
　「2019年度第2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＝11月20日㊌まで

▽調査項目＝①県の広報広聴活動、②自転車の安全利用、
③買い物動向、④県民の観光意識、⑤教育

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koho/
01-02yorontyousa.html

▽問合せ＝広報広聴課☎052（954）6170

　みんなで予防！インフルエンザ

毎年12月から3月にかけてインフルエンザが流行します。インフルエ
ンザにかかると高熱や関節炎などの全身症状を示します。多くの
場合は1週間程度で回復しますが、お子様、お年寄りや持病のあ
る方では、肺炎などを伴って症状が悪化することがあります。
予防には、こまめな手洗いや、睡眠・栄養を十分にとって体調を整
えることが大切です。また、インフルエンザワクチンは、発症する
可能性を減らし、症状の悪化を予防します。十分な免疫を保つた
め、毎年ワクチンを接種しましょう。
また、くしゃみや咳が出るときは「咳エチケット」を心掛けましょう。

▽ホームページ＝http://www.pref.aichi.jp/kenkotaisaku/
influ/index.html

▽問合せ＝健康対策課☎052（954）6272

　

　「愛知県危機管理フォーラム2019」
　の開催
国民保護に対する理解を深め、危機管理能力の向上を図る「愛
知県危機管理フォーラム2019」を開催します。

▽日時＝11月29日㊎ 13時～17時

▽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、②パネルディスカッション、③防災防護資機
材展示及びプレゼンテーション

▽参加無料 ▽定員＝800名（事前申込制・先着順）

▽申込方法＝11月22日㊎まで（必着）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、防災危機管理課
（〒460-8501（住所記載不要）、FAX052（954）6911、Eメール
bosai@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/bosai/
kikikanri2019.html

▽問合せ＝防災危機管理課☎052（954）6143

　「あいちの未来をつくる
　子ども・若者応援フェスタ」の開催
子ども・若者が未来に向かって夢や希望を持って前進できるよう後押
しする「あいちの未来をつくる子ども・若者応援フェスタ」を開催します。

▽日時＝12月21日㊏ 14時～16時30分

▽場所＝愛知芸術文化センター アートスペースA（名古屋市東区）

▽内容＝①基調講演、②会議報告、③パネルディスカッション

▽参加無料 ▽定員＝200名（事前申込制・先着順）

▽申込方法＝12月6日㊎までに、氏名、住所、電話番号を記入の上、
FAX又はEメールのいずれかで、社会活動推進課（FAX052
（971）8736、Eメールsyakaikatsudo@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/syakaikatsudo/
seisyounen-index.html

▽問合せ＝社会活動推進課☎052（954）6175

　「多文化共生フォーラムあいち2019」
　の開催
11月は「あいち多文化共生月間」です。多文化共生に対する理解を深
めていただくため、「多文化共生フォーラムあいち2019」を開催します。

▽日時＝11月23日㊏・㊗ 13時～16時

▽場所＝名古屋国際センター 別棟ホール（名古屋市中村区）

▽内容＝①愛知県多文化共生推進功労者表彰及びあいち多文
化共生作文コンクール優秀作品表彰・朗読、②動画上映、③基調
講演、④パネルディスカッション

▽参加無料 ▽定員＝200名（事前申込制・先着順）

▽申込方法＝11月21日㊍まで（必着）に、参加申込書に必要事項
を記入の上、郵送、FAX又はEメールのいずれかで、多文化共生
推進室（〒460-8501（住所記載不要）、FAX052（971）8736、
Eメールtabunka@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/tabunka/

▽問合せ＝多文化共生推進室☎052（954）6138

　｢愛知県男女共同参画審議会｣の
　委員を公募しています
男女共同参画を県民の皆様とともに推進するため、愛知県男女共
同参画審議会の委員を公募しています。

▽職務＝愛知県男女共同参画審議会に出席し、男女共同参画の
推進に関する重要事項について調査・審議する。

▽募集人員＝2人程度

▽任期＝2020年4月1日～2022年3月31日（2年間）

▽応募資格＝ホームページでご確認ください。

▽応募方法＝11月18日㊊まで（必着）に、所定の応募申込書に「私
の考える男女共同参画」をテーマとした作文（1,200字以内）を添
えて、郵送、FAX又はEメールのいずれかで、男女共同参画推進
課（〒460-8501（住所記載不要）、FAX052（954）6951、Eメー
ルdanjo@pref.aichi.lg.jp）へご提出ください。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/danjo/
iinnkoubo2019.html

