
　平成30年住宅・土地統計調査を
　実施します
住宅・土地統計調査は、住宅とそこに居住する世帯の居住状
況、世帯の保有する土地等の実態を把握し、その現状と推移
を明らかにする調査です。
10月1日現在で調査を実施しますので、調査をお願いする世帯
には、9月中旬から知事が任命した調査員が、調査書類を配
布します。回答は、調査員による回収、インターネット又は郵送
からお選びいただけます。調査の趣旨をご理解いただき、調査
へのご協力をお願いします。

▽調査対象＝県内約21万世帯

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

▽問合せ＝統計課☎052（954）6116

　9月10日～16日は「自殺予防週間」です

自殺を考えている方は、「眠れない」「原因不明の体の不調」
など何らかの危険を示すサインを発していることが多いといわ
れています。こうしたサインに、周囲の人が気づき、声をかける
ことや、早めに専門の相談窓口へつなぐことが自殺を防ぐため
の大切な一歩となります。
県では、下記の相談窓口を設置し、心の悩みなどのご相談を
お受けしています。
◆あいちこころほっとライン365◆

▽電話番号＝052（951）2881 ▽受付時間＝毎日9時～16時30分
※自殺予防週間中は、20時30分まで時間を延長して相談を
受け付けています。

▽ホームページ＝http://www.pref.aichi.jp/shogai/kokoro/
index.html

▽問合せ＝こころの健康推進室☎052（954）6621

　9月24日～30日は「結核予防週間」です

結核はわが国で主要な感染症の一つで、毎年約18,000名の
方が発病しています。
結核の初期症状は、せきやたんなど、風邪によく似ています。
せきやたんが2週間以上続く場合は、結核を疑って早めに医
療機関を受診しましょう。

また、抵抗力の弱い赤ちゃんは、結核に感染すると重症になり
やすいため、予防接種を生後1歳まで（標準的な接種期間は
生後5～8か月）に受けましょう。
さらに、早期発見のため65歳以上の方は市町村の実施する
定期結核健康診断を1年に1度受診しましょう。

▽ホームページ=https ://www.pref .a ich i . jp/soshik i/
kenkotaisaku/0000012475.html

▽問合せ＝最寄りの保健所又は健康対策課☎052（954）6626

　「長良川の環境・利水施設見学会」の
　参加者募集
長良川の環境と利水施設を船やバスで巡る現場見学会を開
催します。

▽日時＝①11月4日㊐、②11月18日㊐ ※①②いずれも9時～15時

▽見学場所＝長良川河口堰等（三重県桑名市他）①バスと
船による長良川の環境の見学②バスによる利水施設の見学

▽集合場所＝JR名古屋駅（名古屋市中村区）

▽対象＝県内在住又は在勤・在学の方

▽参加無料（集合場所までの交通費は自己負担、昼食持参）

▽定員＝①②いずれも40名（事前申込制、先着順）

▽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＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tochimizu/
nagara-genbakengakukai-moushikomi.html

▽問合せ＝土地水資源課☎052（954）6121

　地域伝統芸能全国大会「地域伝統芸能による
　豊かなまちづくり大会あいち・なごや」
　メイン会場の一般観覧者募集
県内外の地域伝統芸能団体が一堂に集まり、神楽や踊り、太
鼓など多彩な伝統芸能の公演を行う全国大会を開催します。

▽日時＝①11月3日㊏・㊗ 13時～17時、②11月4日㊐ 12時～16時

▽場所＝日本特殊陶業市民会館（名古屋市中区）

▽参加無料（事前申込制）

▽応募方法＝10月3日㊌まで（必着）に、「日本の祭り観覧希望」、
観覧希望日、住所、氏名（1通につき2名まで）、年齢、性別、電
話番号を記入の上、郵送、FAX又はホームページの申込
フォームのいずれかで、観光振興課（〒460-8501 住所記載
不要、FAX 052（973）3584）へお申し込みください。

