
　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
年末年始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新築工事により、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＝https://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）

　12月4日～10日は「人権週間」です

1948年12月10日に国連で世界人権宣言が採択されました。
人権は、人間が人間らしく幸せに生きていくために、誰もが
生まれながらに持っている権利です。
今年は「みんなが主役！はじめよう、人権アクション」をテーマに
啓発活動を実施します。あなたが今日からできる小さなアク
ション一つ一つが、人権を尊重する未来につながっていきます。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinken/
▽問合せ＝人権推進室☎052（954）6167

　「年末の安全なまちづくり県民運動」を
　実施しています
県内の刑法犯認知件数は、昨年に引き続き減少
傾向にありますが、空き巣などの住宅対象侵入盗
は依然として全国ワースト1位となっています。
犯罪被害に遭わないためには、県民一人一人が、日頃から
防犯への意識を高め、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。

▽期間＝12月1日㊏～20日㊍の20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

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
chiikianzen/top1.html

▽問合せ＝地域安全課☎052（954）6176

　「食品ロス削減キャンペーン」を
　実施しています
食品ロス（まだ食べられるのに捨てられてしまう食べ物）を削
減する取組を促進するため、「食品ロス削減キャンペーン」を
実施しています。期間中に、家庭で行った食品ロス削減の取組
を募集しています。
「もったいない」を意識して、食品ロス削減に取り組みましょう。

▽期間＝平成31年1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＝https://www.pref .aichi . jp/soshiki/
junkan/h30foodloss-campaign.html

▽問合せ＝資源循環推進課☎052（954）6234

　「平成30年度食品、添加物等の
　年末一斉取締り」を実施しています
年末年始は、通常より多種多様な食品が大量に流通します。
そこで県では、食品による危害を防止することを目的として、
食品、添加物等の年末一斉取締りを実施し、食品の安全性
確保を図っています。
今年も、食品関係営業施設を対象に、監視指導の強化と食品、
添加物等の検査を実施しています。

▽期間＝11月27日㊋～12月30日㊐

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/eisei/
30nenmatsu.html

▽問合せ＝生活衛生課☎052（954）6249

　「個別労働関係紛争に係る
　あっせん制度」について
個々の労働者と事業主との間で起きた労働に関するトラブル
について、双方の主張から合意点を探り、話し合いによる解決
の支援をする「あっせん」を行っています。
利用は無料で、労働者、事業主のどちらからでも申し出ること
ができます。お気軽にお問い合わせください。

▽対象＝県内事業所の労働者及び事業主

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

▽問合せ＝労働委員会事務局審査調整課☎052（954）6833

　

　「第5回奥三河パワートレイル」の
　参加者募集
奥三河地域の自然を舞台に登山道などを走る本格的中距離
トレイルランニング大会「奥三河パワートレイル」の参加者を
募集しています。

▽競技日時＝平成31年4月7日㊐ 6時スタート
▽コース＝茶臼山高原→湯谷温泉（距離約70km）

▽参加費＝19,500円（税込、傷害保険料含む）

▽募集定員＝1,000名（事前申込制・先着順）

▽参加資格＝①～②は必須、③～⑤はいずれかを満たすこと。
①18歳以上の男女、②全コースを迷うことなく制限時間内に
完走できる自信がある者、③過去3年以内に40km以上のトレ
イルランニング大会を1度以上完走したことがある者、④ロード
マラソン100km以上の完走者、⑤フルマラソン完走（4時間以
内）に加え、30km以上のトレイルランニング大会を1度以上完
走したことがある者

▽申込方法＝インターネット（新規の方は、事前に「JTBスポー
ツステーション」若しくは「RUNNET」への会員登録（無料）
が必要です。）からお申し込みください。

▽ホームページ＝https://powertrail .co.jp/

▽問合せ＝スポーツ振興課☎052（954）6247

　「第2回消費者団体訴訟制度の活用に
　ついて考えるシンポジウム」の参加者募集
内閣総理大臣が認定した消費者団体が、事業者の不当な行
為の差止や消費者に代わって被害の回復を行うことができる
消費者団体訴訟制度への理解を深めるため、シンポジウムを
開催します。