▽問合せ＝男女共同参画推進課☎052（954）6179

　「Let’s エコアクション in AICHI」
　の開催
地球にやさしい身近な環境配慮行動「エコアクション」の輪を広げてい
くため、環境イベント「Let’s エコアクション in AICHI」を開催します。

▽日時＝11月23日㊏・㊗・24日㊐ 10時～16時

▽場所＝みなくる広場（刈谷市）ほか
▽内容＝①らんま先生（eco実験パフォーマー）によるパフォーマンス、

②地元アイドルグループ「OS☆U」によるエコアクションクイズ、

③エコな移動手段「人力車」に乗ってみよう、④環境活動団体・
企業によるワークショップなど

▽参加無料（一部イベントは事前申込制）

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
kankyokatsudo/ecoactionr01.html

▽問合せ＝環境活動推進課☎052（954）6208

　「化学物質セミナー」の開催

県と名古屋市では、化学物質に対する理解と関心を深めていた
だくため、「化学物質セミナー」を開催します。

▽日時＝12月17日㊋ 14時30分～16時30分

▽場所＝愛知芸術文化センター アートスペースA（名古屋市東区）

▽内容＝講演①化学物質の正しい理解と適切な使い方、講演
②暮らしの中の石けん・洗剤

▽参加無料 ▽定員＝150名（事前申込制・先着順）

▽申込開始日時＝11月11日㊊ 9時～

▽申込方法＝詳細はホームページでご確認ください。

▽ホームページ＝http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/
7-22-1-0-0-0-0-0-0-0.html

▽問合せ＝環境活動推進課☎052（954）6212、名古屋市地域環
境対策課☎052（972）2677

　「あいち介護の日フェア2019」の開催

11月11日は「介護の日」です。幅広い年代の方に、介護や介護
職を身近なものとして感じ、理解を深めていただくため「あいち
介護の日フェア2019」を開催します。

▽日時＝11月10日㊐ 13時30分～17時

▽場所＝イオンモール木曽川（一宮市）

▽内容＝①シンガーソング・ライター川嶋あいさん、稲沢市出身の3人
組ユニット「マジカル♡パレードBEACH」によるトーク＆ライブス
テージ、②歯と介護に関するトークショー、③健康体操、④介護ア
イドルによるステージショーなど ▽参加無料（事前申込不要）

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

▽問合せ＝地域福祉課☎052（954）6814

　「エイズキャンペーン2019」の開催

毎年12月1日は世界エイズデーです。エイズに関する知識の普及啓
発、エイズ患者及びHIV（ヒト免疫不全ウイルス）感染者への偏見・
差別撤廃を目的として、「エイズキャンペーン2019」を開催します。

▽日時＝12月1日㊐ 13時～17時

▽場所＝イオンモール常滑 1階サウスコート（常滑市）

▽内容＝①エイズポスターコンクール入賞作品の展示、②エイズ
啓発パネルの展示、③レッドリボンネイルの体験、④ワークショップ
（携帯ストラップ・缶バッジの作成）など 

▽参加無料（事前申込不要）

▽ホームページ＝http://www.pref.aichi.jp/kenkotaisaku/aids/
index.html

▽問合せ＝健康対策課☎052（954）6626

　日本最大級の異業種交流展示会
　「メッセナゴヤ2019」の開催
中小企業の販路拡大と異業種交流を目的に、国際総合見本市
「メッセナゴヤ2019」を開催します。
今回は、幅広い分野から過去最多の1,442社･団体が出展し、
様々な業種の最先端技術やサービスが集結します。

