
　県有財産（土地）の一般競争入札を
　行います

▽入札物件（実測面積、予定価格）＝尾張旭市狩宿町二丁目
41番（965.08㎡、6,100万円）

▽現地説明会＝8月4日㊌

▽入札参加申込期限＝8月10日㊋まで

▽入札書受付期間＝8月17日㊋～23日㊊

▽開札日＝8月31日㊋ ▽開札会場＝県自治センター（名古屋市中区）

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
zaisan/0000024582.html

▽問合せ＝財産管理課☎052（954）6147

　新型コロナウイルス感染症
　生活困窮者自立支援金のご案内
新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴う生活福
祉資金の再貸付の終了などにより、生活に困窮している世帯に
対して、支援金を支給します。

▽対象者＝生活福祉資金の再貸付の終了などにより特例貸
付を利用できない世帯。なお、支給には、収入や資産に関す
る要件があるとともに、就労による自立を図るために、ハロー
ワークへの求職の申込などが必要となります。（生活保護世帯
を除く。）

▽支給額（月額）＝1人世帯：6万円、2人世帯：8万円
　　　　　　　　3人以上世帯：10万円

▽支給期間＝3か月 ▽申請受付期間＝8月31日㊋まで

行催事・募集

試験

■愛知県ごみ処理広域化・集約化計画
　（2021年度～2030年度）（案）

▽意見募集期間＝8月30日㊊まで

▽問合せ＝資源循環推進課☎052（954）6234

県 民 意 見 募 集

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
問合せ先の課室、お近くの県民相談・情報センター及び各県民相談室
などで閲覧できる他、県のWebページからもご覧いただけます。

▽申請方法＝詳細は、お住まいの市の申請窓口（町村部にお住
まいの方は県福祉相談センター）にお問合せください。

▽Webページ＝https://www.pref.aichi .jp/soshiki/
chiikifukushi/seikatsukonkyusyajiritsushienkin.html

▽問合せ＝地域福祉課☎052（954）6263

　「歴史資料講演会」の参加者募集

公文書館では、2020年12月から県史収集資料を公開していま
す。このうち、徳川林政史研究所所蔵史料をテーマとした「歴史
資料講演会」を開催します。

▽日時＝10月23日㊏ 13時～16時

▽場所＝県女性総合センター（ウィルあいち）3階 大会議室
（名古屋市東区）

▽参加無料

▽定員＝120名（応募多数の場合は抽選）

▽申込方法＝8月31日㊋まで（当日消印有効）に、往復はがきでお
申し込みください。詳細はWebページでご確認ください。

▽Webページ＝https://kobunshokan.pref.aichi.jp/

▽問合せ＝県公文書館☎052（954）6025

　「あいち国際女性映画祭2021」
　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「あいち国際女性映画
祭2021」を開催します。
26回目を迎える今回は、日本初公開作品を含む全29作品の上
映に加え、①監督などのゲストによるトーク、②国内外の新進
女性監督から公募したフィルム・コンペティション、③アフガニス
タンで長く人道支援に携わり、2019年にご逝去された中村哲医
師の軌跡を追った映画の上映とともに、その遺志について考
えるシンポジウムなどを実施します。

▽期間＝9月2日㊍～5日㊐

▽場所＝県女性総合センター（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）

▽チケット＝前売り1,000円、当日1,300円など。ウィルあいち、
ローソンチケットなどで購入できます。

▽Webページ＝https://www.aiwff.com

▽問合せ＝あいち国際女性映画祭事務局☎052（962）2520

　「AEL（あえる）ネット環境学習
　スタンプラリー」の開催
AELネット（県環境学習施設等連絡協議会）で
は、加盟する施設等で、スタンプラリーを開催
しています。施設への来館や講座・イベントへの参加により、スタ
ンプを3個以上集めて応募いただくと、抽選で図書カードなどの
記念品をプレゼントします。「紙版スタンプ帳」の他、スマート
フォンなどを使用してスタンプを集める「電子スタンプ帳」もあり
ます。この機会に是非多くの施設を訪れ、環境の大切さにつ
いて楽しく学んでください。

▽期間＝2022年2月23日㊌㊗まで

▽場所、応募方法等＝詳細は、Webページをご
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。

▽Webページ＝https://ael- stamp.jp

▽問合せ＝環境活動推進課☎052（954）6208

　「ロボカップアジアパシフィック2021
　あいち キックオフイベント」の開催
今年11月に、愛知県国際展示場（Aichi  Sky Expo）で、
「ロボカップアジアパシフィック2021あいち」を開催します。
この大会を広くPRするため、キックオフイベントを開催します。

