
　所得税・事業税・住民税の
　申告期限について
3月15日㊎は、平成30年分の所得税、個人の事業税、個
人の住民税の申告期限です。例年、申告期限が近づく
と窓口が大変混雑しますので、申告は早めにお済ませく
ださい。
なお、所得税又は住民税の申告をした方は、改めて事業
税の申告をする必要はありません。

▽所管＝所得税は税務署、事業税は県税事務所、住民税
は市町村の税務担当課室が所管しています。申告の内
容に関しては、それぞれの窓口にお問い合わせください。

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

▽問合せ＝税務課☎052（954）6049

　「オープンデータニーズ調査」を
　実施してます
本県のオープンデータ推進にあたり、県が保有する行政
データ等のオープンデータ化について、広く民間のニーズ
を把握するために調査（アンケート）を実施しています。
インターネットから簡単に回答できますので、皆様のご協力
をお願いします。

▽期間＝2月28日㊍まで

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
joho/opendata-needs.html

▽問合せ＝情報企画課☎052（954）6112

　平成31年4月以降の旅券窓口等の
　ご案内
市町村等の旅券窓口の開設状況などを踏まえ、尾張、海
部、知多及び新城設楽の各旅券コーナーと東三河旅券
センターの旅券窓口は3月末で業務を終了します。
4月以降の県の旅券窓口は次のとおりですが、旅券窓口
が開設されている市町村及び開設予定の市町に住民
登録されている方は、原則、当該市町村の窓口をご利用
ください。
なお、市町村の旅券窓口等、詳細はホームページでご確
認ください。

▽平成31年4月以降の県の旅券窓口

※尾張県民相談室の業務（県民相談・県政情報提供）に
　ついても、3月末で終了します。

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

▽問合せ＝県民生活課☎052（563）0236（旅券窓口）、
☎052（954）6163（県民相談窓口）

　県図書館及び愛知芸術文化センター内
　アートライブラリーの休館について
下記の期間、図書などの整理、点検のため休館します。

▽休館期間＝県図書館（名古屋市中区）：2月28日㊍～
3月14日㊍、アートライブラリー（名古屋市東区）：3月4日㊊
～3月20日㊌

▽ホームページ＝県図書館https://www.aichi-pref-library.
jp/、アートライブラリーhttps://www.aac.pref.aichi.jp/

▽問合せ＝県図書館☎052（212）2323、アートライブラ
リー☎052（971）5511

　「ヤング・ジョブ・あいち」の移転の
　お知らせ
若者の就職総合支援施設「ヤング・ジョブ・あいち」は、
中日ビル（名古屋市中区）での業務を２月22日㊎で終了
し、下記のとおり移転します。
就職相談や職業紹介などのサービスをワンストップで受
けることができる「ヤング・ジョブ・あいち」を、ぜひご利用
ください。

▽移転日＝2月25日㊊

▽移転先住所＝〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目14 
番25号 ヤマイチビル9階

▽電話番号＝052（232）2351（2月25日㊊以降）

▽開庁時間＝平日: 8時30分～17時15分（祝日、年末年
始を除く）

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

▽問合せ＝ヤング・ジョブ・あいち☎052（264）0665

お知らせ

本県では、県民の皆様に健康への関心を高めていただくため、健康づくりへのチャレンジを
呼びかける「あいち健康チャレンジ」に取り組んでいます。
行政や民間団体、大学などの関係者が連携し、生活の身近な場所から「食」と「運動」を中心
とした健康に役立つ情報を発信しています。

あいち健康チャレンジ事業を実施しています！あいち健康チャレンジ事業を実施しています！

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi. jp/soshiki/kenkotaisaku/kenkochallenge-top.html

▽問合せ＝健康対策課☎052（954）6271

　フラワーバレンタイン特別催事

▽日時＝2月9日㊏～11日㊊・㊗ 10時～17時

▽場所＝mozoワンダーシティ1階イーストコート（名古屋市西区）

▽内容＝①フラワーギフトの販売、②花贈りパフォーマンス、③プレゼント
用フラワーアレンジメントの制作体験、④フラワーバレンタイン
フォトスポットなど

▽ ホームページ＝
　http://flower-kingdom.aichi.jp/event01.html#flowerV-Day

▽問合せ＝園芸農産課☎052（954）6419

あいち健康チャレンジにご協力いただけるスーパー、コンビニ、飲食店、ドラッグストアなどに、健康に関する
情報を一斉に発信する「あいち健康情報ステーション」を設置しています。　 ▽設置期間＝2月1日㊎～3月3日㊐

健康に比較的関心が低いと考えられる若者を対象に、健康づくりへのチャレンジを呼びかける「あいち健康チャレンジ」事業の啓
発イベントを開催します。楽しみながら気軽にできる健康づくりをステージや体験型ブースのイベントを通して皆様に紹介します。

▽日時＝3月2日㊏～3日㊐ 11時～17時　 ▽場所＝イオンモールナゴヤドーム前店（名古屋市東区）

▽内容＝ステージプログラム（ゲストによる「食」・「運動」に関するトークショーやレシピコンテスト）、ブースプログラム（自分の
「食」・「運動」の習慣について見つめ直す体験型のブース） が皆様をお待ちしています。　 ▽参加無料

