
　愛知県では、義足等を使用している方や、内部障害
や難病の方、妊娠初期の方など、外見からは分からな
くても援助や配慮を必要としている方のための「ヘルプ
マーク」を、７月２０日から県内一斉に、市町村の窓口等
で配布します。

　県民の皆様におかれましては、「ヘルプマーク」をつけ
ている方を見かけたら、電車・バスの中で席をお譲り
いただくなど、思いやりのある行動をお願いします。

「ヘルプマーク」の配布を開始します！
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（障害福祉担当課など）

この内容に関するご意見・お問合せは、健康福祉部障害福祉課 ☎052（954）6294（ダイヤルイン）まで　　本県の「ヘルプマークの配布・普及」に関する情報は、 検索愛知県　ヘルプマーク

　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。
三連休やお盆休みは、大変多くのお客様がご利用になるた
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、南側臨
時駐車場がなくなり駐車場が大幅に減少しています。
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）

　薬物乱用は、「ダメ。ゼッタイ。」
　普及運動を実施中です
県民の皆様に麻薬・覚醒剤・大麻・危険ドラッグなどの薬物乱
用問題に対する認識を高めていただくため、「ダメ。ゼッタイ。」
普及運動を実施し、県内各地で啓発活動を行っています。
この機会に正しい知識を身につけましょう。

▽期間＝6月20日㊌～7月19日㊍

▽ホームページ＝http://www.pref.aichi.jp/soshiki/iyaku/
30dame-zettai.html

▽問合せ＝医薬安全課☎052（954）6305

　「あいちワーク・ライフ・バランス
　推進運動2018」を実施します
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2018」を実施します。

▽内容＝県内企業等を対象に「愛知県内一斉ノー残業デー
（11月第3水曜日）」を始めとする定時退社、年次有給休暇の
取得促進、育児や介護との両立支援等の取組を呼びかけ、
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
みフォームから直接申し込むか、申込書（ホームページから
入手可）に必要事項を記入の上、郵送又はFAXで労働福祉
課（〒460－8501 住所記載不要、FAX 052（954）6926）へお
申し込みください。

▽ホームページ＝https://famifure.pref.aichi.jp/aichi-wlbaction/

▽問合せ＝労働福祉課☎052（954）6360 

　高等学校等奨学給付金のご案内

高等学校等に通う生徒が安心して教育を受けられるよう、
低所得世帯に対し、教育費負担を軽減するため給付金を支
給します。

▽対象＝次の条件を全て満たしている場合に、保護者の方が
申請できます。
◆生徒の条件：①平成26年度以降に高等学校等の1年生に
入学した方②7月までに就学支援金を申請している方
◆保護者等の条件：①生活保護（生業扶助）受給世帯又は

保護者全員が非課税の世帯②7月1日時点で県内に在住し
ている方

▽給付年額＝

▽申込方法＝在学する学校にお問い合わせください。

▽問合せ＝国公立：教育委員会高等学校教育課、☎052
（954）6785、私立：私学振興室☎052（954）6187

　　

　「愛知県史を語る会」の参加者募集

愛知県史を語る会「あいちの現代史再発見」を開催します。
来年度刊行予定の『通史編9 現代』の執筆者が、愛知の現
代史について分かりやすく解説します。ぜひご参加ください。

▽日時＝8月18日㊏ 13時～16時30分

▽場所＝県図書館5階 大会議室（名古屋市中区）

▽参加無料 ▽定員＝200名（先着順）

▽申込方法＝7月9日㊊から電話で県史編さん室（☎052
（972）9173）へお申し込みください。

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

▽問合せ＝県史編さん室☎052（972）9173

　「愛環沿線夏休み親子教室」の
　参加者募集
愛知環状鉄道（愛環）沿線の工場や施設で、親子で一緒に
工場･施設見学や体験学習を行います。夏休みの自由研究
や家族の思い出づくりに、ぜひご参加ください。

