
　「2020年度消費生活モニター」
　の募集

▽活動内容＝日常生活の中での危険な商品、不当な表示等の
観察・情報提供、消費生活に関するアンケートへの回答など

▽応募条件＝満20歳以上の県内在住者（公務員等を除く）

▽謝礼＝年額1,500円以内（予定）

▽応募票の配布＝県民相談・情報センター、各県民事務所
等の広報コーナー、各市区町村の窓口

▽申込方法＝2月21日㊎まで（消印有効）に、応募票に必要事
項を記入の上、郵送、FAX又は持参のいずれかで、県民生
活課（〒460‐8501（住所記載不要）、FAX052（972）6001）
へお申し込みください。また、電子申請・届出システムによる応
募も受け付けています。詳細は応募票等をご確認ください。

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/kenmin/
shohiseikatsu/bout/monitor.html

▽問合せ＝県民生活課☎052（954）6163

　「あいち女性の活躍促進セミナー」
　の開催
県内企業の女性の活躍に向けた取組を促進するため、セミ
ナーを開催します。

▽日時＝2月18日㊋ 14時～16時

▽場所＝県産業労働センター（ウインクあいち） 1001会議室
（名古屋市中村区）

▽内容＝①基調講演（「女性の活躍推進への取組～女性活
躍のホンネとコツ～」講師：（株）キャリア・マム 代表取締役 
堤 香苗氏）、②女性の活躍に取り組む企業の事例紹介、
③パネルディスカッション など

▽参加無料 ▽定員＝150名（事前申込制・先着順）

▽申込方法＝2月10日㊊までに、企業名、勤務先住所、電話
番号、Eメールアドレス、所属部署・役職、氏名を記入の上、
Eメール又はFAXで、「あいち女性の活躍促進セミナー」事
務局（Eメールaichi- jokatsu2019@net- toukai .co . jp、
FAX052（263）3356）へお申し込みください。

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
danjo/jokatsu-seminar0218.html

▽問合せ＝男女共同参画推進課☎052（954）6657

　「あいち環境塾オープン講座」の開催

持続可能な社会づくりに向けたリーダーを育成する「あいち
環境塾」をより多くの方に知っていただくため、オープン講座を
開催します。

▽日時＝3月7日㊏ 13時～17時

▽場所＝名古屋商工会議所 第5会議室（名古屋市中区）

▽内容＝①講演（「『プラスチック問題』を考える」講師：東京
大学未来ビジョン研究センター教授 髙村ゆかり氏）、②卒塾
生が語る会（概要説明・体験談等）、③卒塾生活動成果発
表、④参加者ディスカッション

▽参加無料 ▽定員＝50名（事前申込制・先着順）

▽申込方法＝2月28日㊎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、参加申込書に必要事項を記入
の上、Eメール又はFAXで、（公財）名古屋産業科学研究所
（Eメール kankyojuku@nisri.jp、FAX052（211）6224）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.nisri.jp/chc/gathering.html

▽問合せ＝（公財）名古屋産業科学研究所☎052（223）6639

　障害者作品即売会「福祉の店」の開催
　
障害のある方々の作品や製品を販売する「福祉の店」を県内
6会場で開催します。

▽日時・場所＝

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/
40-fukushinomise.html

▽問合せ＝障害福祉課☎052（954）6294

　「女性活躍支援セミナー」の開催
　～運送業界での先進事例を紹介！～
人手不足の激しい運送業界における女性の就業を促すため、
女性活躍の意義の説明や運送業界で働く女性社員による
事例紹介などを行うセミナーを開催します。

