
　「全国家計構造調査」の実施

家計における消費や所得、資産などの実態を明らかにする
ため、全国家計構造調査を実施します。主に家計簿をつけ
ていただく調査で、調査結果は、国及び地方公共団体が
行う重要な政策の基礎資料となるほか、社会保障や福祉
政策の検討など、国民生活に身近なさまざまな政策などに
役立てられます。
調査の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。

▽調査期間＝10月1日㊋～11月30日㊏

▽調査対象＝県内約4,000世帯（無作為抽出）

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
toukei/2019zenkokukakei.html

▽問合せ＝統計課☎052（954）6104

　9月24日～30日は「結核予防週間」
　です
全国で昨年1万5千人以上の方が結核を発病しました。
せきやたんが2週間以上続く場合は、結核を疑って早めに
医療機関を受診しましょう。
また、赤ちゃんは、結核に感染すると重症になりやすいため、
生後1歳に至るまでの間（概ね生後5～8か月）に予防接種
を受けましょう。
さらに、早期発見のため、65歳以上の方は市町村の実施
する定期結核健康診断を1年に1度受診しましょう。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
kenkotaisaku/0000012473.html

▽問合せ＝最寄りの保健所又は健康対策課☎052（954）6626

　「ラグビーワールドカップ2019TM
　日本大会」開催に伴う交通規制
ラグビーワールドカップ2019TM日本大会が9月20日㊎に開幕
します。本県では、豊田スタジアムで4試合が開催されます。
豊田スタジアムでの試合開催日には、その周辺道路及び豊
田市内中心市街地で交通規制が実施され、その付近では
交通渋滞が予想されます。規制箇所や時間など、詳細は
ホームページでご確認ください。

▽試合開催日＝①9月23日㊊・㊗、②9月28日㊏、③10月5日㊏、
④10月12日㊏

▽交通規制場所＝豊田スタジアム（豊田市）及び豊田市内
中心市街地

▽ホームページ＝https://www.city.toyota.aichi.jp/
worldcup2019/index.html

▽問合せ＝ラグビーワールドカップ2019 愛知・豊田開催支
援委員会事務局☎0565（34）6786

　
　「企画展 写真で見るあいちの地震・台風
　―伊勢湾台風60年―」の開催
襲来から今年で60年となる伊勢湾台風をはじめ、濃尾地
震や東南海、三河地震など本県に爪痕を残した過去の
災害を当時の写真や新聞、公文書の記録などで振り返
ります。

▽開催期間＝9月17日㊋～11月22日㊎

▽場所＝県公文書館（名古屋市中区・県自治センター7階）

▽開館時間＝9時～17時（土・日・祝休日は休館。ただし、
11月3日㊐・㊗は臨時開館）

▽入場無料

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

▽問合せ＝県公文書館☎052（954）6025

　「『愛知県史』全巻刊行記念シンポジウム」
　の開催
『愛知県史』全巻刊行を記念して、作家の宮城谷昌光氏に
よる講演やパネルディスカッションなど、愛知の歴史の魅力と
『愛知県史』の成果などをテーマにシンポジウムを開催します。

▽日時＝11月9日㊏ 13時30分～16時

▽場所＝県女性総合センター（ウィルあいち）3階 大会議室
（名古屋市東区）

▽参加無料

▽定員＝200名（申込多数の場合は抽選）

▽申込方法＝10月1日㊋まで（消印有効）に、往復はがき
でお申し込みください。詳細はホームページ等でご確認
ください。

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

▽問合せ＝県史編さん室☎052（972）9171

　「あいち人権啓発プラザ企画展」
　の開催
あいち人権啓発プラザでは、企画展「同和問題（部落差別）
の正しい理解のために」を開催します。

▽期間＝①9月2日㊊～27日㊎ 9時～17時15分、②9月12日
㊍ 14時～16時

▽場所＝①県東大手庁舎3階 あいち人権啓発プラザ（名
古屋市中区）、②県東大手庁舎地下1階 大会議室（名古
屋市中区）

▽内容＝①啓発パネル展示等、②DVD上映会

▽参加無料

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

▽問合せ＝人権推進課☎052（954）6167

　「2019あいち男女共同参画のつどい」
　の開催
県では、毎年10月を男女共同参画月間と定め、その一環と
して、「2019あいち男女共同参画のつどい」を開催します。

▽日時＝10月24日㊍ 13時～15時40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男女共同参画推進活動者表彰、②愛知県女性団
体連盟加盟団体の活動発表、③講演（講師：旭堂鱗林氏）

▽参加無料 ▽定員＝800名（事前申込不要）

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
danjo/danjo-tudoi2019.html

▽問合せ＝男女共同参画推進課☎052（954）6179

　「ショッピングモール認知症啓発
　イベント」の開催
認知症予防や認知症の方への接し方などについて理解を
深めていただくため、啓発イベントを開催します。
ゲストのOS★Uメンバーと一緒に、認知症について楽しく
学びましょう。

