
検索愛知県　妊よう性助成この内容に関するご意見・お問合せは、保健医療局健康対策課 ☎052(954)6326（ダイヤルイン）まで　「妊よう性助成事業」に関する情報は、

がん等の治療では、放射線治療や抗がん剤などにより、

妊娠する力・妊娠させる力（妊よう性）が低下し、妊娠が難しくなることがあります。

患者さんが、がん等の治療前に卵子や精子、受精卵を凍結保存することで、

治療後に子どもを授かる可能性を残すことができます。

がん等を治療することが最優先ですが、不安がある方は担当医にご相談ください。

愛知県では妊よう性温存にかかる費用の助成を行っています。

愛知県がん患者妊よう性温存治療費助成事業
（43歳未満でがん等の治療をされている方が対象です）

対象治療
精子凍結に係る治療
精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療
卵子凍結に係る治療
受精卵（胚）凍結に係る治療
卵巣組織凍結及び再移植に係る治療

1回あたりの助成上限額
2万5千円
35万円
20万円
35万円
40万円

妊よう性温存療法（卵子・精子・受精卵の凍結保存）について、がん治療を始める前にご相談ください。

妊よう性助成事業について
知りたい方はこちらから

妊よう性温存など、がんに関する様々なご相談は
愛知県のがん相談支援センターまでお気軽にどうぞ

愛知県の
相談支援
センター一覧

がん治療と妊よう性温存について
知りたい方はこちらから

がん治療後に子どもを授かる可能性を

残す治療があります。

がん治療の前に考える。

父に、母に、なる

可能性のある未来。

※助成回数は、異なる治療を受けた場合でも通算2回まで

■木材利用の促進に関する基本計画（素案）

▽意見募集期間＝3月13日㊐まで

▽問合せ＝林務課☎052（954）6445

■愛知県マンション管理適正化推進計画（案）

▽意見募集期間＝3月9日㊌まで

▽問合せ＝住宅計画課☎052（954）6569

県 民 意 見 募 集

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

お知らせ

行催事・募集

　自動車の譲渡・廃車などの
　手続はお早めに
自動車税種別割は、毎年4月1日現在に自動車をお持ちの方
に課税されます。お持ちの自動車を譲渡（下取りに出すな
ど）・廃車した時、又は住所を変更した時には、必ず運輸支
局で必要な手続をお早めに行ってください。
なお、令和4（2022）年度の納税通知書は、5月2日㊊に発送
する予定です。

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/
soshiki/zeimu/0000026759.html

▽問合せ＝税務課☎052（954）6052

　文化芸術の魅力発信動画
　「あいち文化芸術Studio」を配信中！
県ゆかりの出演者による異色のコラボレーションで、愛知の
文化芸術の魅力をお届けする動画を配信しています。ぜひ
ご覧ください。

▽内容＝尾張万歳保存会×日本料理 賛否両論 名古屋、日本
舞踊西川流家元 西川千雅×ヘヴィメタルバンド OUTRAGE 
丹下眞也、和太鼓ユニット 光×花贈りパフォーマー 花男子
プロジェクト、ボイスエンターテイナー 茉白実歩×文化事業

マスコットキャラクター ブンぞー

▽視聴方法＝①特設Webページ、②YouTubeチャンネル
※①については、3月31日㊍までの限定公開になります。

▽Webページ＝
①https://bunka-aichi.jp/、
②https://www.youtube.com/
channel/UCMsPpBdUnMI6nMEM0rkKHKQ

▽問合せ＝文化芸術課☎052（954）6184

　3月10日㊍は、「世界腎臓デー」です！

慢性腎臓病（CKD）は、尿たんぱくや腎臓の機能低下が続
いている状態をいい、悪化すると透析や腎移植が必要とな
ることがあります。日本のCKD患者は、約1,330万人（成人の
約8人に1人）と推計されていますが、自覚症状がないため病
気が進行するまで気づかない人が多いといわれています。
腎臓を守るために、健康的な生活習慣を心がけ、定期的に
健診を受けましょう。また、糖尿病や高血圧などの生活習慣
病は、CKDの発症リスクを高めます。生活習慣病で通院中
の方は、治療を継続しましょう。

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/
soshiki/kenkotaisaku/ckd.html

▽問合せ＝健康対策課☎052（954）6269

　国道23号
　通行ルールを
　守りましょう
国道23号名古屋南部地
域では、沿道環境（大気・
騒音）改善のため、道路
交通法により規制されて
いる夜間（23時～翌6時）
に限らず、昼夜を通して、大型車は中央寄り車線の走行、
小型車は大型車が中央寄り車線を走行しやすいよう外側
車線（環境レーン）の走行にご協力をお願いします。

▽実施区間＝国道23号の名古屋市緑区大高町（名古屋南
インター交差点）から海部郡飛島村（梅之郷交差点）までの間

▽Webページ＝https://www.cbr.mlit.go.jp/meikoku/
route23/rule/

▽問合せ＝道路建設課☎052（954）6541、
地球温暖化対策課☎052（954）6217

　「あいち人権啓発プラザ企画展」
　の開催
あいち人権啓発プラザでは、企画展「ひとり
じゃないよ。ひとりにしないよ。～自殺やうつ、こころの健康に
ついて考える～」を開催します。