お知らせ

行催事・募集

■東三河振興ビジョン主要プロジェクト推進プラン
　（中間とりまとめ）

▽意見募集期間＝2月29日㊏まで

▽問合せ＝東三河総局企画調整課☎0532（35）6100

■あいち消費者安心プラン2024
　（第三次愛知県消費者行政推進計画）（仮称）（案）

▽意見募集期間＝2月28日㊎まで

▽問合せ＝県民生活課☎052（954）6163

■愛知県ギャンブル等依存症対策推進計画（仮称）（案）

▽意見募集期間＝2月26日㊌まで

▽問合せ＝こころの健康推進室☎052（954）6622

■第20回アジア競技大会選手村後利用基本構想（案）

▽意見募集期間＝2月17日㊊まで

▽問合せ＝アジア競技大会推進課☎052（954）6862

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

▽ホームページ＝https://events.nikkei.co.jp/23801/ ▽問合せ＝環境政策課☎052（954）6210

　フラワーバレンタインプロモーションイベント

▽日時＝2月8日㊏・9日㊐ 10時～17時

▽場所＝mozo ワンダーシティ イーストコート（名古屋市西区）

▽内容＝①フラワーギフトの販売、②花贈りデモンストレーション、
③プレゼント用フラワーアレンジメント作成教室、④フラワーバレン
タインフォトスポット など

▽ホームページ＝
　http://flower-kingdom.aichi.jp/event01.html#flowerV-Day

▽問合せ＝園芸農産課☎052（954）6419 

▷日時＝2月27日㊍ 14時～17時30分（開場13時30分）　
▷場所＝県産業労働センター（ウインクあいち） 大ホール（名古屋市中村区）
▷内容＝①基調講演（講師：東京都市大学特別教授 涌井雅之氏）、
 ②来場者と共に考えるSDGsパネルディスカッション など
▷参加無料　▷定員=800名（事前申込制・先着順）
▷申込方法＝2月20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、代表者氏名（ふりがな）、
勤務又は通学先、電話番号、Eメールアドレス、参加人数を記入の上、郵送、FAX又はEメールのいずれかで、SDGsあいち
シンポジウム運営事務局（（株）新東通信内）（〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-16-29、FAX052（951）0672、
Eメールinfo@sdgs-aichi.com）へお申し込みください。

花言葉で選ぶバレンタインに贈るおすすめの花
○バラ　「花の女王」ともいわれ、愛の象徴として、昔から特別な
日に贈るプレゼントに用いられます。花言葉は、赤色は「情
熱」、ピンク色は「愛の誓い」など。

○ガーベラ　可愛らしく明るいイメージの花で、色の種類も豊富
です。花言葉は、赤色は「神秘の愛」、黄色は「究極の愛」など。

○チューリップ　春を代表するカラフルで可愛らしい花です。花
言葉は、赤色は「愛の告白」、ピンク色は「誠実な愛」など。

大切な人へ
思いを込めて
花を贈ろう！

2月14日はフラワーバレンタインです！2月14日はフラワーバレンタインです！
「フラワーバレンタイン」は、2月14日のバレンタインデー
に、大切な人へ花を贈る文化を広める取組です。世界の
多くの国々でのバレンタインデーは、男女が互いに愛や
感謝を伝えあう日とされ、特に欧米やアジア諸国では、
男性が女性に花を贈ることが一般的です。
花の生産日本一のあいちの花で、今年のバレンタインを
特別な一日にしませんか。

2月18日㊋
　～25日㊋ 9時～19時 イオンモールナゴヤドーム前

（名古屋市東区）
2月20日㊍
　～25日㊋

10時～19時
（最終日は15時）

西尾おしろタウンシャオ
（西尾市）

2月26日㊌
　～28日㊎ 10時～19時 名鉄百貨店一宮店正面玄関

（一宮市）
3月4日㊌
　～10日㊋ 9時～19時 イオン春日井ショッピングセンター

（春日井市）
3月10日㊋
　～16日㊊

9時30分～19時
（最終日は18時）

イオン豊橋南店
（豊橋市）

3月17日㊋
　～19日㊍

9時30分～19時
（最終日は16時30分）

金山総合駅コンコース特設会場
（名古屋市中区）

「SDGsあいちシンポジウム2020」を開催します！「SDGsあいちシンポジウム2020」を開催します！
「地球上の誰一人として取り残さない」を基本理念とした国際目標「SDGs（持続可能な開発目標）」。
愛知県は、2019年7月に国から「SDGs未来都市」に選定され、全庁を挙げて様々な取組を推進しています。
この一環として、身近な「環境」という視点から、SDGsについて理解を深めていただき、地域全体でSDGsの達成に
つなげるためのシンポジウムを開催します。
記念品（SDGsピンバッジ）もご用意して、多くの皆様の参加をお待ちしています。