▽開催日＝①8月2日㊍、②8月5日㊐、③8月10日㊎、④8月19日
㊐、⑤8月22日㊌

▽開催内容＝①工場見学&工作教室（パナソニックエコシス
テムズ㈱春日井工場）、②やきものづくり体験（瀬戸製土㈱）、
③自動車工場見学等（三菱自動車工業㈱岡崎製作所）、
④車両基地見学（愛知環状鉄道㈱）、⑤プラネタリウム観賞&
工作教室（とよた科学体験館）

▽対象＝①③④小学3～6年生、②⑤小学1～6年生とその保
護者（1組4名まで可）

▽参加無料（交通費は自己負担）

▽定員＝①②③⑤40名、④50名（申込多数の場合は抽選）

▽申込期限＝各開催日の2週間前まで

▽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.pref.aichi.jp/soshiki/kotsu/
aikanoyako2018.html

▽問合せ＝交通対策課☎052（954）6126

　「リニモ夏休み親子教室」の参加者募集

リニモに乗車後、愛・地球博記念公園で体験学習を行います。
夏休みの自由研究などにお役立てください。

▽期間＝8月1日㊌～8月3日㊎、8月6日㊊
※いずれも10時～と13時30分～の2回開催

▽集合場所＝リニモ藤が丘駅

▽対象＝小学生のお子様と保護者（1組6名まで可）

▽参加無料（交通費は自己負担）

▽定員＝各回60名（申込多数の場合は抽選）

▽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://linimo-school.com

▽問合せ＝交通対策課☎052（954）6127

　「わくわく体験リニモツアーズ2018」
　の参加者募集
リニモに乗車後、沿線施設の見学や工作教室などの体験学
習を全10コースで行います。ご希望のコースにご参加いただ
き、夏休みの自由研究などにお役立てください。

▽期間＝7月24日㊋～8月27日㊊

▽集合場所＝リニモ藤が丘駅

▽対象＝小学生のお子様と保護者（1組6名まで可）

▽参加無料（交通費や材料費等は自己負担）

▽定員＝各回60名～90名（申込多数の場合は抽選）

▽日程、参加施設、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://linimo-school.com

▽問合せ＝交通対策課☎052（954）6127

　「『いいかも！リケイ』女子中高生
　による取材ツアー」の参加者募集
理系分野への進学・就職に関心を持っていただくため、女子
中高生による県内大学・企業への取材ツアーを全5コースで
行います。

▽日時＝8月1日㊌～8月31日㊎のうち5日間 ※いずれも8時30
分～17時30分

▽集合場所＝名古屋駅 ※集合後バスで移動します。

▽参加無料（交通費、昼食は自己負担）

▽定員＝各回20名（先着順）

▽内容・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.pref.aichi.jp/danjo/jokatsu/
rikei/index.html

▽問合せ＝男女共同参画推進課☎052（954）6179

　「夏休み環境学習講座」の参加者募集

自然とのふれ合いや簡単な実験を通して、環境について楽し
く学べ、自由研究に役立つ「夏休み環境学習講座」の参加者
を募集します。

▽日時＝7月24日㊋～8月21日㊋のうち12日間
※いずれも10時～12時及び13時30分～15時30分

▽場所＝もりの学舎（モリコロパーク内（長久手市））、あいち
環境学習プラザ（名古屋市中区）

▽対象＝小学生以上  ▽参加費＝一部を除き無料

▽定員＝各回20名

▽講座内容・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/soshiki/kankyo
katsudo/h30natuyasumi.html

▽問合せ＝あいち環境学習プラザ☎052（972）9011

　「生き生き長寿フェア2018」の
　参加者募集
高齢者を中心とした県民の皆様の健康づくりや生きがいづく
りを図るとともに、活力と潤いに満ちた長寿社会の実現を目指
して、「生き生き長寿フェア2018」を開催します。

▽開催日＝10月6日㊏

▽場所＝あいち健康の森公園（大府市・東浦町）

▽内容＝【マラソン交流大会】①募集人数：200名（一般の部：
満60歳未満・シニアの部：満60歳以上）、②コース：約3.5Km
又は約5.8Km
【ふれあいウォークラリー大会】募集数: 150チーム（1チーム
2名～5名、一般の部：年齢不問・シニアの部：満60歳以上）

