
駆け抜ける感動を、愛知から世界へ！
歴史と伝統を誇る世界ラリー選手権、
日本では10年ぶりとなる大会が愛知県で開催されます！

メイン会場：愛・地球博記念公園（長久手市）　開催エリア：愛知県内（名古屋市・岡崎市・豊田市・新城市・長久手市・設楽町）及び岐阜県内（中津川市・恵那市）の公道

FIA世界ラリー選手権「Rally Japan2020」 2211/19 日木

名古屋ウィメンズマラソン2020
ホイールチェアマラソン2020名古屋

ウィメンズ

3/8日

アイアンマン70.3
セントレア知多半島ジャパン

146/12 金 日

新城ラリー2020
153/14 土 日

奥三河パワートレイル
54/4 土 日

ますます盛り上がる！愛知開催のスポーツイベント！

画像提供：
Tokyo 2020

聖火リレー開催東京2020
オリンピック 4/6 月 火7

ルート 4/6（月） ①瀬戸市②名古屋市③春日井市④犬山市⑤一宮市⑥名古屋市⑦稲沢市⑧清須市⑨名古屋市⑩名古屋市
4/7（火） ①豊橋市②半田市③豊川市④安城市⑤刈谷市⑥岡崎市⑦大府市⑧豊田市⑨豊田市

（※）各日最終地点で行われる聖火の到着を祝うセレモニー
詳しい情報は
コチラ

県内15市で聖火を
180人以上の聖火ランナーが
つなぎます！

セレブレーション（※） 4/6（月） 名古屋城・二の丸広場（名古屋市中区）
4/7（火） 豊田スタジアム・西イベント広場（豊田市）

愛知
県内

この内容に関するご意見・お問合せは、スポーツ局スポーツ課 ☎052（954）6247　「愛知のスポーツ」に関する情報は、 検索aispo!

あいちのスポーツ情報をいますぐチェック！ http://aichi-sports.jp/

　新型肺炎の影響を受けている中小企業者
　への金融支援の強化について
本県では、新型コロナウイルスに関連した肺炎の感染拡大に
より間接的・直接的に影響を受けている中小企業者を対象に、
金融面での支援を強化するため、既存の制度融資を拡充し
ました。

▽制度名=経済環境適応資金／サポート資金【経営あんしん】

▽制度の概要=

▽拡充内容=現行の融資対象者に「新型肺炎による影響によ
り、最近1か月の売上高が前年同期に比べて3％以上減少し、
その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比べて
3％以上減少することが見込まれる中小企業者」を追加。

▽取扱期間=2021年3月31日㊌まで

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
kinyu/yushi0214.html

▽問合せ＝中小企業金融課☎052（954）6333

　自動車の譲渡・廃車などの手続は
　お早めに
自動車税種別割（旧名称：自動車税）は、毎年4月1日現在に
自動車をお持ちの方に課税されます。お持ちの自動車を譲渡
（下取りに出すなど）・廃車した時、又は住所を変更した時に
は、必ず運輸支局で必要な手続をお早めに行ってください。
なお、令和2（2020）年度の納税通知書は、4月30日㊍に発送
する予定です。

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

▽問合せ＝税務課☎052（954）6052

　（一財）愛知県私学振興事業財団の
　解散に伴う債権譲渡
（一財）愛知県私学振興事業財団は、3月31日をもって解散し、
財団が保有する貸付金債権は愛知県へ譲渡されます。
債権譲渡に伴い、4月1日以降、貸付金の返還先が愛知県に
変わりますので、ご注意ください。

▽対象債権＝①私立高等学校入学納付金貸付金、②私立

専修学校高等課程入学納付金貸付金、③私立高等学校特
別奨学資金貸付金、④私立高等学校奨学資金貸付金、⑤私
立専修学校高等課程奨学資金貸付金

▽ホームページ＝http://aichishigaku.sakura.ne.jp/

▽問合せ＝（一財）愛知県私学振興事業財団☎052（951）5691

　「あいち環境学習プラザ」が生まれ
　変わります
「あいち環境学習プラザ」は、4月1日、県東大手庁舎（名古屋
市中区）から、県環境調査センター（名古屋市北区）へ移転
し、新たな環境学習施設として生まれ変わります。
新しい施設では、環境を楽しく学べるハンズオン展示のほ
か、タブレット学習、ZEB（ゼロ・エネルギー・ビルディング）や環
境分析の現場見学などを行うことができます。
また、学校の授業に役立つ環境学習講座も用意し、社会見学
や遠足などにも利用していただけます。団体見学の申込み
は既に受け付けていますので、お気軽にお問合せください。
◇移転後の「あいち環境学習プラザ」の概要◇