▽日時＝3月3日㊋ 13時30分～14時30分

▽場所＝名古屋国際会議場 白鳥ホール（名古屋市熱田区）

▽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＝150名（事前申込制・先着順）

▽申込方法＝2月25日㊋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、申込書（ホームページから入手可）
に必要事項を記入の上、FAX又はEメールで、産業政策課
（FAX052（954）6923、Eメールsangyo-seisaku@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 . a ich i . jp/s i te/
womenomics/shienseminar2020.html

▽問合せ＝産業政策課☎052（954）6330

　「科学大好き！こどもサイエンスラボ
　2020」の開催
“見て、作って、体験して”楽しくサイエンスにふれあえる「科学
大好き！こどもサイエンスラボ2020」を開催します。

▽日時＝3月1日㊐ 10時～15時

▽場所＝愛・地球博記念公園体育館（長久手市）

▽対象＝幼児、小学生（要保護者同伴）

▽内容＝①科学実験、②工作教室、③サイエンスショー など
※当日整理券を発行するプログラムがありますので、詳細は
ホームページでご確認ください。

▽入場無料（事前申込不要）
▽持ち物＝上靴（体育館シューズ等）

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
san-kagi/sciencelab2020.html

▽問合せ＝産業科学技術課☎052（954）6351

　「愛知県食育推進会議」の委員の
　公募
食育の推進に関して県民の皆様からご意見をいただくため、
愛知県食育推進会議の委員を公募しています。

▽委員の役割＝食育推進会議に出席し、食育推進に関する
重要事項について協議、検討していただきます。

▽募集人員＝1名

▽任期＝5月1日～2022年4月30日（2年間）

▽応募方法＝2月6日㊍まで（必着）に、所定の応募申込書に
作文を添えて、郵送、Eメール又は持参のいずれかで、食育
消費流通課（〒46 0 - 8 5 0 1（住所記載不要）、Eメール
shokuiku@pref.aichi.lg.jp）へ提出してください。詳細は
ホームページ又は募集チラシ（県民相談・情報センター、各県
民事務所等の広報コーナー、県農林水産事務所の窓口等
で配布）をご確認ください。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
shokuiku/kobo2020.html

▽問合せ＝食育消費流通課☎052（954）6396

　「愛環ぶらっとウォーキング」の開催

愛知環状鉄道（愛環）沿線の名所や文化・観光施設などを
巡るウォーキングイベントを開催します。完歩者には愛環オリ
ジナルピンバッジをプレゼントします。

▽日程・コース＝①2月29日㊏【新上挙母駅発・愛環梅坪駅
着】、②3月7日㊏【山口駅発・リニモ車両基地（最寄：リニモ
陶磁資料館南駅）着】、③3月29日㊐【北岡崎駅発・オト・
リバーサイドテラス（最寄：名鉄東岡崎駅）着】

▽スタート受付時間＝①9時30分～11時30分、②・③8時30分
～11時

▽申込不要・参加無料（施設への入館料等は自己負担）

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
kotsu/aikanwalking2020.html

▽問合せ＝交通対策課☎052（954）6126

　「愛知県高等学校等奨学金貸与
　希望者」の募集
修学に経済的支援を必要とする高等学校等の生徒を対象
に、奨学金の貸与希望者を募集します。

▽対象＝親権者又は未成年後見人が県内に在住する高等
学校・専修学校高等課程の生徒で、父母等の所得が基準額
以内の方。

▽貸与月額＝

▽申請方法＝在学する学校が指定する時期（5月中旬～6月
上旬頃）に、学校へ申請してください。

▽貸与決定の時期＝8月中旬頃

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
kotogakko/0000006059.html

▽問合せ＝高等学校教育課☎052（954）6785

　所得税・事業税・住民税の申告期限
　
3月16日㊊は、令和元（2019）年分の所得税、個人の事業税、
個人の住民税の申告期限です。例年、申告期限が近づくと
窓口が大変混雑しますので、申告は早めにお済ませください。
なお、所得税又は住民税の申告をした方は、改めて事業税
の申告をする必要はありません。

