
　県有財産（土地）の一般競争入札を
　行います

▽入札物件（実測面積、予定価格）＝①名古屋市熱田区伝
馬一丁目101番（1,292.85㎡、36,976万円）、②名古屋市緑
区緑花台1949番（1,212.26㎡、7,589万円）

▽入札日＝8月29日㊍

▽入札会場＝県自治センター（名古屋市中区）

▽現地説明会＝8月9日㊎ ▽参加申込期間＝8月15日㊍まで

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
zaisan/0000024582.html

▽問合せ＝財産管理課☎052（954）6147

　2009年以降に住宅用太陽光発電で
　売電している皆様へ
住宅用太陽光発電は、11月以降、順次、固定価格買取制度
による10年間の買取期間が満了します。期間満了後、太陽
光発電で作られた電力は、蓄電池等と組み合わせて自家消
費をするか、小売電気事業者などに相対・自由契約で余剰
分を売電するかを選択いただくことになります。
県では、自家消費をする方々に対して、市町村と協調し、蓄
電池や電気自動車等充給電設備の導入に補助を行ってい
ますので、ぜひご活用ください（お住まいの市町村で補助を
行っていない場合には、補助を受けることはできません）。
詳細は、申請の窓口であるお住まいの市町村にお問い合
せください。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
ondanka/0000004475.html

▽問合せ＝地球温暖化対策課☎052（954）6242

　海外渡航時の感染症予防について

夏休みに海外旅行を計画している方も多いと思いますが、
海外では、はしかなど様々な感染症が流行しています。旅行
先や旅行の目的によっては、事前に予防接種を受けることが
望ましい場合があります。検疫所のホームページで旅行先
の注意事項を確認し、現地では次のことに注意しましょう。
①水は一度沸騰させるか、ミネラルウォーターなどボトル入り
を利用しましょう。また、生水で作られた氷は避けましょう。
②食べ物は、十分に加熱されたものを食べましょう。
③こまめに手洗いをしましょう。
④犬やラクダなど動物との接触はなるべく避けましょう。
⑤ニワトリを多数扱っている市場へはむやみに訪れないよう
にしましょう。
⑥蚊やダニに刺されないよう、できるだけ肌の露出は避け、
虫よけ剤を使用しましょう。

▽問合せ＝健康対策課☎052（954）6272

　犬はつないで飼いましょう

夏は、花火大会や雷が多くなる季節ですが、飼い犬が大き
な音に驚いて、外へ飛び出して迷子になることがあります。

飼っている犬の安全を守るのは、飼い主の責任です。大切な
飼い犬を迷子にさせないように日頃から対策をとりましょう。
①犬はつないで飼いましょう。
②首輪、鎖、リード、ケージは定期的に点検しましょう。
③花火大会や悪天候の日は、外飼いの犬も玄関先などへ入
れるようにしましょう。
④鑑札と狂犬病予防注射済票は、必ず首輪につけましょう。
⑤迷子札やマイクロチップを付けて、万が一の時に備えましょう。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/eisei/
0000067386.html

▽問合せ＝生活衛生課☎052（954）6298

　「伊勢湾台風60年 防災講演会あいち」
　の開催
名古屋地方気象台及び名古屋市と共催で、防災知識の普
及啓発等を目的とした講演会を開催します。

▽日時＝9月6日㊎ 13時30分～16時15分（開場13時）

▽場所＝伏見ライフプラザ5階 鯱城ホール（名古屋市中区）

▽内容＝講演①伊勢湾台風とテレビの防災報道～そして、
今…［講師：（株）CBCテレビ 防災担当デスク 西田征弘氏］、
講演②災害から命を守る防災気象情報について［講師：
名古屋地方気象台長 松村崇行氏］ ※手話通訳有

▽入場無料（事前申込制・先着順） ▽定員＝750名

▽申込方法＝名古屋地方気象台へ電話（☎052（751）5124）
でお申し込みください。

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
saigaitaisaku/31bousaikouenkai.html

▽問合せ＝災害対策課☎052（954）6193

　「あいち国際女性映画祭2019」
　の開催
世界各国・地域の女性監督による作品や、女性に注目した作
品を集めた国内唯一の国際女性映画祭「あいち国際女性
映画祭2019」を開催します。
日本初公開やはるな愛さん初監督を含む全33作品の上映に
加え、①監督や俳優の吉行和子さん、倍賞千恵子さん、
菜 葉 菜さん等のゲストによるトーク、②国内外の新進女性監
督から公募したフィルム・コンペティション、③難民をテーマとし
た映画上映とともに難民について考えるシンポジウム等、異文
化交流を深める企画などを実施します。