花を贈ろうと考えている方へのアドバイス
○花束 地域の花屋さんで、贈りたい花束のイメージを
伝えれば、オリジナルの花束を制作してもらえます。

○フラワーアレンジメント バスケットなどに入った吸
水スポンジに花を挿したものです。メンテナンスの手
間が少ないので、忙しい方に贈る際におすすめです。

○鉢花 長く鑑賞できる鉢花は、贈られてから育てる
楽しみもあります。

愛知県旅券センター（名古屋市中村区） ☎052（563）0236

西三河旅券コーナー（岡崎市） ☎0564（27）0500

豊田加茂旅券コーナー（豊田市） ☎0565（34）2110

大切な人へ
想いを込めて
花を贈ろう！

スローガン　　食べて元気に もう1皿野菜を！　　　　　動いて元気に もう10分！　

2月14日はフラワーバレンタインです！
「フラワーバレンタイン」は、2月14日のバレンタイン
デーに、大切な人へ花を贈る文化を広める取組です。
欧米やアジア諸国を始めとする世界の多くの国々で
は、男性から女性に花を贈ることが一般的です。
56年連続で花の生産日本一のあいちの花で、今年の
バレンタインデーを特別な一日にしませんか。

◆あいち健康情報ステーションの設置◆◆あいち健康情報ステーションの設置◆

◆啓発イベントの開催◆◆啓発イベントの開催◆

　「新城ラリー2019」の開催

全日本ラリー選手権の第2戦であり、日本最大級の集客を
誇る「新城ラリー2019」が開催されます。
タイムアタックやデモランで目の前をラリーカーが疾走する
姿は迫力満点です。地元食材を使った飲食ブースや名
車の展示などご家族でお楽しみいただけるイベントもあり
ます。ぜひご来場ください。

▽日程＝3月16日㊏～17日㊐

▽メイン会場＝県営新城総合公園（新城市）
※新城市内特設駐車場（有料）からシャトルバスを運行

▽観戦無料

▽ホームページ＝http://www.shinshiro-rally.jp/

▽問合せ＝スポーツ振興課☎052（954）6247

　「リニモ早春ウォーキング」の開催

リニモ沿線の自然や名所、文化・観光施設などを巡り、多
くの方に沿線の魅力に触れていただくため、「リニモ早春
ウォーキング」を開催します。完歩者の方には、オリジナル
マグネットをプレゼントします。

▽日時＝①2月23日㊏【はなみずき通駅発】
　　　②3月2日㊏【愛・地球博記念公園駅発】
　　　③3月16日㊏【はなみずき通駅発】

▽スタート受付＝9時30分～11時30分

▽ゴール受付＝14時30分まで

▽申込不要、参加費無料（施設への入館料等は自己負担）

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

▽問合せ＝交通対策課☎052（954）6127

　「平成31年度消費生活モニター」を
　募集しています

▽活動内容＝日常生活の中で危険と思われる商品、不当
な表示等の観察・情報提供、消費生活に関するアンケート
への回答など

▽応募条件＝満20歳以上の県内在住者（公務員等を除く）

▽謝礼＝年額1,500円以内（予定）

▽応募票の配布＝各県民事務所等の広報コーナー、各市

区町村の窓口

▽申込方法＝2月22日㊎まで（消印有効）に、応募票に必要
事項を記入の上、郵送、FAX、持参のいずれかで県民生
活課（〒460-8501 住所記載不要、FAX052（972）6001）
へお申し込みください。また、電子申請による応募も受け
付けています。詳細は応募票等をご覧ください。

▽ホームページ＝http://www.pref.aichi.jp/kenmin/
shohiseikatsu/bout/monitor.html

▽問合せ＝県民生活課☎052（954）6163

　「あいち環境塾オープン講座」の
　参加者募集
持続可能な社会づくりに向けたリーダーを育成する「あ
いち環境塾」を体験していただける、オープン講座を開
催します。

▽日時＝3月9日㊏ 13時～16時

▽場所＝TKPガーデンシティPREMIUM名古屋ルーセ
ントタワー16階A会場（名古屋市西区）

▽内容＝①講演「エネルギー・環境ビジネスによる地方創
生」講師：東京工業大学特命教授・名誉教授 柏木孝夫
氏、②「あいち環境塾」の概要説明、参加者交流会

▽参加無料

▽定員＝50名（事前申込制・先着順）

▽申込方法＝詳細はホームページをご確認の上、2月28 
日㊍まで（必着）にお申し込みください。

▽ホームページ＝http://www.nisri.jp/chc/gathering.
html

▽問合せ＝（公財）名古屋産業科学研究所☎052（223）
6639

　障害者作品即売会「福祉の店」の開催

障害のある方々の作品や製品を販売する「福祉の店」を
県内6会場で開催します。ぜひお出かけください。

▽日時・場所＝

■東三河振興ビジョン主要プロジェクト推進プラン（中間とりまとめ）

▽意見募集期間＝2月19日㊋まで

▽問合せ＝東三河総局企画調整課☎0532（35）6100
■アジア競技大会を活用した地域活性化ビジョン（案）

▽意見募集期間＝2月21日㊍まで

▽問合せ＝アジア競技大会推進課☎052（954）6729
■第4期愛知県ホームレス自立支援施策実施計画（案）

▽意見募集期間＝3月1日㊎まで

▽問合せ＝地域福祉課☎052（954）6263
■愛知県広域緑地計画（案）

▽意見募集期間＝2月15日㊎まで

▽問合せ＝公園緑地課☎052（954）6526

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

行催事・募集

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
shogai/39-fukushinomise.html

