
　あけましておめでとうございます。

　新たな年が、県民の皆様方にとりまして素晴らしい1年となりますよう、心からお祈り

申し上げます。

　昨年は、2022年度のオープンを目指すジブリパークの基本デザインを発表し、夢の

実現に大きく前進した年でした。また、2026年に愛知・名古屋で開催するアジア競技

大会について、アジア・オリンピック評議会と開催都市契約を締結し、開催に向けた

準備が加速した年でもありました。

　そして、2027年度のリニア開業に向け着 と々工事が進む中、リニア大交流圏の拠点と

して、道路ネットワークの充実など、愛知のポテンシャルを一層高めてきた1年でした。

　時代は今、グローバル化とデジタル化の大きなうねりの中にあります。そうした変革期に

おいても、愛知は、日本の成長エンジンとして、我が国の発展をリードし続けていく存在で

なければなりません。

　今年も、自動運転などの次世代自動車や航空宇宙、ロボットの分野を始め、ICTやAIな

どのデジタル分野まで、幅広く産業集積を進めるとともに、スタートアップ支援に戦略的に

取り組むことで、次々とイノベーションを湧き起こす、世界一の産業の革新・創造拠点を

目指してまいります。

　また、いよいよ9月には、常滑の空港島に愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」がオー

プンします。MICEを核とした国際観光都市の実現に取り組むとともに、スポーツ、国際

交流、多文化共生など、幅広い分野でグローバル化を進め、国内外における愛知のプレ

ゼンスをより一層高めてまいりたいと思っています。

　そして、社会インフラの整備、農林水産業の振興、女性の活躍、医療・福祉、教育・

人づくり、環境、地震防災、安全・安心なまちづくり、東三河地域の振興など、県民の皆様の

生活と社会福祉の向上にも力を注いでまいります。

　今年11月には、G20外務大臣会合が愛知・名古屋で開催されます。さらに、6月には全国

植樹祭、8月からあいちトリエンナーレ、9月からラグビーワールドカップ、11月に技能五輪

全国大会と全国アビリンピックを開催します。しっかりと準備を進め、大いに盛り上げて

まいります。

　引き続き、「日本一元気な愛知」「すべての人が輝く愛知」「日本一住みやすい愛知」の

実現を目指し、県民の皆様に、笑顔で元気にお過ごしいただけるよう全力で取り組んで

まいりますので、一層のご理解とご支援をお願い申し上げます。
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新春を迎えて

