
この内容に関するご意見・お問合せは、防災安全局県民安全課 ☎052(954)6176（ダイヤルイン）まで　　「特殊詐欺（還付金詐欺）」に関する情報は、 検索愛知県警察　特殊詐欺

還付金詐欺が
多発しています！

年末の安全なまちづくり県民運動
12月1日（水）から20日（月）まで

自動車盗の
防止

特殊詐欺の
被害防止

侵入盗の
防止

愛知県
安全なまちづくり
シンボルマーク
「アンキーくん」

愛知県内の特殊詐欺被害は、認知件数700件、被害総額も10億円を超過しており（9月末時点）、
特に還付金詐欺は昨年と比べ約10倍もの被害が確認されています。
「ATMで還付金の手続きができる」は詐欺です！
一度電話を切り、家族や警察署に相談しましょう。ATMでお金が返ってくることはありません。

携帯電話で通話しながらATMを操作している人を見たら、声をかけていただき、警察に通報をお願いします。
あなたの声がけで防ぐ詐欺被害

試験

■愛知県災害廃棄物処理計画（改定案）

▽意見募集期間＝12月26日㊐まで

▽問合せ＝資源循環推進課☎052（954）6234

■水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型
　の指定（案）

▽意見募集期間＝12月27日㊊まで

▽問合せ＝水大気環境課☎052（954）6221

■県立高等学校再編将来構想（案）

▽意見募集期間＝12月7日㊋まで

▽問合せ＝教育委員会高校改革室☎052（954）7432

県 民 意 見 募 集

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koho/0000008347.html

お知らせ

行催事・募集

空気が乾燥し、感染症が流行しやすい季節となります。新型コロナウイルス感染症のリスクは依然として続いているため、
県民の皆様には、マスクの着用、手洗い、手指消毒、換気など、引き続き基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。

　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）＝①名古屋市西区花
の木一丁目1413番（575.53㎡、13,900万円）、②豊川市御
津町御馬塩浜29番4（1,340.19㎡、945万円）、③名古屋市
中川区新家三丁目1710番（72.24㎡、477万円）、④名古屋
市中川区新家三丁目1712番1（71.18㎡、470万円）、⑤名
古屋市中川区新家三丁目1814番1（68.44㎡、452万円）、
⑥名古屋市中川区新家三丁目2114番1（58.77㎡、388万
円）、⑦名古屋市天白区福池一丁目78番2（1,183 .90㎡、
11,721万円）、⑧津島市愛宕町七丁目115番1（2,402.09㎡、
6,054万円）

▽現地説明会＝⑦12月6日㊊、①②③④⑤⑥⑧12月7日㊋

▽入札参加申込期限＝12月8日㊌まで

▽入札書受付期間＝12月13日㊊から15日㊌まで

▽開札日＝12月24日㊎

▽開札会場＝県自治センター（名古屋市中区）

▽入札方法＝詳細はWebページでご確認ください。

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

▽問合せ＝①②財産管理課☎052（954）6147、
③④⑤⑥用地課☎052（954）6512、⑦⑧県営
住宅管理室☎052（954）6580

　入札参加資格審査の申請を
　受け付けます
2022年度・2023年度に県が発注する次の①、②について、
入札参加資格審査の申請を受け付けます。
なお、①、②とも申請する場合はそれぞれ申請が必要になり
ますので、各Webページから申請してください。

【①工事及び建設コンサルタント等に関するもの】

▽内容＝建設工事及び設計・測量・建設コンサルタント等業務

▽申請期間＝2022年1月4日㊋から2月15日㊋まで

▽申請方法＝あいち電子調達共同システム（CALS/EC）の
Webページ（https://www.chotatsu.e-aichi.jp/
portal/index.jsp）から申請してください。

▽問合せ＝建設総務課☎052（954）6608、農林総務課
☎052（954）6394、企業庁総務課☎052（954）6671
【②物品等に関するもの】

▽内容＝物品の製造・販売、物品の買受け、役務の提供等

▽申請期間＝2022年1月4日㊋から2月15日㊋まで

▽申請方法＝あいち電子調達共同システム（物品等）の
Webページ（https://www.buppin.e-aichi .jp/index.
html）から申請してください。なお、申請には社会保険等の
加入に係る「誓約書」の提出が必要です。
様式は調達課Webページ（https://www.pref.aichi.jp/
soshiki/chotatsu/）からダウンロードしてください。

