ドライバーの方は、早めに休憩をとるなど体調に注意するとともに、後部座席を含めた全て
の座席でシートベルトとチャイルドシートを正しく着用しましょう。
また、地域の行事などで飲酒の機会も増えますが、「飲酒運転は絶対にしない！させない！」
を徹底し、県民一人一人が交通安全意識を高め、交通事故の防止に努めましょう。

熱中症は、適切な予防をすれば防ぐことができます。
熱中症になった場合も、適切な応急処置により救命することができます。
一人ひとりが、熱中症予防の正しい知識をもち、自分の体調の変化に気をつけるとともに、
周囲の人にも気を配り、予防を呼びかけ合って、熱中症による健康被害を防ぎましょう。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/　 ▽問合せ＝県民安全課☎052（954）6177

▽期　　間＝7月11日㊍～20日㊏

▽運動重点＝◇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
 ◇自転車の安全利用の推進
 ◇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
 ◇飲酒運転の根絶

夏の交通安全県民運動を実施します夏の交通安全県民運動を実施します

熱中症の
予防法
熱中症の
予防法

▽ホームページ＝http://www.pref.aichi.jp/kenkotaisaku/netyuusyou/1.html  ▽問合せ＝健康対策課☎052（954）6268

熱中症が疑われる
人をみかけたら
熱中症が疑われる
人をみかけたら

熱中症の予防には、「水分補給」と「暑さをさけること」が大切です！
●こまめに水分・塩分の補給をしましょう。 ●通気性の良い、吸湿・速乾の衣類を着用しましょう。
●外出時は日傘や帽子を着用しましょう。 ●扇風機やエアコンを使った温度調整をしましょう。

●涼しい場所へ避難させましょう。 ●衣服を脱がせ、身体を冷やしましょう。
●水分・塩分を補給しましょう。
●自力で水を飲めない、意識がない場合は、直ちに救急隊を要請しましょう！

～7・8月は熱中症予防強化月間です～～7・8月は熱中症予防強化月間です～

■投票時間は、午前7時から午後8時までです。
離島・山間地等の一部投票所では異なる場合があります。

■点字投票・代理投票もできます。
目の不自由な方は、点字で投票することができます。また、病気や
けがなどで字を書くことができない方は、代理投票ができます。
詳しくは、投票所の係員にお申し出ください。

▽問合せ＝県選挙管理委員会事務局☎052（954）6069

※その他ご不明の点がありましたら、お住まいの市区町村の選挙管理委員会
　事務局までお問い合わせください。

伝えよう  あなたの意志を  投票で伝えよう  あなたの意志を  投票で

日

■お子さま連れでも投票所に入場できます。
18歳未満のお子さまがいる方や付添いが必要な方も、お子さま
や付添人と一緒に投票所に入ることができます。

■投票日の当日に仕事や旅行などの予定のある方は、
　7月20日㊏まで期日前投票ができます。

熱中症に気をつけましょう！熱中症に気をつけましょう！

7月21日 は、　　　参議院議員
通常選挙の投票日です。
7月21日　　は、　　　参議院議員
通常選挙の投票日です。

第25回

課程

32,300円
52,600円
32,300円
52,600円

129,700円
138,000円
36,500円
38,100円

82,700円
98,500円
36,500円
38,100円

全日制
定時制 

通信制 

国公立  
私　立  
国公立  
私　立

第2子以降第1子
非課税世帯（生活保護世帯を除く）

生活保護世帯公私区分

◯菅　俊一 《指向性の原理‐視線》２０１７　※画像は参考図版

会期：2019年8月1日（
木）ー

10月14日（月・祝）［7
5日間］

国際現代美術展のほ
か、映像プログラム、

パフォーミング

アーツ、音楽プログラ
ムなど最先端の芸術

作品が集結！

愛知芸術文化センタ
ー、名古屋市美術館

、名古屋市内のまちな
か

（四間道・円頓寺）、
豊田市（豊田市美術

館・豊田市駅周辺）に
て

四間道・円頓寺、豊
田市が新たな会場に

！

芸術監督：津田大介（
ジャーナリスト／メデ

ィア・アクティビスト
）

主催：あいちトリエン
ナーレ実行委員会

チケットの詳細は、あ
いちトリエンナーレ公

式Webサイトをご覧
下さい。

aichitriennale.jp
前売券好評発売中！

国内最大規模の国際
芸術祭、

まもなくはじまる！

世界の視線があいちに集ま
る！

あいちトリエンナーレに関するお問い合わせは、あいちトリエンナーレ実行委員会事務局 ☎052（971）6111（ダイヤルイン）まで　　「あいちトリエンナーレ201９」に関する情報は、 検索あいちトリエンナーレ

7月は「愛の血液助け合い運動」月間です。献血しませんか？  ～さあ行こう　未来をつなぐ　献血へ～　7月28日は日本肝炎デー、7月22日から28日は肝臓週間です。この機会に肝炎ウイルス検査を受けてみましょう。

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1056

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（7月）  県のラジオ番組（7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

３年ごとに開催される国際芸術祭、「あいちトリエンナーレ
2019」が８月１日からいよいよ開幕します。４回目の開催となる
今回のテーマは、「情の時代　Taming Y/Our Passion」。
芸術監督にジャーナリストでメディア・アクティビストの津田大介氏を
迎え、国内外から80組以上のアーティストが集結します。

国際現代美術展のほか、映像プログラム、パフォーミングアーツ、
音楽プログラムなど、様々な表現を横断する、最先端の芸術作品を
紹介します。
街がまるごとアート空間になる75日間をお楽しみください。

最先端の芸術作品があいちに集結します！