　あけましておめでとうございます。

　県民の皆様方には、健やかに初春を迎えられたこととお慶び申し上げます。

　清々しい新春の朝に、新たな時代の息吹を感じながら、皆様方のご健康とご多幸を

心から願うとともに、希望に満ちた活力ある愛知を築いてまいりたいと決意を新たに

したところであります。

　昨年は、愛知万博の理念を次世代へ継承するジブリパークの基本デザインの公表や

第２０回アジア競技大会の開催都市契約締結、杉原千畝氏の人道的功績を後世に伝える

センポ・スギハラ・メモリアルのオープンなど愛知の発展に向けた未来へ続く取組が

進められました。

　本年は、６月に森林公園で開催される第７０回全国植樹祭、９月の国際展示場オープン、

８月から１０月に開催されるあいちトリエンナーレ２０１９、９月から１０月に豊田スタジアム

で開催されるラグビーワールドカップ２０１９があり、これらを機に愛知の魅力と活力が

一層向上するものと期待しております。

　この先、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会、２０２６年の第２０回

アジア競技大会、２０２７年度のリニア中央新幹線開業などのプロジェクトがありま

す。これら節目の年にターゲットを置き、愛知の更なる飛躍につなげるために、今ま

で培ってきた未来へ続く取組を愛知発展の種として、しっかりと芽吹かせ、防災対

策、医療・福祉の充実などの施策はもとより愛知の強みを生かした施策を戦略的

かつスピーディーに展開していくことが重要であります。

　このため、私ども議会は、県民の皆様のご意見を県政にしっかりと反映できるよう、

開かれた議会運営に努めるとともに、常に先を見据え、直面する諸課題の解決に向けて

真摯に議論を尽くし、時代に的確に対応した施策がより効果的に実施されるよう役割

と責任を果たしてまいります。

　県民の皆様方におかれましては、より良い愛知づくりのために更なるお力添えを

賜りますことをお願い申し上げますとともに、本年が一層輝かしい年となりますよう

心からお祈り申し上げます。

平成31年元旦
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　「あいち森と緑づくり税」の
　延長について
県では、「山から街まで緑豊かな愛知」を目指し、平成21年
度から平成30年度までの10年計画で「あいち森と緑づくり
事業」を実施していますが、県内の森と緑の状況や、これま
でにいただいた事業に対する意見・要望などを踏まえ、平成
31年度以降も同事業を継続することとしました。
それに伴い、この事業の財源である「あいち森と緑づくり税」
についても、平成35年度まで5年間延長することとしました。
なお、「あいち森と緑づくり税」は、個人県民税（住民税）の
納税義務者の方には均等割に年額500円を、法人県民税
の納税義務者の方には均等割の5％（年額1 , 0 0 0円～
40,000円）を、それぞれ加算してご負担いただいています。

▽問合せ＝【税制】税務課☎052（954）6048
【森林・里山林】森と緑づくり推進室☎052（954）6455
【都市の緑】公園緑地課☎052（954）6526
【環境活動・学習】環境活動推進課☎052（954）6241

　「マラソンフェスティバル ナゴヤ・
　愛知2019」に伴う交通規制
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3月8日㊎
から10日㊐まで開催します。
競技が開催される10日㊐は、コース及びその周辺道路で交
通規制が実施されるため、交通渋滞が予想されます。規制
箇所や時間など、詳細はホームページでご確認ください。
▷交通規制日＝3月10日㊐
▷交通規制場所＝ナゴヤドーム（名古屋市東区）及び市内
マラソンコース

▽ホームページ＝http://marathon-festival.com/

▽問合せ＝マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知実行委員会 
交通規制問合せデスク☎0570（666）401

　「ラグビーワールドカップ2019™」
　日本大会のチケット一般先着販売スタート！
ラグビーワールドカップ2019日本大会のチケット一般先着販
売が始まります。本県では豊田スタジアムで4試合が開催さ
れます。チケットの販売は先着順となりますので、ご希望の方
はお早めにお申し込みください。

▽申込開始日時＝1月19日㊏ 10時～
▽申込方法＝大会公式チケットサイトにてお申し込みくださ

い（ID登録が必要）。

▽豊田スタジアム開催試合＝①ウェールズ対ジョージア、
②南アフリカ対ナミビア、③日本対サモア、④ニュージーランド
対イタリア

▽ホームページ＝https://tickets.rugbyworldcup.com/

▽問合せ＝ラグビーワールドカップ2019愛知・豊田開催支援
委員会事務局☎0565（34）6786

　めざせ！地域のヒーロー消防団
　1月20日は「あいち消防団の日」
1月20日は「あいち消防団の日」です。
「消防団」は、地域の実情に精通し、組織力と機動力を持
ち、災害時にすぐさま現場に駆けつけることができることか
ら、地域住民の大きな支えであるとともに、地域の安全にとっ
てなくてはならない存在です。
地域の安心安全を守るヒーロー「消防団」への加入促進を
図るため、1月20日の「あいち消防団の日」に合わせ、県内各
地でPR活動を実施します。

▽ホームページ＝https://shobodan.pref.aichi.jp/

▽問合せ＝消防保安課☎052（954）6195

　「あいちウォームシェア」の実施

地球温暖化防止の取組の一環として、エネルギーの効率的
な使用を促すキャンペーン「あいちウォームシェア」を実施し
ています。

▽期間＝12月22日㊏～2月24日㊐

▽内容＝家庭の暖房を使用する代わりに公共施設や商業
施設の「シェアスポット」に出かけたり、家の中で一つの部屋
に集まって暖かさを分かち合う取組です。
期間中に、シェアスポットでの滞在時間などを記入し応募い
ただくと、抽選で賞品が当たります。詳細はホームページでご
確認ください。