▽問合せ＝調達課☎052（954）6873

　国家戦略特区セミナーの
　参加者募集
明日への成長に必要な規制改革のヒントとしていただくた
め、国家戦略特区の制度や実際の活用事例を紹介するセミ
ナーを開催します。

▽開催方法＝YouTubeによる録画配信

▽開催日＝12月20日㊊から26日㊐まで

▽参加無料（通信費は自己負担）

▽内容＝基調講演 弁護士 落合孝文氏「デジタル技術の
まちづくりへの実装と国家戦略特区」 ほか

▽申込期限＝12月15日㊌まで 新型コロナウイルスの感染状況により、イベント等が変更・中止になる場合がありますので、最新情報はWebページ等でご確認ください。

▽申込方法＝Webページの申込フォームにて
お申し込みください。

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/
soshiki/kikaku/kokkatokku-seminar-202112.html

▽問合せ＝国家戦略特区セミナー事務局☎052（581）5300

　「愛知県消費生活審議会」の委員を
　公募しています
県民の皆様に消費者の視点から幅広くご意見をいただくた
め、愛知県消費生活審議会の委員を公募しています。

▽役割＝消費生活に関する重要事項の調査審議

▽募集人員＝2名

▽任期＝2022年4月1日から2024年3月31日まで（2年間）

▽応募期限＝12月17日㊎まで（必着）

▽応募方法＝所定の応募申込書に作文を添えて、郵送（〒460
-8501（住所記載不要））、FAX（052（972）6001）又はE
メール（kenminseikatsu@pref.aichi . lg.jp）のいずれか
で、県民生活課へご提出ください。詳細はWebページ又は
募集チラシ（県民相談・情報センター、各県民事務所などの広
報コーナー、県内市町村の窓口等で配布）でご確認ください。

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/
soshiki/kenminseikatsu/2021koubo.html

▽問合せ＝県民生活課☎052（954）6163

　県営住宅の入居者募集（先着順）

▽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＝2022年2月28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/2021senchakujun3.html

▽問合せ＝県住宅供給公社賃貸住宅課☎052（954）1362

　県営住宅の入居者募集（抽選）

▽募集住宅＝【新設】初吹・上郷住宅（豊田市）2団地30戸

▽郵送受付期間＝12月8日㊌から12月17日㊎まで（当日消
印有効）

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/
soshiki/jutakukanri/2021sinsetu2.html

▽案内書の配布及び問合せ＝上記「県民住宅の
入居者募集（先着順）」と同じ

　任期付職員採用候補者試験
　（採用年度：2022年度）

▽募集区分・募集人員＝事務（約20名）

▽応募年齢＝不問

▽試験日＝2022年1月9日㊐（第一次試験）

▽場所＝県立大学長久手キャンパス（長久手市）

▽受付期間＝電子申請、郵送ともに12月13日㊊まで（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＝詳細はWebページ「職員採用情報」
（https://www.pref.aichi.jp/life/6/42/）で
ご確認ください。

▽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
 
　任期付短時間勤務職員登録試験
　（登録有効期間：2022年4月1日
　から3年間）

▽制度内容＝試験合格者に希望の勤務条件をあらかじめ
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60名）、心理（約10名）、
化学（約10名）、農学（約5名）、畜産（約5名）、林学（約10
名）、土木（約10名）、建築（約5名）

▽場所＝県立大学長久手キャンパス（長久手市）

▽応募年齢、試験日、受付期間、募集案内・申込書の配布、
問合せなど＝上記「任期付職員採用候補者試験」と同じ
 
　一般職非常勤職員採用試験
　（採用年度：2022年度）

▽募集区分・募集人員＝一般事務（約130名）、一般事務
（臨時雇用対策）（約30名）、資料管理事務（若干名）、司書
事務（約10名）
※新型コロナウイルス感染症の影響により、職を失った方や
採用内定を取消された方などを対象とした募集区分（一般
事務（臨時雇用対策））を設けています。

▽場所＝県立大学長久手キャンパス（長久手市）、県立農
業大学校岡崎キャンパス（岡崎市）

▽応募年齢、試験日、受付期間、募集案内・申込書の配布、
問合せなど＝上記「任期付職員採用候補者試験」と同じ
 
　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：2022年度）

▽募集区分・募集人員＝一般事務（約10名）

▽場所＝県立名古屋特別支援学校（名古屋市西区）、県自
治研修所（名古屋市中区）

▽受験資格＝①身体障害者手帳、②都道府県知事又は政
令指定都市市長が交付する療育手帳（愛護手帳など）又
は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉セ
ンター、精神保健指定医若しくは地域障害者職業センター
による知的障害者であることの判定書、③精神障害者保健
福祉手帳のいずれかの交付を受けている方