▽定員＝①1200名、②1300名（①②いずれも申込多数の場
合は抽選）

▽ホームページ＝https://matsuri-aichinagoya.jp/

▽問合せ＝観光振興課☎052（954）6355

　「あいち人権啓発プラザ企画展」の開催

あいち人権啓発プラザでは、企画展「同和問題（部落差別）
の正しい理解のために～公正な採用選考に向けて～」を
開催します。

▽内容＝①啓発パネル展示等、②フリーライター 角岡伸彦氏
による講演「これからの部落問題」

▽期間＝①9月3日㊊～28日㊎ 9時～17時15分、②9月20日㊍ 
14時～16時

▽場所＝①県東大手庁舎3階 あいち人権啓発プラザ（名古屋
市中区）、②県東大手庁舎地下1階 大会議室（名古屋市中区）

▽参加無料

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

▽問合せ＝人権推進室☎052（954）6167

　「あいち多文化共生タウン
　ミーティング」の参加者募集
「多文化防災」をテーマに、言語や文化、国籍の違いに関わ
らず、誰もが防災に関心を持ち、災害時には互いに支え合うこ
とが出来る地域づくりを考えます。

▽日時＝9月30日㊐ 13時30分～15時30分

▽場所＝豊橋市総合福祉センターあいトピア（豊橋市）

▽参加無料　 ▽定員＝50名

▽申込方法＝9月27日㊍まで（必着）に、氏名及び連絡先を記
載の上、FAX又はEメールで、多文化共生推進室（FAX052
（971）8736、Eメールtabunka@pref.aichi.lg.jp）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://www.pref.aichi.jp/syakaikatsudo/
tabunka.html 

▽問合せ＝多文化共生推進室☎052（954）6138

　「2018あいち男女共同参画のつどい」
　の開催
県では、毎年10月を「男女共同参画月間」と定め、その一環と
して、「2018あいち男女共同参画のつどい」を開催します。

▽日時＝10月4日㊍ 13時～15時40分

▽場所＝ウィルあいち4階 ウィルホール（名古屋市東区）

▽内容＝男女共同参画推進活動者表彰、愛知県女性団体
連盟加盟団体の活動発表、講演（講師：室伏由佳氏）

▽参加無料 ※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.pref.aichi.jp/soshiki/danjo/
danjo-tudoi2018.html

▽問合せ＝男女共同参画推進課☎052（954）6179

　「防災講演会あいち」の開催

名古屋地方気象台及び名古屋市と共同で、防災知識の普
及啓発等を目的とした講演会を開催します。

▽日時＝10月30日㊋ 13時30分～16時15分（開場13時）

▽場所＝伏見ライフプラザ5階 鯱城ホール（名古屋市中区）

▽内容＝講演①東日本大震災：仙台市の防災・減災の取り組
み［仙台市環境局総務課長 田脇正一氏］、講演②南海トラフ
地震を迎え撃つために［愛知工業大学地域防災研究セン
ター長 横田崇氏］※手話通訳有

▽入場無料（事前申込制・先着順）

▽定員＝750名

▽申込方法＝9月10日㊊以降に、電話で名古屋地方気象台
（☎052（751）5124）へお申し込みください。

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
saigaitaisaku/30bousaikouenkai .html

▽問合せ＝災害対策課☎052（954）6193

　「AELネット環境学習スタンプラリー」
　の開催
多くの方に環境について楽しく学んでいただくため、県内の
172の環境学習施設等が連携して、「AELネット環境学習ス
タンプラリー」を開催しています。

▽期間＝平成31年2月28日㊍まで

▽内容＝スタンプラリー参加施設等への来館、講座・イベント
への参加により、スタンプを集めることができます。スタンプを
3個以上集め、応募いただいた方には抽選で図書カード等の
記念品を差し上げます。

▽参加施設、日程、記念品等＝詳細はホームページでご確認
ください。事前予約が必要なものや有料のものもあります。

▽ホームページ＝http://aichi-eco.com/ael_stamprally/

▽問合せ＝環境活動推進課☎052（972）9011

　「あいち認知症パートナー宣言推進
　フォーラム」の参加者募集
「認知症に理解の深いまちづくり」に「じぶんごと」として取り
組む社会の実現をめざすため、「あいち認知症パートナー宣
言推進フォーラム」を開催します。

▽内容＝①企業・大学の取組発表、②若年性認知症の当事者
の方による対談、③タレントの荒木由美子さんによる講演会

▽日時＝10月11日㊍ 14時～16時10分

▽場所＝県産業労働センター（ウィンクあいち） 大ホール（名古
屋市中村区）

▽参加無料 ▽定員＝800名（申込多数の場合は抽選）

▽申込方法＝9月21日㊎まで（消印有効）に、氏名（同伴者含む）、
郵便番号、住所、電話番号、件名「認知症」と記入の上、郵送、

FAX又はEメールのいずれかで、あいち認知症パートナー宣
言推進フォーラム係（〒453-0054 名古屋市中村区鳥居西通
1－1－3 オン・タイム有限会社内、FAX052（414）4691、Eメール
ninchisho1011@aichi-jimu.com）へお申し込みください。