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

▽問合せ＝地球温暖化対策課☎052（954）6242

　愛知県認知症施策推進条例を
　制定しました
本県の認知症に関する施策の推進について、全ての県民
が認知症について「じぶんごと」として取り組み、認知症の
方及びその家族が安心して暮らすことのできる地域社会の
実現を目指すため、「愛知県認知症施策推進条例」を制定
しました。

▽主な内容＝県民等の役割、医療及び介護の提供体制の
充実、地域づくりの推進、相談体制の整備、認知症研究の
促進

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

▽問合せ＝地域包括ケア・認知症対策室☎052（954）6310

　県産農林水産物を応援しましょう！

本県には、生産量や品質が全国トップレベル
の農林水産物がたくさんあります。県では
“愛知県産品をもっと食べよう、利用しよう！”をキャッチフレー
ズに「いいともあいち運動」を展開しています。
県民の皆様、この運動のシンボルマーク“あいまる”が表示さ
れた商品を選んでみませんか？
生産者・事業者の皆様、愛知県産品を使った自慢の逸品に、
シンボルマーク（使用料不要）を付けてみませんか？

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/nourin/
iitomo/iitomoaichi/symbol.html

▽問合せ＝食育消費流通課☎052（954）6434

　平成29年度決算の概要

平成29年度決算が平成30年12月定例県議会で認定されま
した。詳細は県民相談・情報センターで決算書などを閲覧い
ただけるほか、県公報〔URL：http://www5.pref.aichi.jp/
kofu/〕（平成30年12月11日発行第3541別冊1号）でも概要
をご覧いただけます。
●一般会計

●特別会計（11会計）

▽ホームページhttps ://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
kaikei/0000045387.html

▽問合せ＝会計課☎052（954）6650

　

　「国家戦略特区セミナー」の
　参加者募集
成長産業・先端技術の中枢拠点の形成を促進する国家戦
略特区制度と県の取組に関するセミナーを開催します。

▽日時＝2月19日㊋ 14時～16時30分

▽場所＝栄ガスビル5階キングルーム（名古屋市中区）

▽内容＝①中川雅之氏（日本大学経済学部教授、国家戦
略特区ワーキンググループ委員）による基調講演、②国家戦
略特区を活用している事業者等による事例報告など

▽参加無料　 ▽定員＝150名（事前申込制・先着順）

▽申込方法＝2月8日㊎まで（必着）に、セミナー名（国家戦略
特区セミナー）、団体名、所属、氏名、住所、電話番号を記入
の上、はがき、FAX又はEメールのいずれかで（株）インター
グループ（〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-38-2 オーキッ
ドビル8階、FAX052（581）5585、Eメールconvention-ngo
@intergroup.co.jp）へお申し込みください。

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
kikaku/kokkatokku-seminar .html

▽問合せ＝企画課☎052（954）6091

　「愛環ぶらっとウォーキング」の開催

愛知環状鉄道沿線で開催される「あいちトリエンナーレ2019」
のプレイベントやお雛めぐりの会場を巡るウォーキングを開催
します。完歩者には愛環オリジナルグッズを進呈します。

▽日程・コース＝①1月26日㊏【新豊田駅発着】、②2月23日㊏
【瀬戸市駅発着】

▽スタート受付時間＝①9時30分～11時30分、②8時30分～11時

▽申込不要・参加無料（施設への入館料等は自己負担）

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
kotsu/aikanwalking2018.html

▽問合せ＝交通対策課☎052（954）6126

　「外国人労働者の適正雇用と日本
　社会への適応を促進するための憲章」
　普及セミナーの参加者募集
これからの外国人雇用と多文化共生の推進を考える機会と
して、セミナーを開催します。

