
　令和2年度決算の概要

令和2年度決算が令和3年11月定例県議会で認定され
ました。詳細は、県民相談・情報センター内 情報コーナー（県
自治センター2階）に配架している決算書などで閲覧いただ
けます。また、概要は、県公報（令和3年12月7日発行第262
別冊1号）（Webページ=http://www5.pref.aichi.jp/kofu/）
でもご覧いただけます。
●一般会計

●特別会計（11会計）

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
kaikei/0000045387.html

▽問合せ＝会計課☎052（954）6650

　「地方分権・道州制セミナー」の
　参加者募集
地方分権改革の推進や道州制の導入に向け、県民の皆
様に関心を持っていただき、この地域から幅広い議論を喚
起し、気運の醸成を図るため、「地方分権・道州制セミナー」
を開催します。オンライン参加も可能ですので、是非ご参加
ください。

▽日時＝1月27日㊍ 14時から15時45分まで

▽場所＝TKP名古屋ルーセントタワー16階 会議室J・K
（名古屋市西区）

▽内容＝基調講演 西南学院大学法学部 教授 勢一智子氏
「地方分権改革の過去・現在・未来-地域社会の将来像を
考える」

▽参加無料

▽定員＝60名（会場）、100名（Web）（ともに先着順）

▽申込方法等＝詳細はWebページをご確認ください。

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/
soshiki/kikaku/2021bunken-seminar.html

▽問合せ＝企画課☎052（954）6089

　「北方領土の返還を求める
　県民のつどい」の開催
2月7日㊊の「北方領土の日」の関連事業として、県民の皆様
に、北方領土問題に対する理解と関心をより深めていただくた
め、「北方領土の返還を求める県民のつどい」を開催します。

▽日時＝2月6日㊐13時30分から15時30分まで

▽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＝100名（先着順）

▽Webページ＝https://www.hoppou.gr.jp/

▽問合せ＝北方領土返還要求愛知県民会議
事務局（社会活動推進課）☎052（961）8100

　2021年度後期「男女共同参画
　セミナー」の開催
性別にかかわりなく、職場や家庭、地域で個性や能力を発
揮できる社会を目指すため、2021年度後期「男女共同参画
セミナー」を開催します。

▽期間＝2月5日㊏～3月5日㊏の間、計6回

▽内容＝講演「人生を描く！ライフデザインとポジティブ心
理学」他

▽場所＝県女性総合センター（ウィルあいち）（名古屋市東区）

▽申込・参加料・定員＝要事前申込。定員、募集期限、参加料
は、各セミナーによって異なります。詳細はWeb
ページでご確認ください。

▽Webページ＝https://www.aichi-dks.or.jp

▽問合せ＝（公財）あいち男女共同参画財団企画協働課
☎052（962）2512

　国際芸術祭「あいち2022」
　ボランティアの募集
国際芸術祭「あいち」組織委員会では、今年7月に開催する
国際芸術祭「あいち2022」の運営を支えてくださるボランティ
アを募集しています。是非ご応募ください。

