
　ドリームジャンボ宝くじ（ラグビー
　ワールドカップ2019協賛くじ）の発売
ドリームジャンボ宝くじは、全国都道府県と20政令指定都市
が共同で発売する宝くじで、収益金は自治体の収入になり
ます。この収益金の一部は、2019年に豊田スタジアム始め全
国12会場で開催される「ラグビーワールドカップ2019TM」の
ための資金にあてられます。

▽発売期間=4月4日㊌~27日㊎

▽価格= 1枚 300円

▽賞金=1等・前後賞合わせて5億円　

▽抽せん日=5月11日㊎

▽ホームページ=http://www.pref.aichi.jp/life/6/41/127/

▽問合せ=財務資金室☎052（954）6045

　中部国際空港・県営名古屋空港へは
　公共交通機関をご利用ください
ゴールデンウィークは、大変多くのお客様が空港をご利用に
なるため、駐車場が満車になることが予想されます。特に中
部国際空港は、新ターミナル関連工事により駐車可能台数
が大幅に減少しています。満車の場合駐車ができず、航空
機への搭乗時間に間に合わないことも想定されます。
中部国際空港へは鉄道及びバスが、県営名古屋空港へは
バスが便利です。各空港にお越しの際は、公共交通機関を
ご利用ください。
【中部国際空港】

▽ホームページ=http://www.centrair.jp/access/parking/

▽問合せ=駐車場管理事務所☎0569（38）7830（24時間）
【県営名古屋空港】

▽ホームページ=http://www.nagoya-airport-bldg.co.jp/
▽問合せ=空港管理事務所☎0568（29）1600（7時～

22時）

　海外渡航時の感染症予防について

海外では、様々な感染症が流行しています。旅行に出かけ
る前に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、生水で作られた可能性のあ
る氷は避けましょう。

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肌の露出は避けましょう。

▽問合せ=健康対策課☎052（954）6272

　愛知県文化芸術振興条例を
　制定しました
本県の文化芸術の振興について、基本理念を定め、県の責
務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定め、そ
の総合的・計画的な推進により、心豊かな県民生活と活力あ
る社会の実現を目指すため、「愛知県文化芸術振興条例」
を制定しました。

▽主な内容=文化芸術等の振興、交流の推進等、人材育成、
鑑賞等の機会の充実、環境の整備

▽ホームページ=http://www.pref.aichi.jp/soshiki/bunka/
bunkajorei.html 

▽問合せ=文化芸術課☎052（954）6184

　危険物取扱者・消防設備士の試験
　手数料などが変わります
5月1日より、危険物取扱者及び消防設備士の資格取得に必
要な試験・免状交付、再交付の申請に必要な手数料の額が
改定されます。詳細は（一財）消防試験研究センター愛知県
支部までお問い合わせください。

▽改定後の手数料=①試験【危険物取扱者】甲種6,500
円、乙種4,500円、丙種3,600円、【消防設備士】甲種5,700
円、乙種3,800円、②免状交付:危険物取扱者・消防設備士
ともに2,900円、③再交付:同1,900円

▽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

　4月~6月は、
　「狂犬病予防注射月間」です
犬の飼い主には、狂犬病予防法により、原則4月1日から6月
30日までの間に毎年一回、飼い犬への狂犬病予防接種が
義務付けられています。今年の接種が済んでいない飼い主
は、6月30日までに受けさせるようにしましょう。
狂犬病は、犬だけでなく人を含む全ての哺乳類が感染する
病気で、現在、日本では発生していませんが、世界中で流行
しています。感染し、発症すると治療方法は無く、ほぼ100%
助かりません。国内に広がるのを防ぐためには狂犬病予防
注射を徹底する必要があります。
また、飼い犬を市町村に登録すること、鑑札と狂犬病予防注
射済票を飼い犬に付けることも飼い主の義務です。
飼い主はルールを守って飼いましょう。