▽日時＝平成31年1月28日㊊ 13時30分～16時30分（開場13時）

▽場所＝ウィルあいち（名古屋市東区）

▽参加無料　 ▽定員＝200名（事前申込制・先着順）

▽申込期限＝平成31年1月15日㊋まで（必着）

▽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.aichi.jp/soshiki/
kenminseikatsu/dantaisosyousinpojiumu2.html

▽問合せ＝県民生活課☎052（954）6166

　「あいち低炭素社会づくりフォーラム」
　の参加者募集
低炭素社会の実現に向け、環境に配慮した企業経営に関す
るフォーラムを開催します。

▽日時＝12月21日㊎ 13時30分～16時30分

▽場所＝愛知芸術文化センター（名古屋市東区）

▽内容＝①表彰（自動車エコ事業所認定等）、
②基調講演「脱炭素社会に向けた企業経営戦略」講師：
（株）大和総研主席研究員 河口真理子さん、
③事例発表「持続可能な社会の実現を目指して～イオンの
挑戦～」講師：金丸治子さん、「豊田自動織機の環境への
取り組み」講師：加藤祥文さん

▽参加無料　 ▽定員＝250名（先着順）

▽申込方法＝ホームページをご確認の上、12月14日㊎まで
（必着）にお申し込みください。

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
ondanka/forum2018.html

▽問合せ＝地球温暖化対策課☎052（954）6213

　「ちびっこクラフト」及び
　「おやこクラフト」の参加者募集
環境学習施設「もりの学舎（まなびや）」では、冬の特別イベ
ントとして、自然素材を使った工作教室を開催します。

▽開催日＝12月23日㊐・㊗～24日㊊･○振

▽場所＝もりの学舎（モリコロパーク内（長久手市））

▽開催時間・対象・定員＝

　　　　　　 

▽参加無料

▽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＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
kankyokatsudo/h30winter-craft.html

▽問合せ＝もりの学舎☎0561（61）2315

　「平成30年度福祉・介護の就職総合
　フェア」の開催
福祉の職場へ就職を希望される方や福祉の仕事に関心のあ
る方を対象に、福祉・介護の就職総合フェアを開催します。

▽日時＝12月15日㊏ 13時～16時

▽場所＝名古屋国際会議場イベントホール（名古屋市熱田区）

▽内容＝職員の採用を予定する社会福祉法人及び介護保険
事業者等の人事担当者と直接面談ができる就職説明会です。

▽参加無料（事前申込不要・入退場自由）

▽ホームページ＝http://www.aichi-fukushi.or.jp

▽問合せ＝県福祉人材センター☎052（212）5519

　「障害者雇用促進トップセミナー」の
　開催
障害者の雇用と職場定着の一層の促進を目的として、「障害
者雇用促進トップセミナー」を開催します。

▽日時＝平成31年1月28日㊊ 13時30分～16時30分

▽場所＝名古屋市青少年文化センター アートピアホール（名
古屋市中区）

▽対象＝事業主、企業の人事担当者等

▽参加無料 ▽定員＝700名（事前申込制・先着順）

▽申込方法＝平成31年1月21日㊊まで（必着）に、ホームページ
から募集チラシをダウンロードし、募集チラシ裏面の参加申込書

に必要事項を記入の上、郵送、FAX又はEメールのいずれ
かで就業促進課（〒460-8501（住所記載不要）、FAX052
（954）6927、Eメールshugyo@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＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
shugyo/k- 2018- 302.html

▽問合せ＝就業促進課☎052（954）6367　　　　　　　
　　　　　「あいち森と緑づくりシンポジウム」の
　参加者募集
「あいち森と緑づくり事業」の取組と成果を県民の皆様に
知っていただき、森と緑づくりへの理解を深めてもらうために、
シンポジウムを開催します。

▽日時＝12月23日㊐・㊗ 13時30分～16時

▽場所＝中区役所ホール（名古屋市中区）

▽内容＝①これまでの事業成果や今後の取組の紹介、②芸
人でソロキャンプYouTuberのヒロシさんによるトークショ―、
③エリック・ジェイコブセンさんによる森と緑の音楽ライブなど