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

▽問合せ＝地域包括ケア・認知症対策室☎052（954）6310

　「第31回愛知県勤労者スポーツ大会」
　の開催
レクリエーションやスポーツを通じて、勤労者やその家族の
方々の健康の増進を図り、参加者相互の交流を深めるスポー
ツ大会を開催します。

▽日時＝11月10日㊏ 9時～16時

▽場所＝愛・地球博記念公園（長久手市）

▽内容＝①マラソン、②健康づくり、③スタンプラリーなど
※①は10月10日㊌まで（必着）に事前申込みが必要。なお、
申込多数（定員1,000名）の場合は抽選。

▽対象＝県内在住の勤労者とその家族及び県内事業所に
勤務する勤労者とその家族 ▽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＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
rodofukushi/kinsupo2018aichi .html

▽問合せ＝（公財）県労働協会内 県勤労者スポーツ大会実
行委員会事務局☎052（485）7154

　「第70回全国植樹祭PRイベント」
　の開催
来年の6月2日㊐に愛知県森林公園（尾張旭市、名古屋市守
山区）をメイン会場として開催する「第70回全国植樹祭」の
参加者募集についてPRするイベントを開催します。

▽日時＝9月15日㊏ 11時～16時

▽場所＝オアシス21（名古屋市東区）

▽内容＝①ステージイベント（全国植樹祭PR、ダンス、吹奏楽
演奏など）、②ブース出展（木工ワークショップ、苗木の配布、
県産農林水産物のPR・販売など）
※詳細はホームページでご確認ください。

▽参加無料、申込不要

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

▽問合せ＝全国植樹祭推進室☎052（954）6618

　「モリコロパーク秋まつり」の開催

愛・地球博の理念を継承する記念イベント「モリコロパーク秋
まつり」を開催します。自然素材やリサイクル材を利用した工
作教室の出展、お子様向けステージ等を実施するほか、国際
色豊かなブースやグルメも出展予定。皆さんで楽しみながら
愛・地球博の理念を体感できます。

▽日時＝9月22日㊏、23日㊐・㊗ 10時～16時

▽場所＝愛・地球博記念公園（長久手市）

▽参加無料（一部有料プログラム有）

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

▽問合せ＝公園緑地課☎052（954）6491

　県営住宅の入居者募集（抽選）

▽募集住宅＝【既設】清明山住宅（千種区）始め150団地525戸

▽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

▽郵送受付＝9月11日㊋まで（消印有効）

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
jutakukanri/30chusen2.html

▽問合せ＝県住宅供給公社賃貸住宅課☎052（954）1362

　身体障害者を対象とした県職員・警察
　職員・市町村立小中学校職員採用選考

▽選考区分・採用予定人員＝【高卒程度】①県職員（事務：
約10名、土木・建築：各若干名）、②警察職員（事務：若干
名）、③小中学校職員（事務：若干名）【大卒程度】県職員
（社会福祉・薬剤師・農学：各若干名）

▽選考日＝10月14日㊐

▽受験資格＝身体障害者手帳の交付を受けている方（他に
も要件がありますので、必ず受験案内で確認してください。）

▽受験案内・申込書の配布＝人事委員会事務局職員課、各
県民相談室、県東京事務所など（なお、受験案内はホーム
ページでも閲覧できます。）

▽受付＝電子申請・郵送ともに9月18日㊋まで（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

2018年第7回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・愛知2018年第7回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・愛知

スペシャルオリンピックスとは、知的障害のある人のスポーツ活動を応援する国際的な
スポーツ組織で、オリンピックと同様、4年毎に夏季・冬季の世界大会を開催しています。
本県で初の開催となる今回の夏季全国大会は、アスリート約1,000名を始め、多くの
ボランティアの皆さんにも参加いただきます。
ぜひ、会場にお越しいただき、アスリートの勇姿にご声援をお送りください。

▷ホームページ＝http://son-national-game.spo-sta.com/
▷問合せ＝2018年第7回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・愛知 実行委員会☎052（756）2418

▽受付期間＝9月28日㊎まで

▽ホームページ＝https://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

平成３０年７月豪雨災害義援金を受け付けています！平成３０年７月豪雨災害義援金を受け付けています！

秋の全国交通安全運動を実施します
秋は日没時刻が早まり、交通量の多くなる時間帯と、ドライバーから歩行者や自転車が見えづらい夕暮れ時から夜間にかけての
時間が重なるため、特に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＝9月21日㊎～30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
 ◇夕暮れ時と夜間の歩行中・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