▽日時＝8月28日㊏ 13時～17時、29日㊐ 10時～17時

▽場所＝mozoワンダーシティ（名古屋市西区）

▽内容＝①ステージイベント、②ロボカップ競技体験・デモン
ストレーション、③プログラミング体験など

▽参加無料

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/
soshiki/robotconv/kickoffevent.html

▽問合せ＝ロボット国際大会推進室☎052（954）6374

　「あいちワーク・ライフ・バランス
　推進運動2021」賛同事業所の募集
「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2021」では、テレワーク
の実施を始めとする多様な働き方など、8つの取組に賛同いた
だける県内企業や事業所を募集しています。
積極的な申込みをお待ちしています。

▽申込方法＝11月30日㊋（必着）までに、Webページの申込
フォームから直接申し込むか、申込書（Webページから入手
可）に必要事項を記入の上、郵送（〒460－8501 住所記載
不要）又はFAX（052（954）6926）で労働福祉課へお申し込
みください。

▽Webページ＝https://famifure .pref .a ichi . jp/
aichi-wlbaction/

▽問合せ＝労働福祉課☎052（954）6360

　
　「夏だ！ワクワク科学館まつり2021」
　の開催
下水道の仕組みや役割を楽しく学べる「夏だ！ワクワク科学館
まつり2021」を開催します。

▽日時＝8月7日㊏ 10時～16時、8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（県下水道科学
館）（稲沢市）

▽内容＝バイオガスでフィルムケースロケットを飛ばす実験
（㊏のみ）、下水道に関するクイズ、日光川上流浄化センター
の見学など

▽参加無料（一部有料のブース有）

▽Webページ＝https://www.eppy.jp/

▽問合せ＝メタウォーター下水道科学館あいち☎0567（47）
1551

　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「『YS-11による
聖火輸送』ミニパネル展」や「航空自衛隊 小牧基地のおしご
と展」など、様々なイベントを開催しています。詳細は、Webペー
ジでご確認ください。

▽開催期間＝8月31日㊋まで（8月は無休）

▽開館時間＝9時30分～17時（入場は16時30分まで）

▽場所＝あいち航空ミュージアム（西春日井郡豊山町）

▽入館料＝一般800円、高校・大学生640円、小・中学生400
円（2021年度限定で、個人入館料の割引を実施中）

▽Webページ＝https://aichi-mof .com

▽問合せ＝あいち航空ミュージアム☎0568（39）0283

　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、
新婚などの世帯）・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）の区分により入居者の先着順募集を
行います。

▽募集住宅＝味鋺東住宅（名古屋市北区）始め150団地

▽案内書の配布＝県民相談・情報センター、各県民相談室、
各県民事務所などの広報コーナー、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

▽持参受付期間＝8月2日㊊～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。）

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
jutakukanri/2021senchakujun2.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」を開催します。

▽期間＝8月17日㊋～22日㊐

▽開館時間＝10時～18時（20日㊎20時、22日㊐15時まで）

▽内容＝美術・工芸、書道、写真の作品展示、文芸講演会
（21日㊏ 13時45分～14時45分）
（新型コロナウイルスの感染状況により、内容が変更になった
場合は、Webページでお知らせします。）

▽場所＝愛知芸術文化センター（名古屋市東区）

▽入場無料

▽Webページ＝https://www.pref.aichi .jp/soshiki/
syogaigakushu/0000050211.html

▽問合せ＝教育委員会生涯学習課☎052（954）6781

　2022年度県立総合看護専門学校
　入学試験

▽募集人員＝第一看護科120名

▽試験区分・試験日＝①推薦・社会人・地域枠推薦入学試験：
11月17日㊌、②一般入学試験：2022年2月2日㊌

▽出願期間＝①10月14日㊍～28日㊍（必着）、②2022年1月
5日㊌～19日㊌（必着）

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
sogokango/0000012547.html

▽問合せ＝総合看護専門学校☎052（832）8611

2015年、愛・地球博記念公園でスタートした「ジブリの大博覧会」が、国内全11か所を巡回し、来年開園予定のジブリパーク
のプレイベントとして、この夏、”ふるさと”愛知で特別に開催しています。
愛知初登場を含む、各地を彩ったすべての展示に加え、ジブリパークコーナーも注目です。