▽活動期間＝7月29日㊎から10月10日㊊・㊗まで（内覧会
を含む）※活動回数に定めはなく、1回（半日程度）からご
参加いただけます。

▽活動場所＝「あいち2022」の各会場

▽活動内容＝①展示作品の看視、会場の案内②対話型鑑
賞の手法を用いた来場者の鑑賞サポート③展示作品の案内

▽応募期限＝3月4日㊎まで（必着）

▽応募条件及び申込方法等＝Webページでご確認ください。

▽Webページ＝https://aichitriennale.jp

▽問合せ＝国際芸術祭「あいち2022」ボラン
ティア事務局☎052（961）4561

　「外国人介護人材受入セミナー」の
　参加者募集
「外国人介護人材受入セミナー」では、外国人介護人材の
適切な受入に必要な知識や情報を分かりやすく説明します。

▽日時＝【基礎編】①1月18日㊋、②1月27日㊍、【応用編】
③2月15日㊋（いずれも13時30分～16時）

▽場所＝①③県産業労働センター（ウインクあいち）（名古
屋市中村区）②岡崎市民会館（岡崎市）

▽対象＝外国人介護人材の受入に関心のある介護保険
事業者等

▽参加無料（事前申込制・申込先着順）

▽申込方法＝開催日1週間前までにWebページ
からお申し込みください。

▽Webページ＝https://aichikaigo-pasona.info/

▽問合せ＝高齢福祉課☎052（954）6814　

　「愛知県中小企業者等応援金」の
　申請を受け付けています

▽対象＝愛知県厳重警戒措置の影響を受けて売上が減少
した県内の中小企業者

▽対象区分＝一般枠及び酒類販売事業者枠

▽対象期間＝10月分
※10月分以外の「特例受付（申請期間内に申請を行えな
かった方が対象）」についてはWebページでご確認ください。

▽申請期限＝1月14日㊎まで（当日消印有効）

▽申請方法＝詳細はWebページでご確認ください。
※10月分は申請期間終了後に「特例受付」は実施しませ
んので、必ず申請期限までに申請してください。

▽Webページ＝https://aichi -chusho-
ouenkin.com/next2/

▽問合せ＝応援金専用コールセンター☎0120（100）476

　「若者職場定着支援シンポジウム」の
　参加者募集
「若者が定着する魅力ある職場づくり」をテーマとし、効果
的な取組事例の発表など、若者の定着に関する秘訣を紹
介するシンポジウムを開催します。オンライン参加も可能で
すので、是非ご参加ください。

▽日時＝1月28日㊎ 14時から16時10分まで

▽場所＝県産業労働センター（ウインクあいち）5階小ホール
（名古屋市中村区）

▽参加無料 ▽定員＝90名（会場）、90名（Web） 

▽申込方法＝1月26日㊌までにWebページの申込フォーム
から直接お申込みいただくか、申込書（Webページから入手
可）に必要事項を記入の上、FAX（0565（50）2099）で県業
務委託先（NPO法人ブルーバード）へお申し込みください。

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/
soshiki/rodofukushi/2021wakamono3.html

▽問合せ＝労働福祉課☎052（954）6899

　県立高等技術専門校2022年度
　普通課程入校生募集
職業に就くために必要となる知識と技能を身に
付けていただく職業訓練生を募集します。

▽募集校・訓練科・訓練期間・定員＝

▽対象＝中学校又は高等学校卒業程度の学力を有する

30歳以下の方

▽応募期限＝①②2月4日㊎、③1月11日㊋まで

▽応募方法等＝各専門校へお問合せください。

▽Webページ＝https://www.aichivti.ac.jp/
soshiki/sangyojinzai/boshu.html

▽問合せ＝①名古屋高等技術専門校☎052（917）6711、
②岡崎高等技術専門校☎0564（51）0775、③東三河高
等技術専門校☎0533（93）2018

　「食育絵画コンクール」の作品を
　募集中！
今年6月に開催する「第17回食育推進全国
大会 inあいち」の関連企画として、小学生を
対象に「あいち“いきいき食育”絵画コンクール」を実施します。

▽募集テーマ＝たのしい食卓、おいしいごはん

▽応募期限＝2月28日㊊まで（必着）

▽応募資格＝県内の学校に在学の小学生及び小学部の児童

▽応募方法＝Webページから応募用紙をダウンロードし、
必要事項を記入の上、作品（八つ切り画用紙）の裏面に貼
付し、郵送で応募してください。

▽応募先＝〒451-0021 名古屋天塚郵便局留
「あいち“いきいき食育”絵画コンクール事務局」宛

▽Webページ＝https://www.syokuikutaikai17th-
aichi . jp/

▽問合せ＝食育消費流通課☎052（954）6396

　県営住宅の入居者募集（抽選）

▽募集住宅＝【既設】清明山住宅（名古屋市千種区）始め
161団地424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