▽ホームページ=http://www.pref.aichi.jp/soshiki/eisei/
0000067708.html

▽問合せ=生活衛生課☎052（954）6298

　都市計画に関する閲覧と
　公聴会の開催について

▽対象=「都市計画区域マスタープラン」及び「区域区分」
▽閲覧期間・場所=4月10日㊋~24日㊋（ただし、土日を除く。）・

平成30年4月1日より、あいち産業科学技術総合センターの
一部組織改正に伴い、窯業技術センターの名称を変更し
ました。なお、依頼試験、技術相談等はこれまでどおり実施
しますので、引き続きご利用ください。

▽問合せ=産業科学技術課☎052（954）6347

　｢もりの学舎キッズクラブ｣･｢もりの
　学舎ようちえん｣の参加者募集
モリコロパーク内の環境学習施設｢もりの学舎（まなびや）｣
では、①四季を通じて自然や環境の大切さを学ぶ｢もりの学
舎キッズクラブ｣と、②親子で楽しく自然にふれ合う｢もりの学
舎ようちえん｣の参加者を募集します。

▽対象・実施回数・定員等=
①小学生・年7回程度・100名（先着順）
②4月1日現在4~5歳の子どもと保護者・年6回・30組（抽選
/4月13日㊎締切）

▽参加無料（ただし、交通費・昼食代は自己負担）

▽申込方法=詳細はホームページでご確認いただき、郵送
等で、もりの学舎（〒480－1342 長久手市茨ケ廻間乙1533－1、
FAX0561（61）2328）へお申し込みください。

▽ホームページ=
①http://www.pref.aichi.lg.jp/soshiki/kankyokatsudo/
h30kids.html
②http://www.pref.aichi.lg.jp/soshiki/kankyokatsudo/
h30moriyou.html

▽問合せ=もりの学舎☎0561（61）2315

　「あいち技の伝承士」の募集

県内中小企業の若手技能者や工業高校生等の技能向
上などのため、「あいち技能伝承バンク」に登録し、実技指
導講師「あいち技の伝承士」として活動していただける方
（企業OB等）を募集します。

▽登録条件=県内に在住又は在勤し、モノづくり分野での
後進の技能指導に意欲的で、現場指導実績があり、講師
派遣を引き受けられる個人の方

▽登録方法=ヒアリングで登録申請の内容を相談の後、正
式な申請書の提出を経て登録（登録申請は随時受付）

▽登録期間=3年間（更新制）

▽ホームページ=http://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
jinzai/bank.html

▽問合せ=産業人材育成課☎052（954）6375

　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）を対象に入居希望者の先
着順募集を行います。

▽募集住宅=味鋺東住宅（名古屋市北区）始め157団地

▽案内書の配布=県民相談・情報センター、県民事務所県
民相談室又は広報コーナー、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

▽持参受付=7月31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=http://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
jutakukanri/30senchakujun1.html

▽問合せ=県住宅供給公社賃貸住宅課☎052（954）1362

　愛知県公立学校教員採用選考試験
　日程のお知らせ

▽試験日=第一次試験 : 7月21日㊏、第二次試験 : 8月22日
㊌・23日㊍

▽受験案内の配布=4月26日㊍以降、教職員課のホームペー
ジからダウンロード可能（受付は5月16日㊌まで（消印有効））

▽説明会=
①江南市民文化会館（4月28日㊏）
②蒲郡市民会館（4月30日㊊・○振）
③パティオ池鯉鮒【知立市文化会館】（5月3日㊍・㊗）
※いずれも14時30分から

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

▽問合せ=教育委員会教職員課☎052（954）6769・6770

お知らせ

行催事・募集

試験

都市計画課及び関係市町村

▽公述申立て=閲覧期間中に書面で知事あてに提出

▽公聴会日時・会場=5月12日㊏始め6回・名古屋都市セン
ター始め6会場（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.pref.aichi.jp/soshiki/toshi/

▽問合せ=都市計画課☎052（954）6515

　中小企業向け県融資制度の
　一部利率を引き下げました
4月1日より、①これから事業を始める方向けの「創業等支援
資金」と、②事業を承継する方向けの「再生・事業承継支援
資金【事業承継】」について、利率を引き下げるなど拡充を
図りました。