▽日時＝11月6日㊌～9日㊏ 10時～17時（ただし、8日㊎は18時
まで、9日㊏は16時まで）

▽場所＝ポートメッセなごや（名古屋国際展示場）（名古屋市港区）

▽参加無料（事前申込が必要なプログラムがあります。また、
スムーズに入場していただくため事前入場登録をお勧めします。
詳細はホームページでご確認ください。）

▽ホームページ＝https://www.messenagoya.jp/

▽問合せ＝メッセナゴヤ実行委員会事務局（名古屋商工会議
所内）☎052（223）5708

　愛知障害者職業能力開発校
　2020年度入校生募集
障害者の方を対象に、職業に就くために必要となる知識と技能
を身に付けていただく職業訓練生を募集します。

▽訓練科名＝①ITスキル科、②OAビジネス科、③CAD設計
科、④ワークサポート科、⑤就業支援科

▽訓練期間＝①～③1年、④9か月、⑤3か月

▽募集期間・募集定員＝

※第1回で定員を充足した場合、第2回は実施しません。

▽入校検定料・入校料・受講料＝無料（ただし、教科書代・作業
着代・食費等の実費が必要です。）

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
noryokukaihatsuko/boshuu2.html

▽問合せ＝愛知障害者職業能力開発校☎0533（93）2102

　知的障害者向け職業訓練「総合実務科」
　2020年度入校生募集
知的障害者の方を対象に、職業に就くために必要となる知識と技能
を身に付けていただく「総合実務科」の職業訓練生を募集します。

▽募集校＝①愛知障害者職業能力開発校、②名古屋高等技術
専門校、③岡崎高等技術専門校

▽訓練期間＝1年

▽募集期間・募集定員＝

※第1回で定員を充足した場合、第2回は実施しません。

▽入校検定料・入校料・受講料＝無料（ただし、教科書代・作業
着代・食費等の実費が必要です。）

▽ホームページ＝①https : //www.pre f . a i ch i . j p/sosh ik i /
noryokukaihatsuko/boshuu2.html、②https://www.pref.aichi.
jp/shugyo/koukyou/nagoya/nyukou_t_sougoujitsumu.
html、③https://www.pref.aichi .jp/shugyo/koukyou/
okazaki/index.html

▽問合せ＝①愛知障害者職業能力開発校☎0533（93）2102、
②名古屋高等技術専門校☎052（917）6711、③岡崎高等技術
専門校☎0564（51）0775

　「あいちの農林水産フェア」の開催

県産の新鮮で安全・安心な農林水産物とその加工
食品を紹介・販売する「あいちの農林水産フェア」を開催します。

▽日時＝11月23日㊏・㊗ 9時30分～17時

▽場所＝金山総合駅連絡通路橋イベント広場（名古屋市中区）

▽内容＝①ほうれん草など旬の農産物販売、②“あいち産”にこだ
わった加工食品の販売、③体験イベント（大根の食べ比べ、豆つ
かみ）など

▽入場無料（事前申込不要）

▽フェイスブック＝https://www.facebook.com/iitomoaichi/

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

▽問合せ＝食育消費流通課☎052（954）6434

　「あいちITSワールド2019」講演会及び
　ステージ企画の参加者募集
人やクルマの移動を支援するITS（高度道路交通システム）を
知っていただくため、11月21日㊍～24日㊐に「あいちITSワールド
2019」を開催します。開催期間中に行う講演会及びステージ企画
の参加者を募集しています。参加者は、同時開催の「名古屋モー
ターショー」に無料で入場できます。

▽日時＝①講演会「自動車の自動運転への取り組み」：11月21日
㊍ 11時～正午、②ステージ企画「あいち発！ ITS学生研究ラ
イブ2019」：11月21日㊍ 13時～14時30分

▽場所＝ポートメッセなごや（名古屋市国際展示場）（名古屋市港区）

▽定員＝①250名、②200名（①・②とも先着順）

▽申込方法＝11月8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、参加申込書に必要事項を
記入の上、郵送又はFAX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）へお申し込みください。詳細はホーム
ページをご確認ください。

▽ホームページ＝https://aichi- its.jp/

▽問合せ＝交通対策課☎052（954）6125

　「あいち地域共生フォーラム」の
　開催
様々な地域課題の解決に向けて、「『ひと・もの・れきし』を活かした
地域づくり」をテーマに、「あいち地域共生フォーラム」を開催します。

▽日時＝11月17日㊐ 13時30分～16時30分

▽場所＝県東大手庁舎地下1階 大会議室（名古屋市中区）

▽内容＝①基調講演、②パネルディスカッション

▽参加無料 ▽定員＝100名（事前申込制・先着順）

▽申込方法＝11月15日㊎17時までに、ホームページの申込フォー
ムからお申し込みいただくか、県生涯学習推進センターの窓口又
は電話（052（961）5333）のいずれかで、お申し込みください。