▽日時＝9月7日㊏ 11時～16時

▽場所＝イオンモールナゴヤドーム前（名古屋市東区）

▽内容＝①ステージイベント（ミニセミナー、クイズ等）、②各
種ブース（健康チェック、塗り絵、福祉の店）

▽参加無料（事前申込不要）

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
chiikihoukatu/2019event-ninchisyo1.html

▽問合せ＝地域包括ケア・認知症対策室☎052（954）6310

　「休日パテントセミナー2019 in 安城」
　の参加者募集
知的財産への理解を深めていただくため、日本弁理士会
東海会所属の弁理士を講師に迎え、セミナーを開催します。
知的財産について実例を交え分かりやすく説明します。

▽日時＝①9月14日㊏、②9月28日㊏ ※いずれも13時30分
～16時

▽場所＝安城商工会議所（安城市）

▽内容＝①意匠・商標、②知的財産契約の基礎知識

▽参加無料 ▽定員＝60名（先着順・単回のみの受講も可）

▽申込方法＝各回の開催日の2日前まで（必着）に、ホーム
ページの申込専用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、産業科学技術課（〒460-8501（住所記
載不要）、FAX052（954）6977）へお申し込みください。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/site/
aichi-chizai/kyujitsu2019.html

▽問合せ＝産業科学技術課☎052（954）6370

　「高年齢者雇用推進セミナー」の開催

高年齢者の意欲と能力に応じて働き続けられる雇用環境
の整備等について理解を深めることを目的として、「高年齢
者雇用推進セミナー」を開催します。

▽日時＝10月7日㊊ 13時～15時30分　

▽場所＝名古屋市青少年文化センター アートピアホール
（名古屋市中区）

▽対象＝事業主、企業の人事担当者等

▽参加無料 ▽定員＝700名（事前申込制・先着順）

▽申込方法＝9月27日㊎まで（必着）に、参加申込書（ホーム
ページから入手可）に、必要事項を記入の上、郵送、FAX
又はEメールで就業促進課（〒460- 8501（住所記載不
要）、FAX052（954）692 7、Eメールshugyo@pref .
aichi.lg.jp）へ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.aichi.jp/soshiki/
shugyo/k-2019-504.html

▽問合せ＝就業促進課☎052（954）6367

　「ウッドワンダーランド2019」の開催

子供から大人まで楽しめる地域材利用促進・木材産業振
興のためのイベントとして、「ウッドワンダーランド2019」を開
催します。

▽日時＝10月3日㊍～6日㊐ 9時～17時

▽場所＝ポートメッセなごや 第1展示館（名古屋市港区）

▽内容＝①木製遊具、②工作体験コーナーや地域産木材
を活用した家具・建材等の展示、③ステージイベント等

▽参加無料（事前申込不要）

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

▽問合せ＝林務課☎052（954）6445

　「美しい愛知づくり講演会2019
　 in 蒲郡」の開催
「“気づき”から始まる景観まちづくり」をテーマに、景観形成
の重要性について考える講演会を開催します。

▽日時＝10月11日㊎ 14時～16時50分

▽場所＝蒲郡市民会館 中ホール（蒲郡市）

▽内容＝①基調講演（三重大学准教授 浅野聡氏）、②パネ
ルディスカッション（豊橋技術科学大学教授 浅野純一郎氏 
始め5名）

▽参加無料 

▽定員＝300名（事前申込不要）　

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

▽問合せ＝公園緑地課☎052（954）6612

　県営住宅の入居者募集（抽選）

▽募集住宅＝【既設】清明山住宅（北区）始め152団地589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

▽郵送受付期間＝9月10日㊋まで（消印有効）

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
jutakukanri/19chusen2.html

▽問合せ＝県住宅供給公社賃貸住宅課☎052（954）1362

　｢第20回アジア競技大会キックオフ
　フォーラム｣の開催
2026年に愛知･名古屋で開催する「第20回アジア競技
大会」に向けて、大会に係わる情報の提供と地元の機運
醸成を図るため、｢第20回アジア競技大会キックオフフォー
ラム｣を開催します。

▽日時＝9月21日㊏ 13時～16時30分

▽場所＝名城大学ナゴヤドーム前キャンパス（名古屋市
東区）

▽内容＝①基調講演（名城大学都市情報学部教授 福島茂
氏）、②パネルディスカッション（2012ロンドンオリンピック
アーチェリー女子団体銅メダリスト 小林（旧姓蟹江）美貴氏
始め３名）、③競技体験会（アーチェリーなど）

▽対象＝どなたでも参加できますが、小学生以下の参加者
は保護者の同伴が必要。

▽参加無料

▽定員＝100名（先着順）

▽申込方法＝詳細はホームページにてご確認ください。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
ag/kickoff-forum.html