▽郵送受付＝1月14日㊎まで（当日消印有効）

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
jutakukanri/2021chusen3.html

▽問合せ＝県住宅供給公社賃貸住宅課
☎052（954）1362

お知らせ

行催事・募集

■愛知県廃棄物処理計画（愛知県食品ロス削減推進計画）
　（2022年度～2026年度）（案）

▽意見募集期間＝1月10日㊊・㊗まで

▽問合せ＝資源循環推進課☎052（954）6232

■愛知県医療圏保健医療計画の中間見直し

▽意見募集期間＝1月7日㊎まで

▽問合せ＝医療計画課☎052（954）6265

■あいち交通ビジョン（案）

▽意見募集期間＝1月27日㊍まで

▽問合せ＝交通対策課☎052（954）6124

■愛知県住生活基本計画2030（案）

▽意見募集期間＝1月18日㊋まで

▽問合せ＝住宅計画課☎052（954）6567

県 民 意 見 募 集

歳　入（A） 2兆8,551億7,234万1,675円

歳　出（B） 2兆7,947億5,981万5,377円

翌年度繰越財源（C）   66億 939万3,773円

実質収支（A-B-C）  538億 313万2,525円

歳　入 1兆3,622億4,480万7,321円

歳　出 1兆3,282億8,395万8,628円

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。

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

新型コロナワクチン接種について新型コロナワクチン接種について

　【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

※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。

「ARTS CHALLENGE 2022」の入選作品展を開催します「ARTS CHALLENGE 2022」の入選作品展を開催します
今年7月に開幕する国際芸術祭「あいち2022」のプレイベントとして、「ARTS 
CHALLENGE 2022」の入選作品展を開催します。170組の応募から選ばれた
8組の若手アーティストの作品を展示し、関連イベントとして、アーティストの
リレー・トークやワークショップなども行います。是非お立ち寄りください。

ワクチン接種の効果をさらに高めるため、18歳以上の県民の皆様への３回目接種が、各市町村で順次、始まっています。
お住いの市町村から接種券が届きましたら、感染拡大防止及び重症化予防の観点から、ぜひ3回目接種をご検討ください。
また、２回目までのワクチン接種がお済みでない方（新たに12歳に達した方を含む。）は、引き続き、お手元の接種券で
接種することができます。

空気が乾燥し、感染症が流行しやすい
季節です。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。

▷会期＝1月22日㊏から2月6日㊐まで
▷会場＝愛知芸術文化センター アートスペースX等（名古屋市東区）
▷開館時間＝10時から18時まで（最終日は16時まで）
▷休場日＝月曜日  ▷観覧料＝無料
▷関連イベント情報等＝詳細は、Webページでご確認ください。
▷Webページ＝https://artschallenge.jp
▷問合せ＝国際芸術祭「あいち」組織委員会☎052（971）3111

持 ち 物

住民票所在地の市町村の医療機関等

接種券、本人確認書類（健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード等）

 建築デザイン施工科 2年 30人
①名古屋 組込みシステム科 2年 20人
 機械エンジニア科 1年 30人
②岡　崎 機械技術科（新設） 2年 20人
③東三河 建築総合科 2年 20人

募集校 訓練科 訓練期間 定員

○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

 　 愛知県　新型コロナ対策　 検索

アイチータ

○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。

接種場所

※詳しくは、接種券に同封されている案内書等をご確認ください。

適切な換気手洗い・手指消毒マスクの着用　

ア ー ツア ー ツ チ ャ レ ン ジチ ャ レ ン ジ

※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。

1月1日から2月28日までは「はたちの献血」キャンペーンです。 ～あなたの今日が、だれかの明日に。ハタチの献血～

愛知県の
広報紙

No.1086

愛知県広報広聴課
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号

052（954）6170

今月号を知事が
動画で紹介！

●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

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（1月）  県のラジオ番組（1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。