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

▽問合せ＝県生涯学習推進センター☎052（961）5333

　

　2020年度採用 障害者を対象とした
　愛知県公立学校常勤講師採用選考

▽任用期間＝2020年4月1日㊌から1年間

▽受験資格（①、②の全てを満たす方）＝①身体障害者手帳の
交付を受けその障害の程度が1級から6級までの方、療育手帳を
交付されている方及び精神障害者保健福祉手帳を交付されて
いる方、②受験区分・教科に対応する教員の普通免許状を現に
所有している方又は2020年3月31日までに取得見込みの方。

▽試験日＝12月14日㊏

▽受験案内＝11月5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＝11月11日㊊～22日㊎（消印有効）

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
kyosyokuin/2020kousi.html

▽問合せ＝教育委員会教職員課☎052（954）6769・6770

お知らせ

試験
行催事・募集

「G20愛知・名古屋外務大臣会合」が
11/22㊎・23㊏・㊗に開催されます！
「G20愛知・名古屋外務大臣会合」が
11/22㊎・23㊏・㊗に開催されます！

■愛知県自転車活用推進計画（案）

▽意見募集期間＝11月29日㊎まで

▽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

「あいちワーク･ライフ･バランス推進協議会」では、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」を実施しています。その中で、11月第3水曜日を「県内一斉ノー残業デー」と定め、
働き方を見直す契機となるよう普及啓発に取り組んでいます。
今年の「愛知県内一斉ノー残業デー」は、11月20日㊌です。当日は、効率的に仕事を進めて定時に退社し、
自己啓発や家族との時間をお過ごしください。

▽ホームページ＝https://famifure.pref.aichi.jp/aichi-wlbaction/　 ▽問合せ＝労働福祉課☎052（954）6360

11月20日㊌は「愛知県内一斉ノー残業デー」です！11月20日㊌は「愛知県内一斉ノー残業デー」です！

県内企業・団体・事業所を対象に、「愛知県内一斉ノー残業デー」を始めとする定時退社、年次有給休暇の取得促進、仕事
と育児・介護・病気等の治療との両立支援、管理職や働く人の意識改革等の8つの取組を呼びかけ、賛同を募っています。

▽申込方法=11月30日㊏まで（必着）に、ホームページの申込フォームからお申し込みいただくか、賛同申込書（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）まで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。

愛知県内一斉

あいちワーク･ライフ･バランス推進運動2019について

11月22日㊎・23㊏・㊗に、名古屋市中区の名古屋観光ホテルでG20愛知・名古屋外務大臣会合
が開催されます。
今年、日本各地で開催されたG20サミット及び関係閣僚会合の締めくくりとなる重要な会合で、
世界各国の外務大臣が一堂に会し、国際社会が直面する課題について議論します。

この会合に伴い、開催期間とその前後には、名古屋市内を中心に
警戒警備や交通規制が予定されています。
皆様には、会合の成功に向けて、以下のご協力をお願いします。
◇マイカー使用の自粛 ◇公共交通機関の利用
◇業務用車両の運行調整 ◇時差出勤の実施

交通規制にご協力を！ ドローンの飛行が禁止されます！
要人等の安全を確保するため、小型無人機（ドローンなど）の
飛行が禁止されます。
▷期間＝11月10日㊐～24日㊐
▷範囲＝①名古屋観光ホテル及びその周囲300m ②中部国際

空港及びその周囲1,000m ③知事が指定した施設及
びその周囲1,000m以内で必要な範囲

▷罰則＝１年以下の懲役または50万円以下の罰金

▷ホームページ＝https://www.g20aichi-nagoya.org/　▷問合せ＝Ｇ20外務大臣会合推進室☎052（954）6635

  
①：2020年1月6日㊊～2月14日㊎
②・③：2020年1月6日㊊～2月21日㊎ 

日程等 募集期間 募集定員

第1回

第2回

①：11月20日㊌まで
②・③：11月29日㊎まで ①：15名

②・③：各10名

日程等 募集期間 募集定員

第1回

第2回

①・②：20名
③：30名
④・⑤：10名

①～④：11月20日㊌まで
⑤：2020年10月1日㊍から募集予定
①～④：2020年1月6日㊊～2月14日㊎

詳細はホームページでご確認ください。
皆様のご協力をお願いいたします。

この内容に関するお問い合わせは、技能五輪・アビリンピック推進室 ☎052（954）6884（ダイヤルイン）まで　本県の「あいち技能五輪・アビリンピック2019」に関する情報は 検索あいち技能五輪・アビリンピック