▽問合せ＝アジア競技大会推進課☎052（954）6845
 

　障害者を対象とした県職員・警察職員・
　市町村立小中学校職員採用選考
　（高校卒業程度）

▽選考区分・採用予定人員＝①県職員（事務：約15名）、
②警察職員（事務：若干名）、③小中学校職員（事務：約5名）

▽第一次選考日＝10月20日㊐

▽受験資格＝身体障害者手帳、都道府県知事又は政令
指定都市市長が発行する療育手帳（愛護手帳等）、精神
障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方
（他にも要件がありますので、必ず受験案内で確認してく
ださい。）

▽受験案内・申込書の配布＝人事委員会事務局職員課、
各県民相談室、県東京事務所など（なお、受験案内はホー
ムページでも閲覧できます。）

▽受付＝電子申請・郵送ともに9月6日㊎～24日㊋（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

■愛知県無電柱化推進計画（案）

▽意見募集期間＝9月5日㊍～10月4日㊎

▽問合せ＝道路維持課☎052（954）6540

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

しっかり
ユウゾーくん いろいろ

キクヨちゃん

あなたのご意見を
お願いします！

愛知県をもっと
良くしていくために。

秋の全国交通安全運動を実施します
秋は、日没時刻が早まり、交通量の多くなる時間帯と、ドライバーから歩行者や自転車
が見えづらい夕暮れ時から夜間にかけての時間が重なるため、特に、交通事故の
危険性が高まります。
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。

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いわれています。
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、下記の相談窓口を設置し、こころの悩みなどのご相談をお受けしています。

▽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＝9月21日㊏～30日㊊ （9月30日㊊は、交通事故死ゼロを目指す日）

▽運動重点＝◇子どもと高齢者の安全な通行の確保  
 ◇高齢運転者の交通事故防止
 ◇夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
 ◇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      

秋の全国交通安全運動を実施します

ひとりじゃないよ。ひとりにしないよ。―9月10日～16日は自殺予防週間です―ひとりじゃないよ。ひとりにしないよ。―9月10日～16日は自殺予防週間です―

　こころの悩み電話相談【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・祝休日を含む）
※9月10日㊋～16日㊊・㊗の7日間は、時間を延長して20時30分まで相談を受け付けています。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/shogai/kokoro/index.html

▽問合せ＝こころの健康推進室☎052（954）6621

イベントのお知らせイベントのお知らせ
高齢者の交通事故防止を呼び掛けるイベントを開催します。ぜひご参加ください。
▷日時＝9月19日㊍ 11時～13時　▷場所＝オアシス21 銀河の広場（名古屋市東区）
▷内容＝知事と俳優の斎藤洋介氏による交通安全トークショー、反射材無料配布など　▷参加無料

まずはご相談を

みんなで、逃げ遅れゼロへ！

ひとりでは不安。だから

災害・避難時には、
地域で声をかけあおう。
避難を自分一人だけで決めることは難しい場合もあります。警戒レベル3、4が発令された場合、

その地域にいる方は周囲に声をかけ合って、安全・確実に避難してください。

「警戒レベル」 ～いつ避難すればいいの？～

高低 危険度

災害発生！
（市町村が発令）

警戒レベル

5
警戒レベル

4
高齢者等
は避難！
（市町村が発令）

警戒レベル

3

ハザードマップ等で
避難行動の確認
（気象庁が発表）

警戒レベル

2
警戒レベル

1

心構えを高める
（気象庁が発表）

全員避難！
（市町村が発令）

避難に時間を要する人は避難！ 安全な場所へ避難！ 命を守る行動を！

今日は防災の日、今年は伊勢湾台風から60年

この内容に関するご意見・お問合せは、防災安全局防災危機管理課 ☎052（954）6190（ダイヤルイン）まで　本県の「防災」に関する情報は、 検索愛知県　防災

9月20日から26日までは「動物愛護週間」です。 ～ペットを飼うときは、その動物の一生に責任を持って飼いましょう～～9月は「輸入食品衛生対策月間」～ 重点的な監視と検査で、多種多様な輸入食品の安全確保を図ります。

毎月第１日曜日
掲載
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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（9月）  県のラジオ番組（9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

今年は、伊勢湾台風から６０年の節目の年にあたります。その記憶
と教訓を次の世代に伝えていくことは今を生きる私たちの責務です。
　近年、集中豪雨や台風等による大きな災害が相次いでいます。
愛知県では、「安全・安心なあいち」に向けて、防災・減災対策に
取り組んでいますが、大切な命を守るため、県民の皆様一人

ひとりが心構えを持ち、地域でお互いを支え合うことも重要です。
「備えあれば憂いなし」
ご自身や大切なご家族を守るため、日頃から災害に備えて
いただきますようお願いします。

防災の日にあたって


