
　県有財産（土地・船舶）の一般競争入札を
　行います

▽入札物件【土地】（実測面積、予定価格）＝①豊橋柳生川南
部土地区画整理事業87街区5-1画地【従前地：豊橋市神野
新田町字会所前144番】（仮換地面積250.63㎡、2,286万円）、
②豊川市八幡町大宝山8番10外2筆（932.70㎡、6,529万円）、
③名古屋市守山区松坂町57番1（1,540.72㎡、14,260万円）、
④岡崎市美合町字坂下26番2（83.42㎡、271万円）、⑤知立市
山町御林1番110外1筆（172.37㎡、793万円）

▽入札物件【船舶】（用途、総トン数）⑥海幸丸（漁業調査船、75トン）

▽入札日＝①②③⑤⑥8月28日㊋、④10月26日㊎

▽入札会場＝県自治センター（名古屋市中区）

▽現地説明会＝①②8月7日㊋、③④8月8日㊌、⑤8月6日㊊、⑥8月
9日㊍ ※⑥は水産試験場漁業生産研究所（南知多町）にて開催

▽参加申込期間＝①②③⑤⑥8月15日㊌まで、④10月9日㊋～
10月16日㊋

▽ホームページ＝http://www.pref.aichi.jp/soshiki/zaisan/
0000024582.html

▽問合せ＝①②③④財産管理課☎052（954）6147、⑤用地課
☎052（954）6512、⑥財産管理課☎052（954）6056（物件及び
現地説明会は水産課☎052（954）6457）

　「あいち文化芸術振興計画2022」を
　策定しました
平成30年3月に制定した「愛知県文化芸術振興条例」に基づき、
本県の文化芸術の振興に関する基本的な計画となる「あいち
文化芸術振興計画2022」を策定しました。

▽計画期間＝2022年度までの5年間

▽計画の特徴＝「めざすべき姿」として、「文化芸術の力で心
豊かな県民生活と活力ある愛知を実現」を掲げました。

▽ホームページ＝http://www.pref.aichi.jp/soshiki/bunka/
keikaku2022.html 

▽問合せ＝文化芸術課☎052（954）6184

　海外渡航時の感染症予防について

夏休みに海外旅行を計画している方も多いと思いますが、海外
では、様々な感染症が流行しています。事前に旅行先に応じて
予防接種を受けることが望ましい場合があります。
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なるべく避けましょう。
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、できるだけ肌の露出は避け、虫よ
け剤を使用しましょう。

▽問合せ＝健康対策課☎052（954）6272

　「#一番住みたい愛知SNS
　フォトコンテスト」の作品募集
“愛知県の素敵なヒト・モノ・コト・バショ”の写真
を、インスタグラム又はツイッターにハッシュタグ
「#一番住みたい愛知」を付けて投稿する「#一番住みたい
愛知SNSフォトコンテスト」の作品を募集しています。
優秀作品の応募者には、愛知県ゆかりの素敵な賞品を差し上
げます。ぜひご応募ください。

▽応募期間＝10月31日㊌まで

▽応募方法＝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/kikaku/sumiyasusa/

▽問合せ＝企画課☎052（954）6089

　「マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知
　2019」のボランティア募集
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2019」を一緒に盛り
上げていただけるボランティアを募集します。

▽日時＝平成31年3月8日㊎～10日㊐（一日のみの参加も可）

▽活動場所＝名古屋市内各地　

▽募集人員＝①団体7,000名、②個人2,500名 ※うちリーダー
は250名（団体、個人は先着順）

▽募集期間＝①8月20日㊊～11月9日㊎、②9月20日㊍～11月30
日㊎ ※リーダーは8月2日㊍～10月12日㊎

▽申込方法＝インターネット（新規の方は、事前に「GO SPORTS 
WEB」への会員登録（無料）が必要）又は郵送にて受付

▽ホームページ＝http://marathon-festival.com/volunteer/

▽問合せ＝マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知 ボランティア
センター☎052（218）7351（平日10時～17時）

　あいち航空ミュージアム
　「夏休みイベント」の開催
あいち航空ミュージアムでは、夏休み期間中に「やってみよう！
空のお仕事体験 2018夏」や「航空フェスティバル2018 in 愛知」
など、様々なイベントを開催しています。詳細はホームページで
ご確認ください。