▽申込方法＝8月31日㊎まで（必着）に参加申込書に必要事項
を記入の上、郵送又はFAXで県社会福祉協議会福祉生き
がいセンター（〒461－0011 名古屋市東区白壁1－50、FAX
052（212）5522）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＝http://aichoju.ec-net.jp/

▽問合せ＝高齢福祉課☎052（954）6285又は県社会福祉
協議会福祉生きがいセンター☎052（212）5521

　「障害者アーツ展（あいちアール・
　ブリュット展）」の作品募集
9月開催の「あいちアール・ブリュット展」で展示
する作品を募集します。展示作品から原画を
選定し、企業のノベルティグッズを制作します。また、優秀作品
は平成31年3月開催の「優秀作品特別展」で展示します。

▽応募資格＝県内在住又は在勤・在学で障害のある方（障害
種別は不問）

▽募集作品＝絵画、書道、写真、陶芸、オブジェ、刺繍

▽募集期間＝7月20日㊎まで ▽出品無料

▽作品展示等＝9月20日㊍～24日㊊・○振に名古屋市民ギャラ
リー矢田（名古屋市東区）にて展示します。 ▽参加無料

▽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.aichi-artbrut.jp

▽問合せ＝あいちアール・ブリュット展事務局（障害者支援施
設サンフレンド内）☎0568（47）1181、FAX0568（47）1182、
Eメールsunfriend@aichi-seikokai.or.jp

　「愛知ブランド企業･ユースエール
　認定企業等就職フェア2019」の開催
平成31年3月大学等卒業予定者等の就職を
支援するため、愛知労働局と連携して｢愛知ブランド企業･
ユースエール認定企業等就職フェア2019」を開催します。

▽日時＝7月30日㊊ 13時～17時

▽場所＝県産業労働センター（ウインクあいち）8階 展示場
（名古屋市中村区）

▽内容＝企業の担当者による企業概要・採用状況等の説明、
就職支援コーナーなど

▽対象＝平成31年3月大学等卒業予定者及び既卒3年以内
の者又は35歳未満の若年求職者

▽参加企業数＝80社

▽入場無料、入退場自由、事前予約不要

▽ホームページ＝https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/
news_topics/event/0730_s.html

▽問合せ＝就業促進課☎052（954）6366

　「愛知まちなみ建築賞」の作品募集

良好なまちなみ景観の形成や潤いのあるまちづくりに寄与す
るなど、良好な地域環境の形成に貢献していると認められる
建築物又はまちなみを表彰します。

▽推薦・募集期間＝8月20日㊊まで（郵送は消印有効）

▽推薦・応募資格＝県民の皆様からのご推薦又は建築主
（築造主）・設計者・施工者の方からの積極的なご応募をお
待ちしています。

▽推薦・応募方法＝ホームページから推薦・応募用紙をダウ
ンロードし、郵送又はEメールで公園緑地課（〒460－8501（住
所記載不要）、Eメールkoen@pref.aichi.lg.jp）へご推薦・
ご応募してください。

▽ホームページ＝http://www.pref.aichi.jp/koen/keikan/
machiken.html

▽問合せ＝公園緑地課☎052（954）6612

　「平成30年度全国高等学校総合
　体育大会（インターハイ）」の開催
愛知県始め5県で、高校生最大のスポーツの
祭典「全国高等学校総合体育大会（インターハイ）」を開催し
ます。本県では、6競技7種目が行われます。
内容＝

▽入場無料

▽ホームページ＝https://www.koukousoutai .com/
2018soutai/

▽問合せ＝教育委員会インターハイ推進室☎052（954）6819

　愛知県職員・警察職員・市町村立
　小中学校職員採用候補者試験

▽種類＝①県職員・警察職員・市町村立小中学校職員（高卒
程度）、②民間企業等職務経験者を対象とした県職員・警察
職員（大卒程度）、③社会人を対象とした県職員（高卒程度）

