
～着用
率100

%をめ
ざして

～

すべ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ましょう

　自動車税の納税をお忘れなく
　5月31日㊍は、自動車税の納期限です
4月1日現在、自動車をお持ちの方に、5月上旬に県税
事務所から納税通知書をお送りします。お近くの県税事務所、
金融機関やコンビニエンスストア等で自動車税を納めてください。
また、パソコンやスマートフォンなどを利用して、クレジットカードで
も納付していただけます（利用者には、別途、決済手数料がか
かります）。
なお、名義変更・廃車などの手続を他の人に依頼した自動車につい
て、納税通知書が届いた場合は、それらの手続が3月末日までに
行われていないことが考えられますので、依頼先にご確認ください。
また、転居などにより納税通知書が届かないときは、管轄の県税
事務所にご連絡ください。

▽ホームページ＝http://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/
0000051633.html

▽問合せ＝税務課☎052（954）6052

　技術開発交流センターの
　一部休館について
技術開発交流センター（刈谷市）は、天井改修工事を実施する
ため、施設の一部を休館します。

▽休館施設＝交流ホール、交流会議室、研修室

▽休館期間＝8月1日㊌～平成31年2月28日㊍

▽ホームページ＝http://www.aichi-inst.jp/kouryu/

▽問合せ＝技術開発交流センター管理室☎0566（24）1841

　6月1日～7日は「水道週間」です
　～県営浄水場を一般開放します～
6月1日から7日の水道週間の期間中、生活に不可欠な水の大切
さを再認識し、県営水道についての理解と関心を深めていただ
くため、県営浄水場を一般開放します。
この機会に、お近くの浄水場へご来場ください。

▽日時＝6月1日㊎～6月7日㊍

▽集合時間＝①10時、②13時、③15時の3回（いずれも30分前
から受付開始）

▽浄水場＝知多（知多市）、高蔵寺（春日井市）、尾張東部（日進
市）、犬山（犬山市）、尾張西部（稲沢市）、豊田（豊田市）、幸田（額
田郡幸田町）、豊橋、豊橋南部（ともに豊橋市）、豊川（豊川市）
なお、上野（東海市）は本年度工事のため実施しません。

▽参加無料 ▽申込不要

▽ホームページ＝http://www.pref.aichi.jp/soshiki/
kigyo-suiji/suidosyukan.html

▽問合せ＝企業庁水道事業課☎052（954）6683

　「愛知県国際展示場」の愛称募集

2019年9月開業に向けて常滑市の空港島に整備を進めている
「愛知県国際展示場」の愛称を募集します。

▽応募資格＝どなたでも応募できます 

▽応募方法＝6月28日㊍（必着）までにホームページの応募
フォームから直接応募するか、応募用紙に必要事項を記入の上、

郵送、ＦＡＸ又はＥメールで、愛知県国際展示場愛称募集事務局
（〒460-0002名古屋市中区丸の内2-16-3 丸の内Ａ・Ｔビル３階、
ＦＡＸ 052（308）8212、Ｅメール nickname@aichi-ex.jp）へ
ご応募ください。詳細は、ホームページでご確認ください。

▽ホームページ＝http://www.aichi-ex.jp/nickname/

▽問合せ＝国際展示場準備室☎052（954）6849

　多文化共生日本語スピーチコンテスト
　の参加者募集
外国人児童生徒等が自分の思いや考えを日本語で伝えようとす
る意識の高揚を図るため、「外国人児童生徒等による多文化共
生日本語スピーチコンテスト」の参加者を募集します。

▽応募資格＝県内に在学又は在住する、母語が日本語以外の
小学4年生～中学3年生まで（相当年齢を含む）

▽スピーチテーマ＝テーマは自由（例：「将来の夢」など）

▽募集期間＝4月3日㊋～6月22日㊎（必着）

▽コンテスト本選＝8月25日㊏午後に愛知県図書館（名古屋市
中区）にて開催。「小学生の部」と「中学生の部」合わせて15名
程度により行います。 ▽参加無料

▽申込方法等＝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/syakaikatsudo/
tabunka.html

▽問合せ＝多文化共生推進室☎052（954）6138

　防災・減災カレッジの受講者募集

防災や減災について学べる研修「防災・減災カレッジ（防災人材
育成研修）」の受講者を募集します。

▽開催時期＝6月28日㊍～平成31年1月26日㊏

▽会場＝名古屋大学（名古屋市千種区）、豊田市福祉センター
（豊田市）、県西三河総合庁舎（岡崎市）

▽募集期間＝5月14日㊊～6月11日㊊

▽ホームページ＝http://www.pref.gensai.nagoya‐u.ac.jp/
kyoso/index.html

▽問合せ＝あいち・なごや強靱化共創センター☎052（747）6979

　かがやけ☆あいちサスティナ研究所
　学生研究員の募集
持続可能な未来のあいちの担い手を育成するプログラム「かがや
け☆あいちサスティナ研究所」では、10のパートナー企業・団体
から提示された環境課題を研究する大学生を募集します。