▽開催期間＝9月2日㊐まで

▽開館時間＝10時～19時（入場は18時30分まで）

▽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

　「あいち多文化共生作文コンクール」の
　作品募集
外国人と日本人の相互理解の促進を図るため、多文化共生に
関する作文を募集します。

▽応募資格＝県内在住又は在学の小・中学生（同年齢含む）

▽作文テーマ＝「みんなでつくる多文化共生社会」（題名は自由）

▽賞＝優秀賞2点、佳作5点

▽募集作品＝400字詰原稿用紙に小学生は2枚から3枚、中学
生は3枚から5枚で、日本語により書かれた作文

▽応募方法＝9月14日㊎まで（消印有効）に、作文の表面に題
名・学校名・学年・氏名（ふりがな）を、裏面に住所・電話番号を
記入の上、多文化共生推進室（〒460－8501 住所記載不要）へ
郵送又は持参してください。

▽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

　「あいち国際女性映画祭2018」の開催

世界各国・地域の女性監督による作品や、女性に注目した作品
を集めた国内唯一の国際女性映画祭を開催します。
日本初公開を含む全32作品の上映に加え、①監督や俳優の仲
代達矢さん、橋爪功さん等をゲストに迎えたトークイベント、②国
内外の女性監督から公募したフィルム・コンペティション、③難民
をテーマとした映画上映とともに、難民について考えるシンポジ
ウム、などを実施します。

▽開催日程＝9月5日㊌～9日㊐

▽場所＝ウィルあいち（名古屋市東区）、ミッドランドスクエアシネマ
（名古屋市中村区）など

▽チケット＝前売り1,000円、当日1,200円など。ウィルあいち、
ローソンチケット等で購入できます。

▽ホームページ＝http://www.aiwff.com

▽問合せ＝あいち国際女性映画祭事務局☎052（962）2520

　「あいち100万人シェイクアウト訓練」
　への参加表明募集中！
大規模地震発生時にその場に応じて身の安全を確保できる
よう、県民の皆様にその場で自ら「①姿勢を低く ②頭を守り 
③じっとする」の基本行動を行っていただく、「あいち100万人
シェイクアウト訓練」の参加表明を募集しています。

▽日時＝9月1日㊏正午の時報を合図に1分間　
※独自に決めた日時に実施していただいても結構です。

▽場所＝県内全域（自宅・会社等どこでも参加いただけます。）

▽参加方法＝8月31日㊎までに、ホームページ又はFAX（052
（954）6911）で参加表明をしてください。

▽ホームページ＝http://aichi0901.pref.aichi.jp/

▽問合せ＝災害対策課☎052（954）6149

　エコ川柳を募集中！

地球にやさしい身近な環境配慮行動「エコアクション」をテーマ

にしたエコ川柳を募集しています。

▽部門＝①こども部門（中学生以下）、②おとな部門

▽応募資格＝県内に在住又は在勤・在学している方

▽記念品＝最優秀賞：賞状と図書カード1万円分など

▽申込方法＝9月14日㊎まで（消印有効）に、川柳作品、作品に
込めた思い（150字以内）、部門、氏名、ペンネーム（任意）、年
齢（こども部門は学校名、学年も）、住所、電話番号、Eメールを
記入の上、郵送又はFAXで、環境活動推進課「エコ川柳係」
（〒460－8501（住所記載不要）、FAX052（972）9013）へお申
し込みください。ホームページの申込フォームからもお申し込み
できます。

▽ホームページ＝http://aichi-eco.com/

▽問合せ＝環境活動推進課☎052（954）6208

　「輝く女性 ソーシャルビジネスプラン
　コンテスト2018」の開催
ソーシャルビジネス分野における女性の起業を促進するため、
ビジネスプランコンテストを開催します。優秀プランには、事業化
を進めるための支援を行います。

▽対象＝県内で創業を目指す女性又は創業後5年未満の女性
経営者等が行うソーシャルビジネスに関するビジネスプラン

▽表彰＝愛知県知事賞3名（組）、協賛機関賞8名（組）など

▽応募方法＝8月13日㊊までに、所定の事前エントリー用紙を
Eメールで提出の上、8月20日㊊までに応募様式にビジネスプ
ランを記載して、Eメールで産業労働政策課（sanro-seisaku@
pref.aichi.lg.jp）へご提出ください。

▽ホームページ＝http://www.pref.aichi.jp/site/womenomics/
300618-2.html

▽問合せ＝産業労働政策課☎052（954）6330

　「ロボット見学バスツアー」の
　参加者募集
2020年に愛知県で開催されるロボットの国際大会「ワールド
ロボットサミット」のプレ大会の一環として、ロボットが導入・実証
されている施設等をバスで巡る見学会を開催します。