ジブリの大博覧会 ～ジブリパーク、開園まであと1年。～ジブリの大博覧会 ～ジブリパーク、開園まであと1年。～

飲食店の第三者認証制度
「あいスタ認証制度」がスタートしました！

飲食店の第三者認証制度
「あいスタ認証制度」がスタートしました！

飲食店における感染対策の徹底強化を図るため、県が飲食店を認証する制度「ニューあいちスタンダード」（通称
「あいスタ」）を創設しました。感染防止対策を実践している飲食店からの申請を受け付け、基本項目を全て満たした
飲食店は「あいスタ認証店」として認証し、安全・安心に利用できる飲食店と
して専用Webサイトで公表します。
今後、飲食店の感染防止対策の確認は「安全・安心宣言施設」制度から
「あいスタ」制度へ移行しますので、飲食店の皆様は、ぜひ申請をお願いします。
（移行時期は、制度の普及状況により今後決定します。（10月頃を予定））

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催や、夏休み・お盆により人流の増加が見込まれ、引き続き、
感染防止対策を徹底する必要があることから、愛知県では、「厳重警戒措置」により必要な対策を講じています。
安心な日常と活力ある社会経済活動を取り戻せるよう、不要不急の外出の自粛など、感染防止対策の徹底に
ご理解とご協力をお願いします。

お知らせ

　【毎日：9時から17時30分まで】 ☎052（954）6272

　【平日：17時30分～翌9時  ㊏・㊐・㊗：24時間体制】 ☎052（526）5887

愛知県
新型コロナウイルス感染症

健康相談窓口

愛知県
新型コロナウイルス感染症

健康相談窓口

◇会場＝愛知県美術館（名古屋市東区） ◇開催期間＝9月23日㊍・㊗まで
◇開館時間＝10時から18時まで（金曜日は20時まで） ※入館は閉館30分前まで
◇休館日＝8月2日㊊、16日㊊、9月6日㊊、21日㊋
◇観覧料＝一般1,900円、高校・大学生1,500円、小・中学生1,000円　 
　※日時指定予約制です。美術館でのチケット販売はございません。
◇購入方法＝ローソン、ミニストップ （Lコード：48222）で店頭購入、又は、Boo-Wooチケット
　（https://l-tike.com/bw-ticket/event/ghibliexpo-aichi/）でオンライン予約購入
　※9月1日㊌～23日（㊍・㊗）のチケットは、8月1日㊐の10時から販売します。

▽問合せ＝ハローダイヤル☎050（5542）8600（9時から20時まで）

▽Webページ＝https://www.ghibliexpo-aichi.com/

愛知県内の飲食店（デリバリーやテイクアウト専門店を除く）
感染防止基本項目42項目（共通32項目、設備等に応じ10項目）及び対策強化をアピールできる8項目の実施
専用ウェブサイト（https://newaista-ninsho.jp/）から申請
①専用Webサイトから申請 ②調査員による現地調査 ③基準適合と判定された場合、「認証ステッカー」等を交付
あいスタ専用コールセンター☎052（977）3655

対象施設
認証基準
申請方法
手続の流れ
問合せ

 
 

対象施設
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ⓒ1988 Studio Ghibli

○新型コロナウイルス感染症や新型コロナワクチン接種後の副反応等が心配な方は、以下相談窓口にご連絡ください。

○新型コロナウイルス感染症関連の最新情報、新型コロナワクチン及び副反応等の情報については、以下サイトをご覧ください。

※ワクチン接種は、ご本人の意思に基づき実施されるものです。接種を受けていない人への接種の強制や偏見・差別は絶対にしないでください。

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/ 
 　 愛知県　新型コロナ対策　 検索愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト

新型コロナウイルス感染症

「愛知県厳重警戒宣言」発出中！「愛知県厳重警戒宣言」発出中！

●東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催に関する感染拡大防止対策
　・大会期間中の開催地域への移動の自粛
　・やむを得ず移動する場合は、目的地との直行・直帰
　・パブリックビューイングを始め、多くの人が集まる観戦イベントの自粛
●飲食店等に対する営業時間短縮の協力要請
　・愛知県全域：５時～21時
　・カラオケ設備の利用自粛（飲食を主として業としている店舗及び結婚式場）
●飲食店等以外に対する営業時間短縮の働きかけ
　・愛知県全域：５時～21時
●夏休み期間中における感染拡大防止対策
　・不要不急の旅行や帰省など県外への移動の自粛
●基本的な感染防止対策の徹底 ほか