▽日時＝1月31日㊍ 13時30分～16時

▽会場＝名古屋国際センター別棟ホール（名古屋市中村区）

▽内容＝基調講演及び東海4県の企業による取組紹介・パ
ネルトーク

▽参加無料 ▽定員＝150名（事前申込制・先着順）

▽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

　「Windshield Time－わたしのフロント
　ガラスから 現代美術 in 豊田」の開催
「あいちトリエンナーレ2019」のプレイベントとして豊田市内
の7会場で現代美術展を開催します。9組の現代美術作家
の作品展示のほかワークショップなどの関連イベントも開催
します。ぜひ、現代アートの魅力に触れてください。

▽日時＝1月19日㊏～2月11日㊊・㊗ 10時～17時

▽場所＝喜楽亭、旧愛知銀行豊田支店、豊田市駅下空店
舗、豊田参合館、西町会館、豊田市役所、とよた大衆芸術セ
ンター〔TPAC〕（旧波満屋旅館） ▽入場・参加無料

▽ホームページ＝https://aichi-art.com/

▽問合せ＝文化芸術課☎052（954）6183

　「市民後見セミナー」の参加者募集

成年後見制度や市民後見人について、理解を
深めていただくことを目的としたセミナーを開催します。

▽日時・場所・内容・定員＝
 

▽申込方法＝1月23日㊌までに、参加会場（一宮又は刈谷）、
氏名、年齢、居住市町村、職業・職種、電話・FAX番号、
障害について必要な配慮（ある方のみ）を記入の上、電話、
FAX、Eメール又はホームページの申込フォームのいずれ

かで問合せ先までお申し込みください。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
iryofukushi/30siminkoukensemina-.html

▽問合せ＝（特非）尾張北部権利擁護支援センター
☎0568（74）5888、FAX0568（74）5855、Eメールmail@
owarihokubu-kenriyougo.net

　平成31年度「あいちシルバー
　カレッジ」の学生募集
シニア世代の生きがいと健康づくりを応援するため、「あいち
シルバーカレッジ」を開講します。

▽場所＝名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、東海市

▽対象＝県内在住の60歳以上（昭和34年4月1日以前生ま
れ）の方（過去の在籍者は除く。）

▽定員＝計630名（定員を超えた場合は抽選）

▽費用＝入学金・授業料計23,000円／年（予定）

▽申込方法＝2月5日㊋（消印有効）までに、県民相談・情報
センター、市区町村役場、社会福祉協議会等で配布の募集
案内添付の申込書によりお申し込みください。

▽ホームページ＝https://aichoju.ec-net.jp/

▽問合せ＝県社会福祉協議会福祉生きがいセンター☎052
（212）5521

　「Aichiロボットフォーラム」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「World 
Robot Summit」の気運を高めるため、フォーラムを開催します。

▽日時＝①1月13日㊐ 13時～16時、②1月14日㊊・㊗ 10時
～16時30分

▽場所＝KITTE名古屋3階（名古屋市中村区）

▽内容＝シンポジウム、ワークショップ、ロボットによるデモン
ストレーションなど（シンポジウム、ワークショップは事前申込制。
詳細はホームページでご確認ください。）

▽参加無料（一部ワークショップは有料）

▽申込方法＝1月9日㊌17時までに、ホームページの申込
フォームからお申込みください。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
jisedai/robot2019.html

▽問合せ＝Aichiロボットフォーラム事務局☎052（581）3241

　県営住宅の入居者募集（抽選）

▽募集住宅＝【新設】上郷住宅（豊田市）7戸、西口住宅（豊
橋市）42戸【既設】清明山住宅（千種区）始め135団地368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＝1月15日㊋まで（消印有効）

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
jutakukanri/30chusen3.html

▽問合せ＝県住宅供給公社賃貸住宅課☎052（954）1362

　障害者を対象とした愛知県公立学校期限付
　任用講師採用選考（採用年度：平成31年度）

▽任用期間＝平成31年4月1日㊊から1年間

▽受験資格（①、②の全て満たす方）＝①身体障害者手帳
の交付を受けその障害の程度が1級から6級までの方、療
育手帳を交付されている方及び精神障害者保健福祉手帳
を交付されている方、②受験区分・教科に対応する教員の
普通免許状を現に所有している方又は平成31年3月31日ま
でに取得見込みの方。