▽期間＝9月4日㊌～8日㊐

▽場所＝県女性総合センター（ウィルあいち）（名古屋市東
区）、ミッドランドスクエアシネマ（名古屋市中村区）など

▽チケット＝前売り1,000円、当日1,200円ほか。ウィルあいち、
ローソンチケット等で購入できます。

▽ホームページ＝https://www.aiwff.com/

▽問合せ＝あいち国際女性映画祭事務局☎052（962）2520

　「子どもが輝く未来に向けた
　シンポジウム」の開催
子どもの貧困問題について、県民の皆様の関心と理解を深

めるため、「子どもが輝く未来に向けたシンポジウム」を開催
します。

▽日時＝8月29日㊍ 14時～16時15分（開場13時30分）

▽場所＝県女性総合センター（ウィルあいち）4階 ウィルホール
（名古屋市東区）

▽内容＝①基調講演「子どもの居場所 地域で支える～
『子どもが生きる力』を守る～」［講師：認定NPO法人 こども
の里 理事長 荘保共子氏］、②パネルディスカッション「地域
での子どもの支援」

▽参加無料 ▽定員＝400名（事前申込制・先着順）

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
chiikifukushi/kodomo-symposium2019.html

▽問合せ＝地域福祉課☎052（954）6627

　「あいち女性起業家支援プログラム
　COMPASS」のエントリー募集
女性起業家の経営者としての成長及びスケールアップ（事業
拡大）を「①ブラッシュアップ期間」、「②アクセラレーション期間」
の2段階で半年間にわたり支援するプログラムを実施します。

▽対象＝本業から新しいビジネスや成長の可能性を見つけた
い女性、個人事業を組織・会社へと成長させていきたい女性等

▽定員＝①ブラッシュアップ期間：40名程度、②アクセラレー
ション期間：20名程度

▽応募方法＝9月12日㊍までに、ホームページの申込フォーム
からお申し込みください。

▽ホームページ＝https://w-ings.com/aichi/

▽問合せ＝産業政策課☎052（954）6330

　「あいち技能五輪・アビリンピック2019」
　のボランティア募集
技能日本一を競う｢あいち技能五輪・アビリンピック2019｣で
活動していただけるボランティアを募集しています。

▽活動期間＝①11月15日㊎～18日㊊、②11月16日㊏・17日㊐

▽活動場所＝①Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）
（常滑市）ほか3市（名古屋市、小牧市、清須市）8会場など、
②Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）（常滑市）

▽内容＝①大会運営ボランティア（受付・総合案内など）、
②アテンダントボランティア（見学者案内など）

▽募集人員＝①200名程度、②80名程度（①・②とも応募多
数の場合抽選）

▽申込方法＝9月10日㊋までに、ホームページの登録フォーム
から直接お申し込みいただくか、参加申込書を郵送又は
FAXで、あいち技能五輪・アビリンピック2019ボランティア
事務局（〒460- 0004名古屋市中区新栄町2-13 栄第一
生命ビル （株）コングレ内FAX052（950）3370）へお申し込み
ください。

▽ホームページ＝h t t p s : / / a i c h i - g o r i n - a b i l ym . on e -
registration.net/

▽問合せ＝あいち技能五輪・アビリンピック2019ボランティア
事務局☎052（961）4551

　「～撮っトク・観トク～あいちの
　おさかなスポットラリー」の実施
県産水産物の消費拡大を図るため、水産物の産地を巡っ
て、写真の投稿や県産水産物の動画を視聴していただく
「～撮っトク・観トク～あいちのおさかなスポットラリー」を実施
しています。

▽期間＝12月31日㊋まで

▽内容＝①フォトラリーと②ムービーラリーの2コースがあり、
参加者には抽選で県産水産物などをプレゼントします。詳細
はホームページでご確認ください。

▽ホームページ＝https://saza-nami.com/

▽問合せ＝あいちのおさかなスポットラリー事務局☎052
（485）7150

　リニモで！日帰り写真旅 第一弾
　「見どころスポット」の写真募集
リニモ沿線の写真撮影に適したフォトスポット
「見どころスポット」の写真を募集しています。スポットごとにベ
ストショットを撮影された方には素敵な商品をプレゼントします。
入賞作品は、10月に発行する「リニモ沿線見どころスポット
MAP」などに掲載する予定です。