▽開催日＝6月～12月のうち15日間程度

▽場所＝愛知県庁（名古屋市中区）、各企業（10社）など

▽参加無料（交通費相当額を支給） ▽定員＝40名

▽対象＝県内に在住又は県内の短大・大学・大学院等に在籍し
ている学生（原則、全日程参加できる方）

▽申込方法＝5月28日㊊まで（必着）に、ホームページの申込み
フォームから直接申し込むか、エントリーシート（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、
かがやけ☆あいちサスティナ研究所事務局（〒460-0003 名古
屋市中区錦2-12-8 御幸本町ビル５階、FAX052（222）2595、
Eメールkagayake@kkaku. jp）へお申し込み
ください。

▽ホームページ＝http://sustaina-ken.net/

▽問合せ＝環境政策課☎052（954）6210
▽日程＝7月26日㊍ ▽行き先＝味噌川ダム及びその周辺地域

▽集合場所・時間＝JR大府駅・7時30分又は名鉄尾張旭駅・
8時30分

▽対象＝小学生（4年生以上）のお子様とその家族（1組4名まで）
※申込対象地域等の詳細は、ホームページでご確認ください。

▽参加無料（昼食付） ▽定員＝40名（応募多数の場合は抽選）

▽申込方法＝6月15日㊎まで（消印有効）に、応募者全員の住
所、氏名、生年月日、学年（児童のみ）、性別、電話番号、希望の
集合場所を記載の上、往復はがき、FAX又はEメールのいずれ
かで水道計画課（〒460- 8501（住所記載不要）、FAX052
（954）6957、Eメールkigyo- suido@pref .a ich i . lg . jp）へ
お申し込みください。

▽浄水場見学ツアーのお知らせ＝別途、県営浄水場を見学して
いただくツアーを10月頃に予定しています。申込方法等につい
ては、決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

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

▽問合せ＝企業庁水道計画課☎052（954）6680

　愛知県職員・警察職員採用候補者
　試験（大学卒業程度）

▽試験日＝6月24日㊐

▽受験資格等＝受験案内でご確認ください。

▽受験案内＝4月24日㊋から人事委員会事務局職員課、各県
民相談室、県東京事務所で配布。ホームページからも確認可能。

▽受付＝電子申請・郵送ともに5月23日㊌まで（郵送は当日消印
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

　愛知県公立学校教員採用選考試験

▽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＝4月26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＝5月16日㊌まで（消印有効）

▽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

　愛知県職員（看護師、助産師、
　医療技術者）採用選考

▽募集人員＝①【看護師】がんセンター中央病院（約30名）､精
神医療センター（約5名）､あいち小児保健医療総合センター
（約35名）、心身障害者コロニー（約30名）、②【助産師】あいち
小児保健医療総合センター（若干名）、③【医療技術者】今後、
ホームページでお知らせします。

▽試験日＝①・②5月26日㊏～27日㊐のいずれか1日（1日で面接
選考及び適性検査を実施します｡）、③今後、ホームページで
お知らせします。

▽募集案内・申込書の配布＝各県立病院等で配布しています。
詳細はホームページでご確認ください。

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

▽問合せ＝病院事業庁管理課☎052（954）6314 

お知らせ

行催事・募集

試験

　「全国戦没者追悼式」の参列者募集

先の大戦において亡くなられた方々を追悼し、平和を祈念する
ため、「全国戦没者追悼式」に県遺族代表として参列していた
だく方を募集します。

▽日時＝8月14日㊋～8月15日㊌（1泊2日､式典は8月15日㊌）

▽会場＝日本武道館（東京都千代田区）

▽対象＝戦没者の遺族（戦没者の配偶者、子、父母、兄弟姉
妹、甥、姪及び子・兄弟姉妹の配偶者）で過去に参列したことが
なく介助者を要しない方。

▽参加無料（集合・解散地までの交通費等は自己負担）

▽定員＝15名（応募多数の場合は抽選）

▽申込方法＝5月7日㊊～5月18日㊎に専用の申込書（5月7日㊊
から県民相談・情報センター、県民相談室、各市区町村等で配
布）に必要事項を記入し、必要書類と併せ、郵送（当日消印有
効、持参も可）で地域福祉課（〒460－8501（住所記載不要））
へお申し込みください。