秋の全国交通安全運動を実施します

◆歩行者の死亡事故の約6割が、夕暮れ時から夜間にかけて発生！◆
夕暮れ時から夜間にかけての外出には、ドライバーから見えやすいよう、明るい色の服装や、車の
ライトを反射する反射材を着用しましょう。

  ～イベントのお知らせ～
夕暮れ時や夜間の外出時に反射材の着用などを呼び掛けるイベントを開催します。ぜひご参加ください。

● 反射材着用促進セレモニー

▽日時＝9月12日㊌ 11時～11時30分　 ▽場所＝名鉄百貨店本店メンズ館前（名古屋市中村区） ナナちゃん人形周辺

▽内容＝高齢者交通安全広報大使任命式、反射材の無料配布など　 ▽参加無料
●交通安全啓発イベント

▽日時＝9月17日㊊･㊗ 10時～16時　 ▽場所＝イオンモール岡崎（岡崎市）1階 セントラルコート

▽内容＝知事と高齢者交通安全広報大使による交通安全トークショーなど　 ▽参加無料

県民の皆様から温かいご支援をいただいていることに、深く感謝
申し上げます。引き続き受け付けておりますので、ご支援、ご協力を
お願い申し上げます。

■あいち森と緑づくり事業計画（案）

▽意見募集期間＝9月10日㊊まで

▽問合せ＝森と緑づくり推進室☎052（954）6455

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

大会スローガン ：　超える歓び。　　9.22㊏～24㊊・○振～入場無料～

▽開会式　9月22日㊏　　14時～16時　日本ガイシホール（名古屋市南区）

▽閉会式　9月24日㊊・○振  16時～17時　名古屋国際会議場センチュリーホール（名古屋市熱田区）

行催事・募集

※申込方法等詳細は、ホームページでご確認ください。

競技種目:13競技
競技会場：名古屋市、豊田市、刈谷市、日進市、大治町

　近年、集中豪雨や台風等による気象災害が多発・激甚化
しており、また、地震による大きな被害も発生しております。
　災害はいつ起こるかわかりませんが、県民の皆様一人一人
が災害に対する心構えを持ち、早めの避難や家具等の固定、
飲料水・食料の備蓄などの備えをしていただくことで、被害を

減らすことはできます。
　「備えあれば憂いなし」を心がけ、ご自身や大切なご家族を
守るため、日頃から災害に備えていただきますようお願いします。

災害への心構え

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1046

この内容に関するご意見・お問合せは、防災危機管理課 ☎052（954）6190（ダイヤルイン）まで　　本県の「防災」に関する情報は、 検索愛知県　防災
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□頭を保護しながら大きな家具から離れ、丈夫な机の下へ

□あわてて外に飛び出さない

□その場で消せる時は火の始末、離れていたら無理に火を
消しに行かない

□扉を開けて避難路確保

□まず頭を保護し、揺れに備えて姿勢を低くして身の安全を図る

□ブロック塀・自動販売機等倒れそうな物のそばから離れる

□壁や窓ガラスの落下などに注意して建物から離れる

□エレベータは最寄り階で停止させすぐ降りる

□吊り下がっている照明などの下から退避

□あわてて出口や階段に殺到しない

□気象情報や避難情報等をチェック
□ハザードマップで事前にチェックした危険箇所を再確認
□増水した川や崖の下など、危険な箇所へ近づかない

□高齢者や子どものいる家庭は早い段階から避難

□夜間に大雨が予想される場合は暗くなる前に避難
□土砂災害の危険を感じたらためらわず避難

□避難場所まで移動が危険な場合は家の中の安全な場所
（崖から離れた2階など）や近隣の頑丈な建物に避難

□避難の前に必ず火の始末

□避難の際の持物は最小限にして背中に背負うなど、両手
が自由に使えるようにする

□マンホールや側溝の位置に注意し、傘や杖で安全を確認

□忘れ物をしても取りに戻らない

9月20日から26日は「動物愛護週間」です。～ペットを飼うときは、その動物の一生に責任を持って飼いましょう～ 9月は「障害者雇用支援月間」です。～誰もが職業をとおして社会参加できる「共生社会」を目指しています～

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（9月）  県のラジオ番組（9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　http://www.doga.pref.aichi.jp/
・広報広聴課 Facebook　https://www.facebook.com/aichikoho