▽所管＝所得税は税務署、事業税は県税事務所、住民税は
市町村の税務担当課室が所管しています。申告の内容に関
しては、それぞれの窓口にお問い合わせください。

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

▽問合せ＝税務課☎052（954）6049

　県図書館及び愛知芸術文化センター内
　アートライブラリーの休館
下記の期間、図書などの整理、点検のため休館します。

▽休館期間＝①県図書館（名古屋市中区）：3月2日㊊～9日
㊊、②アートライブラリー（名古屋市東区）：2月25日㊋～3月
12日㊍

▽ホームページ＝①県図書館https://www.aichi-pref-library.
jp/、②アートライブラリーhttps://www.aac.pref.aichi.jp/

▽問合せ＝①県図書館☎052（212）2323、②アートライブ
ラリー☎052（971）5511

　ハンセン病元患者のご家族に
　補償金が支給されます
「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する
法律」が施行され、ハンセン病元患者のご家族のうち、法の対
象となる方に国から補償金が支給されます。
請求書の提出や請求に関する相談は、厚生労働省の担当
窓口へ直接お問い合せください。
◇厚生労働省補償金担当窓口◇

▽宛先＝〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2- 2 厚生
労働省健康局補償金担当

▽電話番号＝03（3595）2262

▽Eメールアドレス＝hoshoukin@mhlw.go.jp

▽受付時間＝10時～16時（月曜日から金曜日。土日祝日、
年末年始を除く。）

▽申請期間＝2024年11月21日まで

▽ホームページ＝https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/kenkou_iryou/kenkou/hansen/index.html

▽問合せ＝健康対策課☎052（954）6268

　「マラソンフェスティバル ナゴヤ・
　愛知2020」に伴う交通規制
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3月6日
㊎から8日㊐まで開催します。
競技が開催される8日㊐は、コース及びその周辺道路で交通
規制が実施されるため、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。

▽交通規制日＝3月8日㊐

▽交通規制場所＝ナゴヤドーム（名古屋市東区）周辺及び
市内マラソンコース

▽ホームページ＝http://marathon-festival.com/

▽問合せ＝マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知実行委員会
交通規制問合せデスク☎0570（666）401

18,000円
23,000円
30,000円
35,000円

自宅通学
自宅外通学
自宅通学
自宅外通学

区分 通学方法 月額

国公立

私　立

11,000円
左記の月額と
選択可能

様々な事情により家庭で生活できなくなった子どもたちを必要な期間、
温かい家庭的な雰囲気の中で養育していただく方を募集しています。
里親制度に関心を持たれた方は、お住まいの地区の児童相談センター又はHPへ。

になりませんか？里親
「児童虐待」に関する情報は、 検索愛知県　子ども相談WEBこの内容に関するご意見・お問合せは、福祉局児童家庭課 ☎052(954)6281（ダイヤルイン）まで

いちはやく、
気づいて、つないで。
ちいさな命のSOS。
虐待を受けていても、ちいさな子どもはSOSを伝えることができません。

深刻化する児童虐待は未然防止、早期発見、早期対応が重要です。

まわりに「児童虐待を受けたと思われる子ども」がいたら、

１８９
いち はや く

お電話ください。

子どもの心や身体が傷つくおそれのある行為や、行き過ぎた「しつけ」などが虐待にあたることがあります。

児童虐待とは…？

連絡は匿名で行うことも可能です。

連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。児童相談所虐待対応ダイヤルは 通 話 無 料

身体的虐待 心理的虐待ネグレクト性的虐待

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1063

2月は「北方領土返還運動全国強調月間」です。　　～返還へ　未来志向の　対話と交流～2月は「家庭の日」県民運動強調月間です。　　～親と子の　対話がつくる　よい家庭～

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 【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（2月）  県のラジオ番組（2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

　愛知県の児童相談所における虐待対応件数は、昨年度まで
９年連続で過去最多を更新するなど、大変深刻な状況に
あります。
　未来を担う子どもは、かけがえのない存在であり、全ての子どもが
安心して暮らせる環境を整備することは、社会全体の責務です。

　周りのおとなが子どもの小さなＳＯＳに「１８９（いちはやく）」
気づくことが、子どもを救う第一歩です。
　みんなで子どもの命と笑顔を守りましょう。

あなたの「１８９（いちはやく）」が子どもの笑顔を守ります