▽参加無料　 ▽定員＝300名（事前申込制・先着順）

▽申込方法＝12月17日㊊まで（必着）に、必要事項を記入の
上、はがき、FAX又はEメールのいずれかであいち森と緑づ
くりシンポジウム運営事務局（〒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
mor i@kkaku . 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＝https://aichimori.info

▽問合せ＝森と緑づくり推進室☎052（954）6455

　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。詳細はホームページでご確認ください。

▽募集住宅＝味鋺東住宅（名古屋市北区）始め151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、市区町村役場（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＝平成31年3月29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＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
jutakukanri/30senchakujun3.html

▽問合せ＝県住宅供給公社賃貸住宅課☎052（954）1362

　任期付職員採用候補者試験
　（採用年度：平成31年度）

▽募集区分・募集人員＝事務（約30名） ▽応募年齢＝不問

▽試験日＝第1次試験：平成31年1月13日㊐

▽受付期間＝電子申請、郵送ともに11月30日㊎～12月13日㊍
（郵送は当日消印有効）

▽募集案内・申込書の配布＝県民相談・情報センター、県内
ハローワークなど

▽その他＝詳しくは県のホームページ「職員採用情報」
（http://www.pref.aichi.jp/life/6/42/）をご覧ください。

▽問合せ＝人事委員会事務局職員課☎052（954）6822又
は人事課☎052（954）6030
 　一般職非常勤職員採用試験
　（採用年度：平成31年度）
第1次試験を三河地区でも開催します。

▽募集区分・募集人員＝一般事務（約130名）、資料管理事務
（若干名）、司書事務（約10名）

▽応募年齢、試験日、受付期間、募集案内・申込書の配布、
問合せ等＝上記「任期付職員採用候補者試験」と同じ 

　身体障害者及び精神障害者を対象とした
　一般職非常勤職員採用試験
　（採用年度：平成31年度）

▽募集区分・募集人員＝一般事務（約10名）

▽受験資格（次を全て満たす方）＝身体障害者手帳又は精
神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、活字印刷文
又は点字による出題に対応できる方

▽応募年齢、試験日、受付期間、募集案内・申込書の配布、
問合せ等＝上記「任期付職員採用候補者試験」と同じ
 　任期付短時間勤務職員登録試験
　（登録有効期間：平成31年度から3年間）

▽内容＝試験合格者に希望の勤務条件を予め登録していた
だき、育児短時間勤務制度を利用する職員があった場合に
条件が一致した方から順次採用のご案内をするものです。

▽登録区分・募集人員＝事務（約50名）、心理（約10名）、
化学（約5名）、環境工学（約5名）、無機材料（約5名）、農学
（約5名）、林学（約5名）、建築（約5名）

▽応募年齢、試験日、受付期間、募集案内・申込書の配布、
問合せ等＝上記「任期付職員採用候補者試験」と同じ

お知らせ

試験

来年8月1日㊍から10月14日㊊･㊗まで開催する「あいちトリエンナーレ2019」の運営を支えていただくボランティアを募集しています。
国際芸術祭のボランティアに参加し、世界最先端のアートに触れながら、私たちと一緒にあいちトリエンナーレを盛り上げましょう！

▽ホームページ＝http://aichitriennale.jp/　 ▽問合せ＝あいちトリエンナーレ2019ボランティア事務局☎052（950）3580

「あいちトリエンナーレ2019」ボランティアを募集します！「あいちトリエンナーレ2019」ボランティアを募集します！

行催事・募集

年末の交通安全県民運動を実施しています！
年末は、師走特有の慌ただしさから運転者や歩行者等の注意力が散漫となり、交通事故の多発が心配されます。また、
忘年会などで飲酒の機会が増えることから、飲酒運転による事故も懸念されます。
さらに、この時期は、一年を通じて日没時刻が最も早くなり、夕暮れ時と仕事や学校からの帰宅時間帯とが重なるため、
交通事故の増加が心配されます。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＝12月1日㊏～10日㊊

▽運動重点＝◇飲酒運転を根絶しよう
 ◇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

「飲酒運転四（し）ない運動」を徹底しましょう。
12月は

飲酒運転根絶
強調月間です

12月は
飲酒運転根絶
強調月間です

年末の交通安全県民運動を実施しています!