▽融資限度額=①3,500万円（従来より1,000万円拡大）
②2億8,000万円

▽融資期間及び利率=①3年 :年0.8%、5年 :年0.9%等、
②3年 :年1.0%以内、5年 :年1.1%以内等（あいち事業承継
ネットワーク利用者）　※①、②とも従来より0.4％引下げ

▽信用保証料率=①融資額2,000万円まで : 年0 .40%・
2,000万円超 :年0.79%
②年0.38%~1.74%

▽申込先=県融資制度取扱金融機関の県内各店舗

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

▽問合せ=中小企業金融課☎052（954）6333

　私立学校の授業料軽減補助の
　お知らせ
県内の私立高等学校及び私立専修学校（高等課程）に通
う生徒の授業料の負担を軽減するため、一定の条件を満た
す場合に、授業料の一部を補助しています。

▽対象=生徒と保護者がともに県内に在住し、保護者の所
得が市町村民税所得割額30万4,200円未満（年収910万
円未満程度を上限とし、所得に応じて複数の申請区分があ
ります。父母ともに所得がある場合は合計金額。）の方

▽補助額=申請区分により異なります。

▽申請方法=在学する学校を通じてお申し込みください。

▽ホームページ=http://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
shigaku/0000003280.html

▽問合せ=在学する学校又は私学振興室☎052（954）6187

　公立高校の就学支援金制度の
　お知らせ
県内の公立高等学校に通う生徒の授業料の負担を支援す
るため、一定の条件を満たす場合に、国から就学支援金が
支給されます。

▽対象=保護者の所得が市町村民税所得割額30万4,200
円未満（年収910万円未満程度。父母ともに所得がある場
合は合計金額。）の方

▽支給額=年額11万8,800円（全日制の場合）

▽申請方法=学校が指定する期日までに直接、学校へ申請
書類を提出してください。

▽ホームページ=http://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
zaimusisetsu/0000032316.html

▽問合せ=在学する学校又は教育委員会財務施設課☎
052（954）6763

　戸建て住宅の耐震改修費補助上限額を
　100万円に増額しました
昭和56年以前の古い耐震基準で建てられた戸建て住宅の
耐震改修費補助額が、平成30年4月1日より、100万円に増
額されました。具体的な額や対象等については市町村によ
り異なりますので、詳細は、ホームページでご確認いただく
か、お住まいの市町村にお問い合わせください。
なお、従前から100万円以上の補助を行っている市町村も
あります。また、一部の市町村は増額を実施しません。

▽ホームページ=http://www.aichi- j ishin . jp/project/
sisaku.html

▽問合せ=各市町村又は住宅計画課☎052（954）6549

　指定金融機関の名称変更と
　納税通知書等の取扱いについて
平成30年4月1日より、愛知県の指定金融機関「株式会社三
菱東京UFJ銀行」の名称が、「株式会社三菱UFJ銀行」に
なりました。なお、本県からの納税通知書や納入通知書等に
ついては、変更前の銀行名が記載されていてもそのまま納
付等の際にご使用になれます。

▽問合せ=①指定金融機関について:会計課☎052（954）
6648、②納税通知書及び納入通知書等について:各発行機関

　窯業技術センターの名称変更の
　お知らせ

常滑窯業技術センター → 産業技術センター常滑窯業試験場
 同 三河窯業試験場 →  同 三河窯業試験場
瀬戸窯業技術センター →  同 瀬戸窯業試験場

春の全国交通安全運動を実施します!
新年度を迎え、真新しいランドセルを背に元気な姿で登校する児童や、新社会人となった
若者の姿を見かける季節になりました。しかし、この時期は不慣れな交通環境で通学・通勤
が始まり、交通事故の発生が心配される時期でもあります。
また、過ごしやすい気候となり、行楽などで自動車や自転車を運転したり、外出する人が
増えたりすることから、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の
意識を高め、交通事故の防止に努めましょう。