▽試験日＝①9月23日㊐、②③9月16日㊐

▽受験資格等＝現在、配布している受験案内でご確認ください。

▽受験案内＝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（①は警察
本部警務課、県内各警察署でも配布） 

▽受付＝①電子申請・郵送ともに8月13日㊊～29日㊌（郵送
は消印有効）、②③電子申請・郵送ともに7月30日㊊～8月10日
㊎（郵送は消印有効）

▽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

お知らせ

試験

夏の交通安全県民運動を実施します
夏本番を迎え、本格的なレジャーシーズンが到来します。
この時期は、行楽のために自動車を運転する機会が増えます。自動車でお出かけの際は、
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ましょう。
また、暑さやレジャーの疲れから運転者の注意力が散漫になったり、屋外で遊ぶ子どもや
夕涼みなどで外出する高齢者が増え、交通事故の危険性が高まります。
さらに、地域の夏の行事などで飲酒の機会も増えますが、絶対に飲酒運転をしない、させな
いを徹底しましょう。
県民一人一人が交通安全意識を高め、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

▽期　　間＝7月11日㊌～20日㊎

▽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
 ◇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
 ◇歩行中・自転車乗用中の交通事故をなくそう

夏の交通安全県民運動を実施します

行催事・募集

課程

32,300円
52,600円
32,300円
52,600円

129,700円
138,000円
36,500円
38,100円

80,800円
84,000円
36,500円
38,100円

全日制
定時制 

通信制 

国公立  
私　立  
国公立  
私　立

第2子以降第1子

非課税世帯（生活保護世帯を除く）
生活保護世帯公私区分

熱中症の予防法

熱中症の予防には「水分補給」と「暑さを避けること」が大切です！

▽ホームページ＝http://www.pref.aichi.jp/kenkotaisaku/netyuusyou/1.html  ▽問合せ＝健康対策課☎052（954）6268

熱中症の疑いの
あるとき

○のどの渇きを感じなくても、こまめに水分・塩分補給をしましょう。
○無理な節電はせずに、扇風機やエアコンを使って、適度な温度調節を行いましょう。
○日傘を使ったり、帽子を着用しましょう。また、通気性の良い、吸湿・速乾機能の高い衣類を着用しましょう。

○意識があれば、涼しいところで体を冷やしましょう。
○呼びかけに反応しない場合は、すぐに救急車を呼びましょう。
○自力で水分が摂取できない場合や回復しない場合は、医療機関へ連れて行きましょう。

■あいち子ども・若者育成計画2022（案）

▽意見募集期間＝7月7日㊏まで

▽問合せ＝社会活動推進課☎052（954）6175

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

～7月は熱中症予防強化月間です～～7月は熱中症予防強化月間です～ 熱中症に気をつけましょう！熱中症に気をつけましょう！

競技種目 競技会場 日程
水泳（競泳・飛込）

バスケット
ボール

卓球
ボート
フェンシング
少林寺拳法

日本ガイシアリーナ（名古屋市南区） 8月17日㊎～8月20日㊊

8月  1日㊌～8月  7日㊋

8月  2日㊍～8月  3日㊎
スカイホール豊田（豊田市）
愛知池漕艇場　東郷コース等（東郷町）
知多市民体育館等（知多市）
西尾市総合体育館（西尾市）

［男子］一宮市総合体育館（一宮市）
［女子］パークアリーナ小牧（小牧市）
［男女］ドルフィンズアリーナ（名古屋市中区）

8月  3日㊎～8月  8日㊌
7月29日㊐～8月  2日㊍
8月  1日㊌～8月  5日㊐
8月  3日㊎～8月  5日㊐

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～  5：20＞

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（7月）  県のラジオ番組（7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

～非行の芽 はやめにつもう みな我が子～  7月と8月は青少年の非行・被害防止に取り組む県民運動の夏期強調期間です。 7月28日は日本肝炎デー、7月23日から7月29日は肝臓週間です。～この機会に肝炎ウイルス検査を受けてみましょう。～