運転者は…
　●運転するなら酒を飲まない。
　●酒を飲んだら運転しない。

家庭や地域では…
　●運転する人に酒をすすめない。
　●酒を飲んだ人に運転させない。

※事前に活動内容に応じた研修を受けていただきます。その他詳細はホームページでご確認ください。

▽申込方法＝2019年1月31日㊍まで（必着）に、ホームページの登録フォームから直接申し込むか、登録用紙に必要事項を記入
の上、郵送又はFAXであいちトリエンナーレ2019ボランティア事務局（〒460-0004名古屋市中区新栄町2-13
栄第一生命ビル（（株）コングレ内）、FAX052（950）3370）へお申し込みください。

2010年より3年ごとに開催されている国内最大規模の国際芸術祭で、4回目となる2019年は、
国内外から80組以上のアーティストを迎えます。

▽活動期間＝2019年7月31日㊌～10月14日㊊･㊗（内覧会を含む）

▽活動場所＝愛知芸術文化センター、名古屋市美術館、名古屋市内のまちなか（四間道・円頓寺地区
など）、豊田市（豊田市美術館及びまちなか）

▽活動内容等＝

会場での補助（展示作品の看視、受付、会場案内・誘導）、
来場者の鑑賞のサポートなど

区分 募集予定人数 活動内容

①

②

会場運営

ガイドツアー

1,100人程度

100人程度 子どもや一般を対象としたツアー形式による展示作品の
案内や、学校団体等へのガイダンスの実施など

あいちトリエンナーレ2019あいちトリエンナーレ2019

①ちびっこクラフト ②おやこクラフト
開催時間

対象

定員

10時30分～11時50分

幼児（3歳から6歳まで）と保護者

20名

13時30分～15時30分

小学生と保護者

20名

　未来を担う子どもたちが、生まれ育った環境に左右されることなく、
健やかに育成される環境を整備することが重要です。
　愛知県では、平成３０年２月に「子どもが輝く未来へのロード
マップ」を作成し、「教育の機会の均等」、「健やかな成育環境」、
「支援体制の充実」の３つの視点から様 な々施策に取り組んでいます。

　引き続き、子どもの学習支援の実施、子ども食堂への支援、切れ
目のない相談支援体制の整備など、子どもが輝く未来に向けた
取組を着実に推進してまいります。

子どもが輝く未来に向けて

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1049

この内容に関するご意見・お問合せは、健康福祉部地域福祉課 ☎052（954）6627（ダイヤルイン）まで　　本県の子どもが輝く未来の実現に向けた取組については、 検索子どもが輝く未来へのロードマップ

広がっています 子ども食堂
子ども食堂は、子どもたちが地 域の人たちと

一 緒に食事をすることで、子どもの孤 立を防止し、

子どもの健やかな成長を 促すことができる取 組であり、

地 域における子どもの居場所として期 待されています。

─子どもの未来をみんなで支えましょう。

子どもが輝く未来に向けたシンポジウム 12/26水 ウィルあいち

【日時】12月26日（水） 13時30分～16時10分　【場所】ウィルあいち 4階　ウィルホール（名古屋市東区）　【定員】700名  参加無料（事前申込制・先着順）
【対象】関心のある県民の方、教員、民生児童委員、子どもの支援等に携わる方など 
12月17日（月）までに、Eメール（chiikifukushi@pref.lg.jp） 又は FAX052（954）6945へお申し込みください。 詳細は、https://www.pref.aichi.jp/chiikifukushi/
　

■パネルディスカッション「支援の現場から　子どもの輝く未来に向けて」
■展示・寄附コーナー
県内の子ども食堂のマップ、ちらしの配布を行います。フードドライブも実施しますので、企業や家庭で余った食品をお持ちください。
持込可能な食品等の詳細はホームページでご確認ください。 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/h30fooddrive.html

■基調講演「子どもの貧困と居場所づくり」
さいたまユースサポートネット代表 青砥 恭（あおと やすし）氏
（全国子どもの貧困・教育支援団体協議会代表幹事）

講師

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（12月）  県のラジオ番組（12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

12月は「地球温暖化防止月間」・「大気汚染防止推進月間」です。～今はじめよう、地球のためにできること～12月10日～16日は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です。 ～救い出す、絶対に。～