▽ホームページ＝http://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
chi ikifukushi/zentsuibosyu.html

▽問合せ＝地域福祉課☎052（954）6264

　中高年齢離職者再就職支援セミナー
　の参加者募集
中高年齢者の早期再就職を支援するため、再就職支援セミ
ナーを開催し、就職活動を効果的に行うためのノウハウの学習
や面接対策などの実習を行います。

▽日時＝①5月18日㊎、②6月19日㊋、③7月25日㊌、④8月22日㊌ 
各回いずれも10時～16時　

▽場所＝①・②・④ウインクあいち17階セミナールーム（名古屋市
中村区）③豊橋市民センター4階小会議室（豊橋市）

▽参加無料

▽定員＝①・②・④各30名（先着順）、③15名（先着順）

▽申込方法＝ホームページからダウンロードした所定用紙に、
必要事項を記入の上、FAX又はEメールで就業促進課
（FAX052（954）6927、Eメールshugyo@pref.aichi . lg.jp）
へお申し込みください。なお、申込期間等の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/shugyo/
k-2018-402.html

▽問合せ＝就業促進課☎052（954）6367

　県営住宅の入居者募集（抽選）

▽募集住宅＝【新設】高御堂住宅（稲沢市）54戸【既設】清明
山住宅（千種区）始め142団地468戸

▽案内書の配布＝県民相談･情報センター及び各県民相談室・
各県民センター、新城設楽振興事務所広報コーナー、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
営住宅管理室、県住宅供給公社各住宅管理事務所など

▽郵送受付＝5月15日㊋まで（消印有効）

▽ホームページ＝http://www.pref.aichi.jp/soshiki/
jutakukanri/30chusen1.html

▽問合せ＝県住宅供給公社賃貸住宅課☎052（954）1362

　「豊川用水通水50周年記念
　通水の日イベント」の開催
豊川用水は平成30年6月1日に通水50周年を迎えます。
これを記念して、「通水の日イベント」を開催します。ぜひ、ご来場
ください。

▽日時＝6月3日㊐10時～16時（雨天決行）

▽場所＝豊橋駅南口駅前広場（豊橋市）

▽内容＝新豊根ダムカレーなどの販売、豊川用水天才クイズ、
「水の恵みカード」や「豊川用水グッズ」等の無料配布など

▽参加無料

▽ホームページ＝http://www.pref.aichi.jp/site/toyogawa50/

▽問合せ＝農地計画課☎052（954）6433

　「豊川用水通水50周年記念バスツアー」
　の開催
豊川用水について学ぶ「豊川用水通水50周年記念バスツ
アー」を実施します。

▽日程＝7月31日㊋ ▽行き先＝宇連ダム及び豊川浄水場ほか

▽集合場所・時間＝JR豊橋駅・８時30分又はJR豊川駅・9時　

▽対象＝小学生（4年生以上）のお子様とその家族（1組4名まで）
※申込対象地域等の詳細は、ホームページでご確認ください。

▽参加無料（昼食付） ▽定員＝40名（応募多数の場合は抽選）

▽申込方法＝6月15日㊎まで（消印有効）に、応募者全員の住所、
氏名、生年月日、学年（児童のみ）、性別、電話番号、希望の集合場
所を記載の上、往復はがき、FAX又はEメールのいずれかで水道
計画課（〒460－8501（住所記載不要）、FAX052（954）6957、
Eメールkigyo-suido@pref.aichi.lg.jp）へお申し込みください。

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

▽問合せ＝企業庁水道計画課　☎052（954）6680

　「親子ふれ愛・水源地探検ツアー」
　の開催
夏休みに小学生（4年生以上）のお子様と親子で行く「親子ふ
れ愛・水源地探検ツアー」を実施します。

■あいち文化芸術振興計画2022（案）

▽意見募集期間＝5月30日㊌まで

▽問合せ＝文化芸術課☎052（954）6184
■愛知県における地球温暖化対策推進のあり方について
　（中間とりまとめ）

▽意見募集期間＝5月8日㊋まで

▽問合せ＝地球温暖化対策課☎052（954）6213
■名古屋都市計画区域マスタープラン（案）

▽意見募集期間＝5月11日㊎まで

▽問合せ＝都市計画課☎052（954）6516
■尾張都市計画区域マスタープラン（案）

▽意見募集期間＝5月11日㊎まで

▽問合せ＝都市計画課☎052（954）6516
■知多都市計画区域マスタープラン（案）

▽意見募集期間＝5月11日㊎まで

▽問合せ＝都市計画課☎052（954）6516
■豊田都市計画区域マスタープラン（案）

▽意見募集期間＝5月11日㊎まで

▽問合せ＝都市計画課☎052（954）6516
■西三河都市計画区域マスタープラン（案）

▽意見募集期間＝5月11日㊎まで

▽問合せ＝都市計画課☎052（954）6516
■東三河都市計画区域マスタープラン（案）

▽意見募集期間＝5月11日㊎まで
▽問合せ＝都市計画課☎052（954）6516

http://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

「リニモ新緑ウォーキング」を開催します！
リニモ沿線の自然や文化・観光施設などを巡り、多くの方に沿線の魅力に触れていた
だくため、「リニモ新緑ウォーキング」を開催します。