▽開催日＝10月6日㊏～9日㊋のうち各コース4回

▽見学コース＝①医療・介護現場コース、②モノづくり現場コー
ス、③ドローン活用現場コース

▽参加無料 ▽定員＝各回20名（申込多数の場合は抽選）

▽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/sangyoshinko/
jisedai/robot/

▽問合せ＝次世代産業室☎052（954）6374

　「休日パテントセミナー2018 in 刈谷」
　の参加者募集
知的財産への理解を深めていただくため、弁理士を講師に迎
え、実例を交えた3回シリーズのセミナーを開催します。

▽日時＝①8月25日㊏ 、②9月1日㊏、③9月8日㊏
※いずれも13時30分～16時

▽内容＝①初心者のための知的財産入門！ ②特許、商標を出
願しよう！ ③知的財産契約の基礎知識

▽場所＝刈谷市産業振興センター（刈谷市）

▽参加無料 ▽定員＝各回60名（先着順・単回のみの受講も可）

▽申込方法＝所定の申込書（ホームページからも入手可）によ
り、郵送又はFAXで、産業科学技術課（〒460－8501（住所記
載不要）、FAX052（954）6977）へお申し込みください。ホーム
ページの申込専用フォームからの申込みも可能です。

▽ホームページ＝http://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/
kyujitsu2018.html

▽問合せ＝産業科学技術課☎052（954）6370

　「愛知農業次世代リーダー塾」の
　受講生募集
農業に関する経営・財務・労務・マーケティングなどの高度なノウ
ハウを専門家や農業者の事例から学ぶほか、トヨタ生産方式を
取り入れたカイゼン手法を学ぶ講座の受講生を募集します。

▽日時＝平成30年9月7日㊎～平成31年2月22日㊎のうち15日間
※いずれも9時50分～17時

▽場所＝県立農業大学校（岡崎市）ほか

▽対象＝売上増・コスト減・経営面積拡大・雇用規模拡大・法人
化・6次産業化・海外輸出のいずれかを目指す県内専業農家

▽受講料＝27,000円

▽定員＝20名程度（応募多数の場合は選考）

▽申込方法＝8月23日㊍17時30分までに、ホームページの申込
フォームから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://www.pref.aichi.jp/soshiki/noudai/
h30nougyoujisedai.html

▽問合せ＝県立農業大学校研修部☎0564（51）1034

　「夏だ！ワクワク科学館まつり2018」
　の開催
メタウォーター下水道科学館あいち（県下水道科学館）では、
水環境や下水道について楽しく学べる「夏だ！ワクワク科学館
まつり2018」を開催します。

▽日時＝8月18日㊏ 10時～16時、8月19日㊐ 10時～15時30分

▽場所＝メタウォーター下水道科学館あいち（稲沢市）

▽内容＝水環境や下水道に関わる様々な催し・展示や手作り
工作・ロビーイベントなど

▽入場無料

▽ホームページ＝https://eppy.jp/

▽問合せ＝メタウォーター下水道科学館あいち☎0567（47）1551

　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）の入居希望者を対象に、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153団地

▽案内書の配布＝県民相談・情報センター、各県民相談室、各
県民センター広報コーナー、新城設楽振興事務所広報コー
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＝11月30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/30senchakujun2.html

▽問合せ＝県住宅供給公社賃貸住宅課☎052（954）1362

　高校生の文化の祭典！
　「アートフェスタ」の開催
県高等学校文化連盟に加盟する文化部生徒の発表の場
「アートフェスタ－愛知県高等学校総合文化祭－」を開催しま
す。4年ぶりに復活するダンス企画や開催地刈谷市の皆様との
コラボレーション企画など、様々な文化部のレベルの高い発表
が楽しめます。ぜひご来場ください。

▽期間＝8月18日㊏～19日㊐（展示部門は、23日㊍まで）
　舞台部門：吹奏楽、郷土芸能、器楽・管弦楽、ダンス等
　パネル部門：自然科学、ボランティアの展示発表
　文芸部門：講演会、交流会（18日㊏のみ）
　展示部門：美術・工芸、書道、写真の展示

▽場所＝刈谷市総合文化センター（刈谷市） ▽入場無料

▽ホームページ＝http://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
syogaigakushu/0000050211.html