▽ホームページ＝http://www.pref.aichi.jp/chiiki-anzen/koutu　 ▽問合せ＝地域安全課☎052（954）6177

▽ホームページ＝http://www.pref.aichi.jp /soshiki/chiikianzen/ammachiundou－2018spring.html

▽問合せ＝地域安全課☎052（954）6176

▽期　　間＝4月6日㊎～4月15日㊐の10日間

▽運動重点＝◇歩行中の子ども・高齢者と高齢ドライバーの交通事故を防止しよう
 ◇歩行中・自転車乗用中の交通事故をなくそう
 ◇後部座席を含めた全ての座席でシートベルトとチャイルドシートを正しく

着用しよう
 ◇飲酒運転を根絶しよう

春の全国交通安全運動を実施します!

春の安全なまちづくり県民運動を実施中！
昨年も本県では空き巣などの住宅対象侵入盗の被害が多発し、11年連続全国ワースト1位となりました。また、自動車盗も
依然として多発していることから、自宅や自動車の防犯対策を強化し、ドロボウを寄せ付けない環境をつくりましょう。
さらに、振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺の被害も後を絶ちません。なかでも、架空請求詐欺の被害が増加しており、コンビニ
エンスストア等で電子マネーを購入させて、その番号を電話で聞き出し、金をだまし取る手口が発生しています。利用した覚えの
ない請求がメールやはがきで届いた場合、記載された連絡先には電話をしないようにしましょう。

春の安全なまちづくり県民運動を実施中!

▽期　　間＝4月1日㊐~4月10日㊋の10日間

▽運動重点＝◆住宅を対象とした侵入等の防止　◆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

★3N（ない）運動
犯罪にあわない！
犯罪を起こさせない！
犯罪を見逃さない！

・ ・
・ ・
・ ・

　私は、産業力、経済力、文化力、人財力、地域力といった愛知の総
合力を一段と高めるため、全力で県政運営に取り組んでまいりました。
　今年度の予算は、「日本一元気な愛知」、「すべての人が輝く愛知」、
そして、県民の皆様が平和で、豊かで、幸せな生活を送ることができる
「日本一住みやすい愛知」づくりを進める予算といたしました。

　これまで培ってきた未来へと続く取組を、愛知の発展の種として、
しっかりと芽吹かせ、着実に育み、県民の皆様とともに、「愛知の夢」
の実現を目指してまいります。

「愛知の夢」の実現を目指します！

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1041

この内容に関するご意見・お問合せは、総務部財政課 ☎052（954）6041（ダイヤルイン）まで　　「県予算」に関する情報は、 検索愛知県　予算の概要

毎月第1水曜日は「エコ モビリティ ライフの日」です。クルマと公共交通、自転車、徒歩などをかしこく使い分けよう！ ～一人で悩まなくていいんだよ～ 『子どもＳＯＳ ほっとライン２４』　☎0120－０－７８３１０
な  や  み  い お うな  や  み  い お うな  や  み  い お うな  や  み  い お う

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1-2

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～  5：20＞

ＣＢＣ 【あいち県政リポート】 毎月第2･第４土曜日 ＜11：25～11：29＞
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（4月）  県のラジオ番組（4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　 http://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　http://www.facebook.com/aichikoho