▽試験日＝2月2日㊏

▽受験案内＝1月7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＝1月11日㊎～1月21日㊊（消印有効）

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
kyosyokuin/31kousi.html

▽問合せ＝教育委員会教職員課☎052（954）6769・6770

お知らせ

試験

行催事・募集

■生活環境の保全に関する水質環境基準の水域類型の見直し（案）

▽意見募集期間＝1月17日㊍まで

▽問合せ＝水大気環境課☎052（954）6221
■愛知県子供読書活動推進計画（第四次）（案）

▽意見募集期間＝1月9日㊌まで

▽問合せ＝教育委員会生涯学習課☎052（954）6781

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

本県には、強い経済基盤に支えられた安定した雇用環境、東京圏などに比べ安価で良質な住宅を
取得できる住環境、大都市圏にありながら身近に自然や歴史・伝統文化に触れられる環境など、
バランスのとれた「住みやすさ」があります。こうした本県の優れた環境を、皆様とともに
県内外へ広く発信していきます。

愛知の「住みやすさ」を全国に発信 !愛知の「住みやすさ」を全国に発信！

▽愛知の住みやすさ発信サイト=http://www.pref.aichi.jp/kikaku/sumiyasusa/  ▽問合せ＝企画課☎052（954）6089

「#一番住みたい愛知SNSフォトコンテスト」の
入賞作品が決まりました！

「#一番住みたい愛知SNSフォトコンテスト」の
入賞作品が決まりました！

「愛知の魅力つぶやき隊」の
メンバーを募集しています！
「愛知の魅力つぶやき隊」の
メンバーを募集しています！

“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投稿するフォトコンテストに、計2,012件
もの多数のご応募をいただきました。
入賞作品を移住情報雑誌「TURNS」のサイト及び「愛知の住
みやすさ発信サイト」で公開していますので、ぜひご覧ください。

　 ●グランプリ： 「夏空のブランコ」 ＠miki_yururu 様
　  ●金　　賞： 「幸せに続く紅い道」 ＠takoyaki0118 様
 「一目惚れ」 @hagirocks 様
 　

「愛知の住みやすさ発信サイト」をご覧いただけます。

▲

「住みやすさ」など愛知の魅力をSNSで発信する「愛知の魅力
つぶやき隊」のメンバーを募集中です。メンバーには隊員証と
缶バッジをお送りします。

▽活動内容=Twitter、Facebook、Instagram、LINEなど
のSNSで、県内の魅力的なイベントや風物等に関するコ
メント、画像及び動画を、「＃愛知の魅力つぶやき隊」を付
けて投稿したり、県のSNS公式アカウント（Twi t te r、
Facebook、LINE）の投稿を、ハッシュタグを付けて引用
ツイートしていただきます。

▽応募方法=
　詳細はホームページでご確認ください。

愛知の住みやすさ 検索

歳　入（A） 2兆4,871億9,649万9,105円

歳　出（B） 2兆4,627億3,798万4,791円

翌年度繰越財源（C） 51億3,163万3,346円

実質収支（A-B-C） 193億2,688万  968円

歳　入 7,707億1,812万  541円

歳　出 7,579億6,326万2,269円

日時

場所

内容
定員

1月30日㊌ 13時～15時45分

弁護士による制度解説や市民後見人の活動事例紹介など

各200名（参加無料・事前申込制・先着順）

2月2日㊏ 13時～15時45分

尾張一宮駅前ビル（i-ビル）
シビックホール

刈谷市産業振興センター
小ホール

一宮会場 刈谷会場

始め全18作品

▽TURNSサイト＝https://turns.jp/25777

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1050

横断歩道は歩行者優先です！ ドライバーは横断しようとする人がいるときは、必ず停止しましょう。 1月、2月は「はたちの献血」キャンペーン実施期間です。 ～始めよう献血 君の勇気が命を救う～

県のテレビ番組（1月）  県のラジオ番組（1月）

●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※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。

〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号

愛知県広報広聴課
052（954）6169（ダイヤルイン）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＞