2022年は
県政150周年！

©RENGAYA

2022年は県政150周年です

　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、新型コロナウイルス感染症が、県民の皆様の生活や経済活動に大きな
影響を与える中、安心な日常生活と活力ある社会経済活動を取り戻していくため、
オール愛知で一丸となって、感染症の「克服」に向けた取組を進めてまいりました。
　こうした中でも、ジブリパークの整備推進、世界最高クラスのアリーナとなる愛知県
新体育館、国内最大のスタートアップ支援拠点「STATION Ai」の整備着手など、
感染症克服後を見据え、将来にわたって、日本の成長をリードし続ける愛知を形作って
いけるよう、愛知を「前進」させた1年となりました。
　世界は、グローバル化の進展やそれに伴う感染症リスクの増大、デジタル技術の
急速な発展などにより、加速度的な変化を遂げています。今後も、愛知が日本の成長
エンジンとして、我が国の発展を力強くリードしていくためには、そうした変化に的確に
対応し、イノベーションを巻き起こしていかなければなりません。
　今年も、国内外の優れたスタートアップと地域のモノづくり企業とのオープンイノ
ベーションにより、イノベーションが次々と創出される、愛知独自のスタートアップ・
エコシステムの形成を促進するとともに、海外先進地域との連携を深め、世界に例を
見ないグローバルなイノベーション創出拠点の形成を目指します。
　また、リニア大交流圏を見据えた社会インフラ整備、農林水産業の振興、教育・人
づくり、女性の活躍、医療・福祉、環境、雇用、多文化共生、防災・交通安全、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しっかりと取り組んでまいります。
　今年7月には、3年に一度の国際的な現代アートの祭典、国際芸術祭「あいち2022」
を開催します。秋にはいよいよ、ジブリパーク全5エリアのうち、「青春の丘エリア」
「ジブリの大倉庫エリア」「どんどこ森エリア」の3エリアが開業します。愛知の魅力を
高める取組を着実に進め、国内外での愛知のプレゼンスをより一層高めてまいります。
　2022年は、1872(明治5)年に現在の愛知県が誕生してから、150周年にあたる
記念すべき年です。県民の皆様に、郷土への愛着と誇りを改めて持っていただき、そして、
将来も愛知県に住み続け、愛知をより良くしていきたいと思っていただけるよう、今年も
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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　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 し々い新春の朝に、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
したところでございます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症の克服を目指し、安全・安心な日常生活と活力ある
社会経済活動を取り戻すことができるよう、県民の皆様、医療関係者の皆様、事業者の
皆様にご協力をいただきながら全力で取り組んだ一年でした。皆様のご協力もあり、本県で
「ロボカップアジアパシフィック2021あいち」が開催され、ロボットの技術力と可能性を
愛知から世界に向けて発信することができた大会となりました。この地域の未来を担う
人材の育成や産業力の強化につながりましたことを大変喜ばしく思っております。
　また、東京2020オリンピック・パラリンピックでは、本県ゆかりの選手に大いに活躍
いただき、皆様に夢や希望を与えてくれる明るい話題となったことと思います。
　本年は愛知県が誕生してから150年を迎えます。この記念すべき年に、国際芸術祭
「あいち2022」の開催や「ジブリパーク」の開業が予定されております。国内外から
注目が集まる機会を活用して本県の文化、歴史、産業、技術などの様々な魅力が発信
され、150年を機に愛知の更なる飛躍につながるものと期待しております。
　この先も、国内最大のスタートアップ支援拠点「STATION Ai」の整備やアジア
競技大会の開催など多くのプロジェクトがあります。未来へ続く取組を着実に前進
させ、その効果を最大限に活用することで、日本一元気な愛知の実現を目指して取り
組んでまいります。
　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、医療・福祉の充実、経済・産業力の
強化、教育・人づくり、社会インフラの整備など、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。
　新たな年を迎え、県民の皆様方にとりまして、本年が笑顔あふれる素晴らしい
一年となりますよう、心からお祈り申し上げます。
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1月20日は「あいち消防団の日」です。 ～めざせ！ 地域のヒーロー消防団！～