予算の規模

目的別歳出の状況（一般会計）

予算総額
2兆4,940億円

教育費 
4,829億円
     （19.4％）

産業労働費
2,095億円
（8.4％）

建設費
1,840億円
（7.4％）

警察費
1,702億円
（6.8％）

総務費
829億円
（3.3％）

農林水産費
759億円（3.1％）

諸支出金
4,324億円（17.3％）

その他
661億円（2.6％）

議会費
 33億円（0.1％）
振興費
335億円（1.3％）
県民文化費
188億円（0.8％）
環境費
92億円（0.4％）

災害復旧費
10億円（0.0％）

予備費
3億円（0.0％）

公債費
3,778億円
（15.2％）

健康福祉費 
4,123億円
（16.5％）

総 　 　 額 3兆9,943億円（14.6％増）

一 般 会 計
特 別 会 計
企 業 会 計

2兆4,940億円（1.1％減）
1兆3,317億円（73.8％増）
1,686億円（14.6％増）

「愛知の夢」実現に向けて、平成 3 0年度予算がスタートします。「愛知の夢」実現に向けて、平成 3 0年度予算がスタートします。

産業首都あいち

農林水産業の振興

2

3

4 人財力の強化

5 医療・福祉

6 観光あいち・魅力発信

7 文化・スポーツの振興

8 グローバル展開

「環境首都あいち」の確立

1 中京大都市圏
・名古屋駅スーパーターミナル化の推進
・中部国際空港のエアポートセールスやアウトバウンドの促進
・ふ頭用地の整備などの港湾物流機能の強化、
 道路ネットワークの整備

・「ワールドロボットサミット」開催準備
・航空宇宙産業における県内企業の海外販路開拓の支援
・複数台の遠隔型自動運転車両の同時使用による
 実証実験の実施

 

・農林水産物ブランド力の一層の強化と需要拡大
・全国初の農業支援外国人の受入れ
・名古屋コーチンの生産体制強化に向けた種鶏場
 の移転整備（平成34年度　開場予定）

 

・「第20回アジア競技大会」の開催準備
・「ラグビーワールドカップ2019」の開催準備、
 「FIFAフットサルワールドカップ2020」の招致
・新体育館基本計画の策定
・「杉原千畝顕彰施設」の整備（平成30年10月 
 完成予定）及び「清洲貝殻山貝塚資料館」の拡充整備

 

・JRグループ等と連携した「愛知デスティネー
  ションキャンペーン」の展開
・愛知県国際展示場の整備（平成31年9月 開業予定）
・常滑港空港地区におけるクルーズ船係留施設の整備検討

・「あいちオレンジタウン構想」に基づく認知症対策の推進
・がんセンターにおける「プレシジョン・メディシン
 （精密医療）」の推進
・子どもが輝く未来に向けた取組の実施
・市町村と連携したヘルプマークの導入・普及促進
・瀬戸、西尾市内の特別支援学校の整備
 

・県立高校への総合学科の設置、学科改編、コースの新設
・女性の活躍プロモーションリーダーと連携した
 中小企業等への働きかけ
・2019年度、2020年度に史上初めて連続開催
 する「技能五輪全国大会・ 全国アビリンピック」
 の開催準備、「2023年技能五輪国際大会」の招致
・ノーベル賞受賞者顕彰施設の整備

 ・あいち国際戦略プランの推進
・バンコク都など提携先との高校生交流事業の実施
・「愛知県・江蘇省友好書道展」の開催

9 安全・安心
・被災世帯に対して支給金を支給する市町村への
 補助制度の創設
・警察署・交番の建替えの実施
・「ながらスマホ」対策や歩行者保護対策の重点的な広報
・消防学校への実践的な訓練施設整備、
 施設長寿命化に向けた基本設計

10
・新たな地球温暖化対策の推進
・太陽光発電施設、HEMS、蓄電池等の導入に
 対する支援
・環境調査センターでの環境学習の実施について検討

 11東三河の振興
・東三河の魅力発信、移住定住促進のための
 起業支援
・「新城有教館高校」の整備（平成31年度 開校予定）
・「2018ISAワールドサーフィンゲームス」の
 開催支援

12 地方分権・行政改革の推進
・「一番住みたい愛知」をキャッチコピーとした
 愛知の住みやすさのPR
・PFI方式による「環境調査センター・衛生研究所」、
 「運転免許試験場」 及び「県営住宅」の整備
・しなやか県庁創造プランに基づく県立学校や
 県有施設の長寿命化に向けた調査・改修の実施

◎「ジブリパーク（仮称）」構想の推進
愛・地球博記念公園に「ジブリパーク（仮称）」
をつくるための検討調査の実施
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