▽募集期間=9月1日㊐まで

▽募集作品=リニモ沿線の魅力が伝わる写真（2019年1月
1日以降に撮影された写真で、未発表のものに限る）

▽応募方法=ホームページでご確認ください。（注意事項を
確認の上、ご応募ください）

▽ホームページ=https ://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
kotsu/linimophoto1.html

▽問合せ=交通対策課☎052（954）6127

　県営住宅の入居者募集（先着順）

▽内容＝一般向・福祉向（母子、高齢者、心身障害者、子育
て、新婚等の世帯）・近居向（高齢者の親世帯と子世帯の距

離が概ね2キロメートル以内になるよう、どちらか一方又は両
方の世帯の方が入居を希望）の入居希望者を対象に、先着
順募集を行っています。詳細はホームページでご確認ください。

▽募集住宅＝味鋺東住宅（名古屋市北区）始め166団地

▽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、県営住宅管理室、市区町村役場（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

▽持参受付期間＝11月29日㊎まで（募集戸数に達した場合、
受付を終了することがあります）

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
jutakukanri/1senchakujun2.html

▽問合せ＝県住宅供給公社賃貸住宅課☎052（954）1362

　「マラソンフェスティバル ナゴヤ・
　愛知2020」のボランティア募集
世界最大の女子マラソン「名古屋ウィメンズマラソン」を中心
とした「マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2020」を一緒に
盛り上げていただけるボランティアを募集します。

▽活動期間＝2020年3月6日㊎～8日㊐（一日のみの参加も可）

▽活動場所＝名古屋市内各地

▽募集人員＝①リーダー200名、②団体7,000名、③個人
2,500名（②・③については先着順）

▽募集期間＝①7月29日㊊～9月30日㊊、②8月16日㊎～10月
31日㊍、③9月12日㊍～11月30日㊏ 

▽申込方法＝インターネット（新規の方は、事前に「GO 
SPORTS WEB」への会員登録（無料）が必要）又は郵送
にて受付

▽ホームページ＝http://marathon-festival.com/volunteer/

▽問合せ＝マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知 ボランティア
センター☎052（218）7351（平日10時～17時）

　「愛知の水にふれる旅
　～水道施設見学ツアー～」の開催
浄水場など水道に関係する施設の見学をする「愛知の水に
ふれる旅～水道施設見学ツアー～」を実施します。

▽日程＝10月19日㊏ ▽行き先＝知多浄水場（知多市）等

▽集合場所・時間＝名鉄太田川駅・9時

▽対象＝県営水道給水対象市町村在住の方（1組4名まで）
※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＝9月6日㊎まで（消印有効）に、応募者全員の
住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、緊急連絡先、本ツアー
の開催を何で知ったか（新聞、チラシ等）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（〒46 0 -
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＝水道計画課☎052（954）6680

　高校生の文化の祭典！
　「アートフェスタ」の開催
県高等学校文化連盟に加盟する文化部生徒の発表の場
「アートフェスタ－愛知県高等学校総合文化祭－」を開催しま
す。6年ぶりに登場するジャズ企画など、様々な文化部の全
国レベルの発表が楽しめます。

▽期間＝8月24日㊏・25日㊐
　舞台部門：吹奏楽、郷土芸能、器楽・管弦楽、ジャズ等　
　パネル部門：自然科学、ボランティアの展示発表　
　文芸部門：講演会、交流会（24日㊏のみ）
※展示部門（美術・工芸、書道、写真）は、12月24日㊋～1月
5日㊐（12月28日㊏～1月3日㊎を除く）

▽場所＝愛知芸術文化センター（名古屋市東区）

▽入場無料

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
syogaigakushu/0000050211.html

▽問合せ＝教育委員会生涯学習課☎052（954）6781

　2020年度県立看護専門学校
　入学試験

▽募集人員＝総合看護専門学校第一看護科（名古屋市昭和
区）120名、愛知看護専門学校第一看護科（岡崎市）80名

▽試験区分・試験日（2校共通）＝①推薦・社会人・地域枠推薦
入学試験：11月20日㊌、②一般入学試験：2020年2月5日㊌

▽出願期間（2校共通）＝①推薦・社会人・地域枠推薦入学
試験：10月15日㊋～29日㊋（必着）、②一般入学試験：2020
年1月7日㊋～21日㊋（必着）

▽問合せ・ホームページ＝総合看護専門学校☎052（832）8611・
https ://www.pref .a ichi . jp/soshiki/sogokango/
0000012547.html
愛知看護専門学校☎0564（21）2041・https://www.pref.
aichi.jp/soshiki/aichi-kango/0000032855.html