▽所在地＝名古屋市北区辻町字流7－6 県環境調査センター
1階

▽開館時間＝9時～17時（土日祝日及び年末年始は休館）

▽入館無料（バス駐車場有）

▽問合せ＝環境政策課☎052（954）6210

　県産農林水産物を応援しましょう！

本県には、生産量や品質が全国トップレベルの
農林水産物がたくさんあります。県では“愛知県産品をもっと
食べよう、利用しよう！”をキャッチフレーズに「いいともあいち
運動」を展開しています。
県民の皆様、この運動のシンボルマーク“あいまる”が表示され
た商品を選んでみませんか？
生産者・事業者の皆様、愛知県産品を使った自慢の逸品に、
シンボルマーク（使用料不要）を付けてみませんか？

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/nousei/
iitomo/iitomoaichi/symbol.html

▽問合せ＝食育消費流通課☎052（954）6434

　３月１０日㊋は、「名古屋コーチンの日」
　です！
名古屋コーチンは、肉も卵も美味しい愛知県が誇るブランド

お知らせ

行催事・募集

■第2期「愛知県人口ビジョン・まち・ひと・しごと
　創生総合戦略」（案）

▽意見募集期間＝3月6日㊎まで

▽問合せ＝企画課☎052（954）6088

■令和2年度愛知県食品衛生監視指導計画（案）

▽意見募集期間＝3月6日㊎まで

▽問合せ＝生活衛生課☎052（954）6249

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://www.pref .aichi . jp/soshiki/kenkotaisaku/novel-coronavirus.html

▽問合せ＝健康対策課☎052（954）6272

新型コロナウイルス感染症対策について新型コロナウイルス感染症対策について 地鶏で、全国的に知名度が高く、「地鶏の王様」と言われて
います。
本県では、1905年3月10日に名古屋コーチンが国産実用品
種第1号に認定されたことを記念して、3月10日を「名古屋
コーチンの日」として2016年に記念日登録し、名古屋コーチ
ンの振興に取り組んでいます。
この機会に、名古屋コーチンの肉や卵をぜひ味わってください。

▽問合せ＝畜産課☎052（954）6426

　３月１2日㊍は、「世界腎臓デー」です！

毎年3月の第2木曜日は「世界腎臓デー（World Kidney Day）」
です。
慢性腎臓病（CKD：Chronic Kidney Disease）は、腎臓の機能
が低下したり、タンパク尿など腎臓の異常が続いたりする病気
で、ほとんど自覚症状がなく、気付かないうちに腎臓の機能が
低下してしまいがちです。重症になると腎不全となり、透析や
腎移植治療が必要となる場合もあり、心筋梗塞や脳卒中など
のリスクも高まります。
食生活、運動、飲酒、喫煙などの生活習慣は、CKDの発生に
関与しているといわれています。
この機会に、バランスのとれた食事や適度な運動、禁煙など
生活習慣を見直してみましょう。

▽問合せ＝健康対策課☎052（954）6269

　「東京2020オリンピック聖火リレー」の
　実施に伴う交通規制
4月6日㊊・7日㊋の2日間、愛知県内の15市で「東京2020オリン
ピック聖火リレー」が実施されます。聖火リレー実施日には、
実施ルート及びその周辺地域において、交通規制が予定され
ています。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。

▽リレー実施市＝
【4月6日㊊】瀬戸市、春日井市、犬山市、一宮市、稲沢市、清須
市、名古屋市
【4月7日㊋】豊橋市、半田市、豊川市、安城市、刈谷市、岡崎市、
大府市、豊田市