▽問合せ＝障害福祉課☎052（954）6697

　「科学大好き！こどもサイエンスラボ
　2019」の開催
“見て、作って、体験して”楽しくサイエンスにふれあえる
「科学大好き！ こどもサイエンスラボ2019」を開催します。

▽日時＝3月10日㊐ 10時～15時

▽場所＝愛・地球博記念公園体育館（長久手市）

▽対象＝幼児及び小学生（要保護者同伴）

▽内容＝科学実験、工作教室、サイエンスショーなど
※当日整理券を発行するプログラムがありますので、詳細
はホームページでご確認ください。

▽入場無料

▽持ち物＝上靴（体育館シューズ等）

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
san-kagi/sciencelab2019.html

▽問合せ＝産業科学技術課☎052（954）6351

　「いいよね！愛◎地産 体感フェア」
　の開催
本県の農林水産物を「見て」、「触れて」、
「感じる」ことができる体感型のイベントを開催します。

▽日時＝2月22日㊎～24日㊐ 11時～20時（ただし、22日㊎
は15時～20時）

▽場所＝ミッドランドスクエア地下1階アトリウムイベントス
ペース（名古屋市中村区）

▽内容＝①あいちの花でミニブーケづくり、②あいちの
お魚ミニ水族館、③「木のはがき」にメッセージを書こう！、
④小麦「きぬあかり」を当てよう！、⑤抹茶の石臼挽き体
験、その他県産農畜水産物加工食品等の販売など

▽入場無料（①あいちの花でミニブーケづくりは有料）

▽フェイスブック＝https://www.facebook.com/
iitomoaichi/

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

▽問合せ＝食育消費流通課☎052（954）6434

　「愛知県高等学校等奨学金貸与
　希望者」の募集
修学に経済的支援を必要とする高等学校等の生徒を対
象に、奨学金の貸与希望者を募集します。

▽対象＝親権者又は未成年後見人が県内に在住する
高等学校・専修学校高等課程の生徒で、父母等の所得
が基準額以内の方。

▽貸与月額＝国公立：1万8千円、私立：3万円
※自宅外通学者には5千円を加算可能。国公立・私立とも
1万1千円を選択することも可能。

▽申請方法＝在学する学校が指定する時期（6月上旬頃）
に、学校へ申請してください。

▽貸与決定の時期＝8月中旬頃

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
kotogakko/0000006059.html

▽問合せ＝教育委員会高等学校教育課☎052（954）6785

2月27日㊌
～3月1日㊎ 10時～19時 名鉄百貨店一宮店正面玄関

（一宮市）

3月5日㊋
～3月7日㊍

9時30分～19時
（最終日は16時30分）

金山総合駅コンコース特設会場
（名古屋市中区）

3月5日㊋
～3月11日㊊ 9時～19時 イオン春日井ショッピングセンター

（春日井市）

3月12日㊋
～3月18日㊊

9時30分～19時
（最終日は18時）

イオン豊橋南店
（豊橋市）

2月19日㊋
～2月25日㊊ 9時～19時 イオンモールナゴヤドーム前

（名古屋市東区）

2月21日㊍
～2月26日㊋

10時～19時
（最終日は15時）

西尾おしろタウンシャオ
（西尾市）

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1051

県のテレビ番組（2月）  県のラジオ番組（2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＞

愛知県知事 選挙のの投票日きょうは

※その他ご不明の点がありましたら、お住まいの市区町村の選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

愛知県選挙管理委員会の
啓発キャラクター

決
め
る
の
は

あ
な
た
の
一
票

知
事
選
挙 

この内容に関するご意見・お問合せは、選挙管理委員会事務局 ☎052（954）6069（ダイヤルイン）まで

2月は「北方領土返還運動全国強調月間」です。　　～  返還へ  世代を越えて  つなぐ声～2月は「家庭の日」県民運動強調月間です。　　～親と子の  対話がつくる  良い家庭～

■投票時間は午前7時から午後8時まで。
投票時間は、離島・山間地等の一部の投票所では異なる場合があります。

■お子さま連れでも投票所に入場できます。
18歳未満のお子様がいる方や付添いが必要な方も、お子さまや付添人と一緒に投票所に入ることができます。 

■点字投票・代理投票もできます。
目の不自由な方は、点字で投票することができます。また、病気やけが
などで字を書くことができない方は、代理投票ができます。詳しくは、
投票所の係員にお申し出ください。

です。です。