お知らせ

行催事・募集

試験

南海トラフ地震等の大規模地震発生時に、県民の皆様それぞれがその場に応じ
て自らの身を守る行動を行えるよう「あいちシェイクアウト訓練」を実施します。
この訓練は、その場で自ら「①しせいをひくく ②あたまをまもり ③じっとする」の
身を守る行動を行っていただくものです。ぜひ、ご参加ください。

シェイクアウト
とは？

シェイクアウト
とは？

シェイクアウト（ShakeOut）という言葉は、「（地震の）揺れに備えろ！」という意味で、
地震が起きた時のかけ声をイメージしてアメリカの地震研究チームが考えた造語です。

あいちシェイクアウト訓練あいちシェイクアウト訓練

夏の安全なまちづくり県民運動を実施中！夏の安全なまちづくり県民運動を実施中！
夏本番、この時期は開放的な気分になりがちですが、周りには危険がひそんでいることを忘れてはいけません。
旅行などで家を留守にすることも多くなります。空き巣被害に遭わないように確実に戸締りをするとともに、
窓やドアはツーロックにしましょう。
犯罪被害に遭わないためには、県民一人一人が、日頃から高い防犯意識を持ち、身近な対策を実践していく
ことが何より大切です。
「犯罪にあわない」「犯罪を起こさせない」「犯罪を見逃さない」を合言葉に、身の回りの犯罪の防止に取り
組みましょう。

▽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

▽期　　　間＝8月1日㊍～8月10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

▷日時＝9月1日㊐正午の時報を合図に1分間（独自に設定した日時で実施することも可）
▷場所＝県内全域（自宅・会社等どこでも参加いただけます）
▷対象者＝県内全域の県民、企業、学校、グループ等（県外の方も可）
▷参加方法＝8月31日㊏までに、ホームページの参加登録フォーム又はFAX（052（954）6911）で参加表明をしてください。

▷ホームページ＝https://aichi0901.pref.aichi.jp/　 ▷問合せ＝災害対策課☎052（954）6149

～あいち100万人シェイクアウト～の参加者を募集しています！ ～あいち100万人シェイクアウト～の参加者を募集しています！ 

この内容に関するご意見・お問合せは、観光コンベンション局国際展示場室 ☎052（954）6849（ダイヤルイン）まで　本県の「Aichi Sky Expo」に関する情報は、 検索Aichi Sky Expo

J-eスポーツ

Aichi Sky Expoオープニングイベントはeスポーツと
ライブエンタテイメントの祭典「AICHI IMPACT! 2019」を開催！

8.31 10:00-
16:00

14:00-
18:00

S
AT

8.30   - 31

9.1

KPOP FESTIVALMnet Presents
AICHI IMPACT! 2019

8.30fri - 9.1sun

※事前にチケット購入が必要です。

※入場無料、どなたでも入場できます。主催：AICHI IMPACT!実行委員会
会場：Aichi Sky Expo（愛知県常滑市セントレア五丁目10番1号）
詳細情報は公式サイト ▶ https://www.tokai-tv.com/aichi_ip/

ⓒCONTAINER,Inc ⓒ2019 FNC ENTERTAINMENT. ©OFF THE RECORD

Apeace Cherry Bullet IZ*ONE

KPOP LIVE

eスポーツグローバルエキシビション

※時間は変更になる場合があります。

SU
N

FR
I

S
AT

フォートナイトオールスター
ドリームマッチ

Aichi Sky Expoって
どんなところ？

◯日本初の国際空港直結型展示場！ 
◯国内最大級60，000㎡の展示面積！
◯日本唯一の常設の保税展示場！
◯名古屋駅から電車で乗り換えなし最速28分！

詳しくは▶https://www.aichiskyexpo.com/

中部国際空港
セントレア

Aichi Sky Expo

中部国際空港
セントレアから
徒歩5分！

Access
中部国際空港駅

～食中毒予防の三原則は、菌を「つけない」「増やさない」「やっつける」～ 8月は「食品衛生月間」です。国内最大規模の国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」好評開催中！　～10月14日（月・祝）まで～

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1057

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（8月）  県のラジオ番組（8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

8月3 0日、いよいよ中部国際空港の空港島内に「A i c h i  
Sky Expo（愛知県国際展示場）」がオープンします。
Aichi  Sky Expoは、国内初の国際空港直結型の展示場

です。また、国内最大級の広さを誇り、大型見本市に加えて
コンサートなど各種イベントの開催が可能です。

本県のみならず、我が国全体の展示会ビジネスの市場を拡大
していく舞台となることを期待しています。

Aichi Sky Expoがいよいよオープン！