▽ ホームページ＝http://www.syokujusai-aichi2019.jp/ 

▽ 問合せ＝全国植樹祭推進室☎052（954）6968

▽日時＝①5月19日㊏　  瀬戸口駅（愛知環状鉄道）
    モリコロパーク（地球市民交流センター）
   ※モリコロパークでは「介助犬フェスタ2018」が開催されます。
 ②5月27日㊐　  はなみずき通駅（リニモ）
    モリコロパーク（大芝生広場）
   ※モリコロパークでは「トヨタ博物館クラシックカー・フェスティバル」が開催されます。
 ③6月 9日㊏  芸大通駅（リニモ）
    杁ヶ池公園駅（リニモ）
　●スタート受付：9時30分～11時30分（①のみ8時30分～11時） ●ゴール受付：14時30分まで（①のみ15時まで） 

▽参加者特典＝完歩者の方にはオリジナルピンバッジ（③のみオリジナルマグネット）をプレゼントします。

▽申込不要、参加無料（施設への入館料等は自己負担となります。）

▽ ホームページ＝http://www.pref.aichi.jp/kotsu/　 ▽ 問合せ＝交通対策課☎052（954）6127

「リニモ新緑ウォーキング」を開催します！

第70回全国植樹祭1年前記念イベントを開催します！
本県では、2019年春季に、愛知県森林公園（尾張旭市・名古屋市守山区）をメイン会場に、40年ぶり2回目となる
「第70回全国植樹祭」を開催します。この全国植樹祭の開催機運を盛り上げ、PRをするため、大会開催1年前の時期に、
毎年春に開催している「愛知県植樹祭」と併せて、「第70回全国植樹祭1年前記念イベント」を開催します。

第70回全国植樹祭1年前記念イベントを開催します！

▽日時＝5月19日㊏　9時～15時　 ▽場所＝愛西市親水公園総合体育館（愛西市）

▽内容＝①愛知県植樹祭式典行事 ②全国植樹祭PRステージ（「LOVEあいちサポーターズ　あいち音楽大使」岡村孝子さん
による「第70回全国植樹祭イメージソング」の初披露）③チーム森ずきんちゃん（森ずきんちゃん、SKE48）による全国植樹祭
PRステージ④あいち“言の葉”キャラバン ⑤苗木の配布、全国植樹祭のぼり作り、木育・木工コーナーなど（詳細はホーム
ページをご確認ください。）　 ▽参加無料

スタート地点
ゴール地点

スタート地点
ゴール地点

スタート地点
ゴール地点

　県内で昨年、自動車乗車中に亡くなられた47名のうち、18名が
シートベルトを着用していませんでした。シートベルトをしていれば、
その半数以上の方が助かっていたとされています。
　後部座席のシートベルトの着用は、平成20年6月に義務化され、
すでに10年が経過しようとしています。

　しかし、後部座席のシートベルトの着用率は低いままです。
　ドライバーの皆さん！大切なご家族やご友人の命を守るため、後部
座席も含めてすべての座席でシートベルトやチャイルドシートの着用
を徹底しましょう。

自動車に乗ったら必ずシートベルトを着用しましょう！

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1042

本県の「交通安全啓発」に関する情報は、 検索愛知県庁　交通安全

この内容に関するご意見・お問合せは、県民文化部地域安全課 ☎052（954）6177（ダイヤルイン）まで　　

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（5月）  県のラジオ番組（5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

5月31日は「世界禁煙デー」です。～受動喫煙を防止しよう～ 5月6日～12日は看護週間（5月12日は看護の日）です。～看護の心をみんなの心に～

などの危険性が高まります。
全席着用で同乗している家族や友達を守りましょう。

愛知県における後部座席のシートベルト着用率は

35.3%※
と低い結果がでました。

後ろの座席でシートベルトをしないで交通事故に遭うと

※2017 警察庁／JAF調べ※2017 警察庁／JAF調べ

◎車内で全身を強打　 ◎車外放出　
◎前席の人に被害を与える　