おうちで楽しく観戦！

避難経路を
歩いて
確認しよう！

今日は、わが家の防災会議！

いざという時に使用できるよう、
事前に体験してみましょう

○日時：9月1日（水）正午を合図に約1分間
　※各団体・家庭等で独自に設定した日時に実施しても構いません 　
○場所：参加者各自で設定　○定員：なし（参加費無料）　
○参加登録の受付は8月31日（火）まで

「あいちシェイクアウト訓練」への参加者を募集しています
シェイクアウト訓練は、地震から身を守る行動「①しせいをひくく②あたまをまもり③じっとする」を行っていただくものです。
密閉、密集、密接を避け、マスク着用等の感染防止対策をとったうえで、是非訓練にご参加ください。

詳細や参加登録はWebページをご覧ください▷  https://aichi0901.pref.aichi.jp/

ハザードマップや愛知県防災学習システム等で、
ご自宅周辺の地域の災害リスクを確認していますか？
災害の種類別に避難する場所と安全な経路を決めていますか？

ハザードマップの確認＆避難する場所の確認

避難時に必要な非常持ち出し品、
避難生活に必要な食料などの備蓄品を用意していますか？

非常持ち出し品・備蓄品の用意

家族が離ればなれになった時の
安否確認方法を決めていますか？

連絡方法の確認

1

3

地震から身を守る方法を
知っていますか？

〈自分を守る1‐2‐3 「シェイクアウト」〉
❶しせいをひくく 
❷あたまをまもり
❸じっとする

地震の際の
安全確保方法

5

2

食料や着替え、
マスク・消毒液も！

家の耐震診断、家具の転倒防止を
していますか？

わが家の安全点検＆
部屋の中の安全対策

4

家具を固定したら、
安心だね

家族で備えをチェック！

災害時以外にも体験利用ができます。
〈 体験利用日 〉
　・毎月1日・15日
　・8月30日～9月5日（防災週間）
　・1月15日～1月21日（防災とボランティア週間）
　・1月1日～1月3日

●愛知県防災学習システム
https://www.quake-learning.pref.aichi.jp/

・家具の配置を見直し、固定する 
・寝室にはできるだけ家具を置かない

家でも
訓練しよう！

●災害用伝言ダイヤル「171」
●災害用伝言板

1週間分の
飲料水や食料、
携帯トイレもね

この内容に関するご意見・お問合せは、防災安全局防災危機管理課 ☎052(954)6190（ダイヤルイン）まで　　本県の「地震・防災対策」に関する情報は 検索愛知県　防災対策

8月31日㊋は個人事業税第一期分の納期限です。～個人事業税第一期分の納税をお忘れなく～ 8月は「食品衛生月間」です。～食中毒予防の三原則は、菌を「つけない」「増やさない」「やっつける」～

毎月第１日曜日
掲載
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愛知県広報広聴課 052（954）6170 〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号

東　海 【村上佳菜子の週刊愛ちっち】 … 毎週木曜日 ＜21：54～22：00＞
  再 放 送 … 毎週日曜日 ＜  5：12～  5：15＞
名古屋 【まるまる◎あいち】………… 毎週土曜日 ＜17：58～18：00＞
  再 放 送 … 毎週木曜日 ＜  1：54～  1：56＞
 

ＣＢＣ 【あいち県政リポート】 毎月第2･第４土曜日 ＜11：32～11：36＞
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 【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。

・Webページ　 https://www.pref.aichi.jp/ ・インターネット情報局　https://www.doga.pref.aichi.jp/
・広報広聴課 Facebook　https://www.facebook.com/aichikoho

災害に備えましょう！
　近年、地震、台風、集中豪雨などによる大規模な自然災害が、
全国各地で発生しています。
　愛知県では、「安全・安心なあいち」に向けて、防災・減災対策に取り
組んでいますが、県民の皆様一人ひとりが自然災害に対する心構えを
持ち、ハザードマップ等の確認や家具等の固定、飲料水・食料・携帯

トイレなどの備えをしていただくことで、被害を減らすことができます。
　「備えあれば憂いなし」
　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。