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

年末の交通安全県民運動を実施しています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、運転者や自転車利用者等の注意力が散漫になり
がちです。また、一年を通じて日没時刻が最も早い時期となるため、職場や学校からの
帰宅時間と重なる夕暮れ時から夜間は、交通事故の発生が心配されます。さらに、
年末は飲酒の機会が増えることから、飲酒運転による交通事故の増加も懸念されます。
「飲酒運転は絶対にしない！させない！」を徹底し、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。

▽期　　間＝12月1日㊌から12月10日㊎まで

▽運動重点＝◇夕暮れ時と夜間の事故防止と飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶
 ◇自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底
 ◇歩行者の安全の確保と運転者の安全運転意識の向上

▽ Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/

▽ 問合せ＝県民安全課☎052（954）6177

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。

感染防止対策の徹底を！！感染防止対策の徹底を！！新型コロナウイルス
感染症

ニューあいちスタンダード認証店等の
感染防止対策を徹底している店の利用

適切な換気の実施

「愛知県中小企業者等応援金」の申請を受け付けています「愛知県中小企業者等応援金」の申請を受け付けています

「愛知県感染防止対策協力金」の申請を受け付けています「愛知県感染防止対策協力金」の申請を受け付けています

▷対象=緊急事態措置等の影響を受けて売上が減少した県内の中小法人・個人事業者等
▷対象区分等＝表のとおり　▷申請方法等＝詳細はWebページでご確認ください。
▷Webページ=https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/ouenkin.html

▷対象=県の営業時間短縮要請に応じて営業時間短縮等を実施した事業者
▷対象区分等＝表のとおり　▷申請方法等＝詳細はWebページでご確認ください。
▷Webページ=https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/yousei-kyouryokukin.html

※申請期間内に申請を行え
なかった方を対象とした
「特例受付」を実施します。
詳細については、今後Weｂ
ページ等で発表します。

申請期間内に申請を行え
なかった方を対象に「特例
受付」も実施しています。
詳細はWe bページで
ご確認ください。

一般枠

酒類販売事業者枠

応援金コールセンター
☎0120（100）476

12月中旬から特例受付※の
申請受付開始予定

12月中旬から特例受付※の
申請受付開始予定

１月14日（金）

12月10日（金）

4～6月分

7・8・9月分

10月分

5・6月分

8・9月分

10月分

12月10日（金）

１月14日（金）

対象区分 対象期間 申請期限 問合せ

対象区分 対象期間 申請期限 問合せ

営業時間短縮要請枠 10月1日～17日実施分 12月24日（金）
協力金専用コールセンター
☎052（228）7310

大規模施設等
営業時間短縮要請枠

8月27日～9月30日実施分 12月10日（金） 大規模協力金専用コールセンター
☎0120（263）225

「マスク会食」の徹底

○新型コロナウイルス感染症関連の最新の情報については、以下のサイトをご覧ください。

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/ 
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

　【毎日：9時から17時30分まで】 ☎052（954）6272

　【平日：17時30分から翌9時まで  ㊏・㊐・㊗：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

○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に生じた副反応等については、以下の窓口にご相談ください。

※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。

 　 愛知県　新型コロナ対策　 検索

12月4日から10日までは「人権週間」です。 ～あなたが気づけば、世界はもっと多様になる～ 12月10日から16日までは「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です。 ～救い出す、絶対に～

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1085

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（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。

・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 今月号を知事が動画で紹介！

特殊詐欺の被害を防止しましょう！
　愛知県内における犯罪の発生件数は年々減少しているものの、
携帯電話でＡＴＭの操作を指示される還付金詐欺などの特殊
詐欺被害が多発しています。
　愛知県では、１２月１日から２０日まで「年末の安全なまちづくり県民
運動」を展開し、特殊詐欺被害の防止などを重点に、警察を始め、
市町村や県民の皆様と一体となって犯罪抑止を図ってまいります。

　日頃から家族で特殊詐欺について話し合ったり、ＡＴＭで
携帯電話をかけている人がいたら声掛けをしたりするなど、
県民の皆様一人ひとりが高い防犯意識を持ち、犯罪被害防止
のための対策を実践していきましょう。