▽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

　「あいち国際女性映画祭2020」の
　デザイン画＆フィルム作品募集
9月に開催予定の「あいち国際女性映画祭2020」に向け、次
の作品を募集しています。

▽内容＝①ポスター・パンフレット表紙のデザイン（A4判縦長仕
様で未発表のオリジナル作品）、②フィルム・コンペティション（実
写部門・アニメーション部門）の出品作品（国内外の女性監督
による50分以内のオリジナル映像作品）

▽募集締切＝①5月12日㊋、②4月25日㊏（①・②とも必着）

▽応募資格＝プロ・アマ、年齢不問

▽応募方法＝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、作品とともに、郵送又は持参で、（公財）
あいち男女共同参画財団（〒461-0016 名古屋市東区上竪
杉町1）へ提出してください。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.aiwff.com/

▽問合せ＝（公財）あいち男女共同参画財団☎052（962）2520

　もりの学舎｢春休み特別企画｣の開催

環境学習施設「もりの学舎」では、工作教室など楽しい企画が
盛りだくさんの「春休み特別企画」を開催します。

▽期間＝3月20日㊎・㊗～4月5日㊐

▽場所＝もりの学舎（長久手市）

▽内容＝①リサイクル素材などを利用した工作教室「あそび
工房」、②自然と触れ合うプログラム「ふしぎ万華鏡」、「紙芝
居、読み聞かせ」  など  

▽参加無料（事前申込不要）

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
kankyokatsudo/r2spr.html

▽問合せ＝もりの学舎☎0561（61）2315

　「あいちアール・ブリュット優秀作品
　特別展」の開催
昨年9月に開催した「あいちアール・ブリュット展」
の作品の中から選ばれた、優秀作品30点を展示します。また、
展示作品をデザインして制作された企業ノベルティグッズとそ
の原画レプリカや、芸術の専門家を障害者施設に招いてアート
作品を制作する「出前講座」で制作した作品なども展示します。

▽日時＝3月10日㊋～15日㊐ 10時～18時（15日㊐は10時～17時）

▽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.aichi-artbrut.jp/

▽問合せ＝県障害者芸術活動参加促進事業実行委員会事
務局（障害福祉課内）☎052（954）6697

　2020年度「新あいち創造研究開発
　補助金」の公募及び説明会の開催
次世代自動車など今後の成長が見込まれる分野等で、企業
等が行う研究開発・実証実験を支援する「新あいち創造研究
開発補助金」について、2020年度の公募を行います。
詳細は、公募説明会（要事前申込）にご参加いただくか、ホー
ムページでご確認ください。

▽公募期間=【研究開発・実証実験】：3月17日㊋～4月2日㊍、
【サービスロボット実用化】：3月11日㊌～25日㊌

▽説明会日程・場所=

※各回とも13時30分～15時

▽ホームページ=https ://www.pref .a ichi . jp/site/
shin-aichi/koubo2020.html

▽問合せ=産業科学技術課☎052（954）6370

　あいち航空ミュージアム
　「日本の翼YS－11展」開催中！
あいち航空ミュージアムでは、1962年に名古屋空港で初飛行
した戦後初の国産旅客機YS－11が、日本の航空史に果たし
た役割や開発の秘話、その性能などをパネル展示や映像で
紹介する特別企画展を開催中です。
期間中の平日には、YS－11パイロットシミュレーター体験で最
高評価（五つ星）を獲得した方に特製ウィングマーク（バッ
ジ）をプレゼントする「YS－11シミュレーター“五つ星”チャレ
ンジ」を開催しています。また、3月22日㊐には、鈴木館長と
ゲストによるYS－11スペシャルトークショーを実施します。

▽開催期間＝4月13日㊊まで

▽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

　危険物取扱者試験・消防設備士試験
　（2020年度前期分）

▽試験日＝①危険物取扱者試験：4月26日㊐、5月31日㊐、
6月7日㊐、7月5日㊐、8月30日㊐、9月27日㊐、②消防設備士
試験：5月10日㊐

▽試験案内＝消防保安課、県民相談・情報センター、各県民
事務所等の広報コーナー、各消防本部、（一財）消防試験研
究センター愛知県支部などで配布（消防設備士試験は3月
16日㊊から配布）。また、ホームページからも入手できます。