▽問合せ＝教育委員会生涯学習課☎052（954）6781

　平成31年度県立看護専門学校
　入学試験

▽募集人員＝総合看護専門学校第一看護科（名古屋市昭和
区）120名、愛知看護専門学校第一看護科（岡崎市）80名

▽試験区分・試験日（2校共通）＝推薦・社会人・地域枠推薦入
学試験：11月21日㊌、一般入学試験：平成31年2月6日㊌

▽出願期間（2校共通）＝推薦・社会人・地域枠推薦入学試験：
10月15日㊊～29日㊊（必着）、一般入学試験：平成31年1月7日
㊊～22日㊋（必着）

▽問合せ・ホームページ＝
総合看護専門学校☎052（832）8611・http://www.pref.
aichi.jp/soshiki/sogokango/0000012547.html
愛知看護専門学校☎0564（21）2041・http://www.pref.
aichi.jp/soshiki/aichi-kango/0000032855.html

お知らせ

試験

夏の安全なまちづくり県民運動を実施中！夏の安全なまちづくり県民運動を実施中！
夏本番、この時期は開放的な気分になりがちですが、周りには危険がひそんでいることを忘れては
いけません。
旅行などで家を留守にすることも多くなります。空き巣被害にあわないように確実に戸締りを
するとともに、窓やドアはツーロックにしましょう。
犯罪被害にあわないためには、県民一人一人が、日頃から高い防犯意識を持ち、身近な対策を実
践していくことが何より大切です。「犯罪にあわない」「犯罪を起こさせない」「犯罪を見逃さない」
を合言葉に、身の回りの犯罪の防止に取り組みましょう。

▽ホームページ＝http://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiikianzen/top1.html  ▽問合せ＝地域安全課☎052（954）6176

▽期　　　間＝8月1日㊌～8月10日㊎の10日間

▽運動の重点＝◆住宅を対象とした侵入盗の防止　◆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

行催事・募集

県では平成３０年7月豪雨災害義援金を受け付けております。
県民の皆様のご支援、ご協力を心からお願い申し上げます。

▽受付期間＝9月28日㊎まで

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

▽問合せ＝会計課☎052（954）6648 

三菱UFJ銀行愛知県庁出張所
【口座番号】
普通預金　００３０２３４
【口座名義】
平成３０年７月豪雨愛知県義援金

・県庁：会計局会計課（本庁舎一階南側）
・東三河総局、尾張県民事務所、西三河
　県民事務所、新城設楽振興事務所、
　海部県民センター、知多県民センター
・受付時間：平日９時～１７時

振
込

持
参

受付方法

災害義援金を受け付けています災害義援金を受け付けています

▽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

熱中症を疑った時の
応急処置

○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。

熱中症は、高温多湿の環境下で体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調整がうまく働かないことにより
体温が上昇し、めまい、筋肉痛、頭痛、吐き気、重症の場合は手足の運動障害や意識障害等の症状を発症します。
体温調整機能が十分でない高齢者や子どもは、特に注意が必要です。

8月も、熱中症に気をつけましょう！8月も、熱中症に気をつけましょう！

　地球温暖化は、異常気象や自然生態系への影響など、環境問
題の中でも、私たちの生活に深刻な影響を及ぼす大きな課題です。
　愛知県では、平成３０年２月に「あいち地球温暖化防止
戦略２０３０」を策定し、県民の皆様に「省エネ・環境負荷
低減を優先したライフスタイル」を実践していただくよう積極的

な取組を進めています。
　家庭における省エネや「あいちクールシェア２０１８」への参加
など、本県の地球温暖化対策の推進に一層のご理解とご協力
をお願いします。

暮らしにおける「地球温暖化対策」

この内容に関するご意見・お問合せは、環境部地球温暖化対策課 ☎052（954）6242（ダイヤルイン）まで

検索あいちクールシェア2018

※環境家計簿によりＣＯ2排出量を計算することができます。
   h t tp : / /www.pre f . a i ch i . j p /kankyo/ondanka/eco21/co2/ index .h tml
※環境家計簿によりＣＯ2排出量を計算することができます。
   h t tp : / /www.pre f . a i ch i . j p /kankyo/ondanka/eco21/co2/ index .h tml

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1045

8月は「北方領土返還運動全国強調月間」です。 ～声届け  開けよう扉  四島（しま）返還～ 8月は「食品衛生月間」です。 ～菌を「つけない」「増やさない」「やっつける」～食中毒予防の三原則を守りましょう！

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（8月）  県のラジオ番組（8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

　