第57回 技能五輪全国大会 11月15日●～18日●金 月 【42職種】
原則23歳以下の技能者が技能レベル日本一を競います。

愛知県は14年連続最優秀技能選手団賞を獲得！

第39回天皇陛下
御即位記念

天皇陛下
御即位記念 全国アビリンピック 11月15日●～17日●金 日 【23種目】

15歳以上の障害者が技能レベル日本一を競います。

愛知県は昨年メダル獲得数全国1位！

その技に 誇りと感動 あいちから

▶競技会場と競技職種・種目
愛知県国際展示場 AICHI SKY EXPO（常滑市）

技能五輪全国大会（32職種）
機械組立て／抜き型／精密機器組立て／メカトロニクス／機械製図／旋盤／フライス盤／木型／
タイル張り／自動車板金／曲げ板金／配管／電子機器組立て／電工／工事電気設備／石工／左官／
家具／建具／建築大工／貴金属装身具／フラワー装飾／美容／理容／洋裁／和裁／レストランサービス／
冷凍空調技術／ITネットワークシステム管理／ウェブデザイン／時計修理／移動式ロボット

全国アビリンピック（全種目）
洋裁／家具／DTP／機械CAD／建築CAD／電子機器組立／義肢／歯科技工／ワード・プロセッサ／
データベース／ホームページ／フラワーアレンジメント／コンピュータプログラミング／ビルクリーニング／
製品パッキング／喫茶サービス／オフィスアシスタント／表計算／ネイル施術／パソコン操作／
パソコンデータ入力／縫製／木工

併解

2019

※写真は、2018年11月に開催された技能五輪全国大会、
　全国アビリンピックで入賞した選手（愛知県）の実際の
　競技風景です。

観覧自由・
入場無料！

大会PRキャラクター
「アイチータ」

その他、
様々なイベントも併催！

メイン会場では、
障害者の仕事に関する展示や体験を行う
障害者ワークフェア2019を開催！

2019・2020年度 愛知県で2年連続開催！
※各会場へのご来場には、無料シャトルバス又は公共交通機関をご利用ください。
※観戦ガイドブックのスマートフォン用アプリは、こちらからダウンロードできます。

技能五輪全国大会（10職種）

その他の会場

自動車工／情報ネットワーク施工

電 気 溶 接

洋 菓 子 製 造

日 本 料 理

吹上ホール（名古屋市千種区）
名古屋高等技術専門校（名古屋市北区）
名古屋製菓専門学校（名古屋市中区）
ニチエイ調理専門学校（名古屋市中区）

名古屋調理師専門学校（名古屋市瑞穂区）
ポリテクセンター中部（小牧市）
小牧市総合運動場（小牧市）
トヨタ名古屋自動車大学校（清須市）

併解

併解

併解解

解

解解

西 洋 料 理

構造物鉄工

造園／とび

車 体 塗 装

※　　と表記併

※　　と表記解

会場では、
技能士や高校生・
特別支援学校の生徒が
競技を楽しく解説！

メイン
会場

11月11日～17日は「税を考える週間」です。　　～つなぐ　つながる　地方税～ 11月は「子ども・若者育成支援県民運動」の強調月間です。　　～育てよう　自分に勝てる子　負けない子～

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1060

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（11月）  県のラジオ番組（11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

　11月15日から、いよいよAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）を
メイン会場に、４市・９会場で「あいち技能五輪・アビリンピック
2019」を開催します。
　大会には、全国から予選を勝ち抜いた約1,700名の選手が参加し、
65競技で技能の日本一を競います。

　愛知県は、技能五輪全国大会では、これまで14年連続で最優秀
技能選手団賞を受賞し、全国アビリンピックでも、昨年、メダル
獲得数が全国１位となるなど優秀な成績を収めています。
　ぜひ会場へお越しいただき、選手を応援してください。

「あいち技能五輪・アビリンピック2019」を開催します