▽受付期間＝電子申請と書面申請で受付期間が異なります
ので、詳細は試験案内でご確認ください。

▽ホームページ＝https://www.shoubo-shiken.or.jp/

▽問合せ＝（一財）消防試験研究センター愛知県支部☎052
（962）1503

　愛知県公立学校教員採用選考試験
　日程等

▽試験日＝【第一次試験】：7月18日㊏、【第二次試験】：8月
18日㊋・19日㊌

▽受験案内＝4月24日㊎から、教職員課、各教育事務所、県民
相談・情報センター、各県民事務所等の広報コーナーなど
で配布。また、ホームページからも入手できます。

▽受付期間＝4月27日㊊～5月13日㊌（消印有効）

▽説明会日程・場所＝

※各回とも14時～

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

▽問合せ＝教育委員会教職員課☎052（954）6769・6770

① 4月29日㊌・㊗ 江南市民文化会館（江南市）
② 5月　3日㊐・㊗ 蒲郡市民会館（蒲郡市）
③ 5月　4日㊊・㊗ 刈谷市総合文化センター（刈谷市）

① 3月 3日㊋ 県三の丸庁舎（名古屋市中区）
② 3月 5日㊍ 県技術開発交流センター（刈谷市）
③ 3月10日㊋ 県東三河総合庁舎（豊橋市）

試験

新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」です。

ドアノブや電車のつり革など様々なものに触れることにより、自分の手にもウイルスが付着している可能性があります。
外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗いましょう。

次の症状がある方は、「帰国者・接触者相談センター」（県内の保健所等）にご相談ください。次の症状がある方は、「帰国者・接触者相談センター」（県内の保健所等）にご相談ください。
 ●風邪の症状や37.5℃以上の発熱が４日以上続いている。（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます）
 ●強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。
※高齢者や基礎疾患等のある方は、これらの状況が２日程度続く場合

くしゃみや咳が出るときは、飛沫にウイルスを含んでいるかもしれません。
次のような咳エチケットを心がけましょう。
  ●マスクを着用します。
  ●マスクを持っていない場合は、ティッシュ・ハンカチなどで鼻と口を
　覆います。
  ●とっさの時は袖や腕の内側で覆います。
  ●周囲の人からなるべく離れます。

【正しいマスクの着用法】

流水でよく手をぬらした後、石けん
をつけ、手のひらをよくこすります。

手の甲をのばすように
こすります。

指先・爪の間を念入りに
こすります。

指の間を洗います。 親指と手のひらをねじり洗いします。 手首も忘れずに洗います。

【正しい手の洗い方】

洗い終わったら、十分に水で流し、
清潔なタオルやペーパータオルで
よく拭き取って乾かします。

まず、手洗いの前に爪は短く切っておきましょう。また、時計や指輪は外しておきましょう。

隙間がないよう
鼻まで覆います。

鼻と口の両方を
確実に覆います。

ゴムひもを
耳にかけます。

手洗いについて手洗いについて

咳エチケットについて咳エチケットについて

1

3

2

1 2 3

4 5 6

最近3か月間の月平均売上高が、前年同期に比べて3％以上
減少している中小企業者
県内に本支店のある銀行、信用金庫等47金融機関

融資対象者
《拡充前》
取扱金融機関

国際的なスポーツ大会で地域を盛り上げよう！
　オリンピック・パラリンピックイヤーの2020年は、愛知県でも注目の
スポーツイベントが盛りだくさんです。
　いよいよ4月6日、7日には、東京2020オリンピックの聖火リレーが
愛知にやってきます。
　さらに11月には、FIA世界ラリー選手権「Rally Japan」が愛知を
舞台に開催されます。日本を代表するモータースポーツの中心地

として愛知を世界に大きくアピールできるよう、全力で取り組んで
まいります。
　今後とも様々なスポーツ大会を通じて「あいち」の魅力を発信し、
地域を盛り上げていきます。

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1064

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（3月）  県のラジオ番組（3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　https://www.doga.pref.aichi.jp/
・広報広聴課 Facebook　https://www.facebook.com/aichikoho

3月は「自殺対策強化月間」です。　～ひとりじゃないよ。ひとりにしないよ。～３月２４日は世界結核デーです　～結核のない世界へ、結核菌に国境はありません。～