▽日時＝3月2日㊌～16日㊌（平日9時から17時15分まで（最
終日は16時まで））

▽場所＝県東大手庁舎3階 あいち人権啓発プラザ（名古屋
市中区） 

▽参加無料

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/
soshiki/jinken/jyoseikokoro.html

▽問合せ＝人権推進課☎052（954）6167

　2022年度「新あいち創造研究開発
　補助金」の公募
次世代自動車や航空宇宙、ロボットなど、今後の成長が見込
まれる分野において、企業などが行う研究開発・実証実験を
支援する「新あいち創造研究開発補助金」の、2022年度の
公募を行います。

▽公募期間=3月18日㊎～4月6日㊌

▽応募方法など=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/shin-aichi/koubo2022.html

▽問合せ=産業科学技術課☎052（954）6370

　「あいち観光まちづくりフォーラム」
　の参加者募集
愛知の観光について、県民の皆様と一緒に考える場として
のフォーラムをオンラインで開催します。「あいち学生観光
まちづくりアワード」の最終選考のほか、SKE48メンバーら
ゲストによるトークライブも行います。愛知の魅力を再発見
できる内容となっていますので、ぜひご参加ください。

▽日時＝3月22日㊋ 13時30分から17時まで

▽参加無料

▽参加方法＝詳細はWebページで確認ください。

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/
soshiki/kanko/aichi-kanko-forum2022.html

▽問合せ＝観光振興課☎052（954）6854

　県民講座「長良川河口堰の現在の
　課題と最適運用」の参加者募集
長良川河口堰の開門調査に関連して「長良川河口堰の現在
の課題と最適運用について」をテーマに講演等を行います。

▽日時＝3月26日㊏ 13時から16時40分まで

▽場所＝県産業労働センター（ウインクあいち）（名古屋市
中村区）

▽参加無料 ▽定員＝50名（事前申込制、先着順）

▽内容・申込方法＝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/mizushigen/
nagara-kenminkouza3-moushikomi.html

▽問合せ＝水資源課☎052（954）6121

　「愛環ぶらっとウォーキング」の開催

愛知環状鉄道（愛環）沿線の名所や、文化・観光施設等を
巡って沿線の魅力に触れていただくウォーキングイベントを

開催します。参加回数に応じてオリジナルピンバッジ（2回賞
/4回賞）をプレゼントします。（無くなり次第終了）

▽開催日・コース＝①3月27日㊐中岡崎駅→北岡崎駅、②4月
17日㊐愛環梅坪駅→新上挙母駅

▽スタート受付時間＝8時30分から11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）

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/
soshiki/kotsu/aikanwalking2022.html

▽問合せ＝交通対策課☎052（954）6126

　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137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＝6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/2022senchakujun1.html

▽問合せ＝県住宅供給公社賃貸住宅課☎052（954）1362

　「新城ラリー2022」の開催

国内最高峰の全日本ラリー選手権開幕戦「新城ラリー
2022」を、県営新城総合公園（新城市）をメイン会場に、
新城市内の公道に競技区間を設置して開催します。
なお、本大会は、新型コロナウイルス感染拡大により、無観客
での競技開催となるため、当日は、大会関係者を除き、県営
新城総合公園への入場はできません。
大会の模様は、競技区間の一部をライブ配信しますので、
ラリーカーが疾走する姿を、配信を通じてぜひ
ご覧ください。

▽日程＝3月19日㊏から20日㊐まで

▽Webページ＝https://www.shinshiro-rally.jp/

▽問合せ＝スポーツ振興課☎052（954）6247

　「あいちトップアスリートアカデミー」
　2022年度生の募集
国際競技大会で活躍できる地元選手の発掘・育成を目的と
する「あいちトップアスリートアカデミー」の、2022年度アカ
デミー生選考会の参加者を募集します。

▽募集期限＝①③3月25日㊎まで、②4月30日㊏まで

▽対象＝県内在住の新小学4年生以上の児童・生徒等

▽応募方法＝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/
kyougi-shisetsu/

▽問合せ＝競技・施設課①②☎052（954）6797、
③☎052（954）7472

「にっぽん城まつり2022 feat.出張！お城EXPO in 愛知」
を開催します！

「にっぽん城まつり2022 feat.出張！お城EXPO in 愛知」
を開催します！

全国の様々な城の魅力を紹介するお城イベント「にっぽん城まつり2022 feat.出張！お城EXPO in 
愛知」を開催します。
県内外の様々なお城の情報や限定グッズが集まる「お城情報エリア」をはじめ、「お城EXPO」の
協力による展示コーナー、東海三県のグルメ・地酒の販売、お城のスペシャリストによるトークショー、
武将隊による演武など、多くの方に楽しんでいただける内容となっています。ぜひご来場ください。

▽日時＝3月19日㊏、20日㊐ 10時から17時まで

▽会場＝県国際展示場（Aichi Sky Expo）展示ホールF（常滑市）

▽入場料＝当日 2,000円、前売 1,700円 ※高校生以下は無料

▽前売券購入方法＝Webページでご確認ください。　 ▽Webページ＝https://tv-aichi.co.jp/oshirofes/

▽問合せ＝にっぽん城まつり実行委員会（テレビ愛知（株））☎052（229）6030（平日10時から17時まで）

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
ほか、県のWebページからもご覧いただけます。

　【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。

○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

国道23号（名古屋南部地域）では、
大型車は中央寄り走行
　　　　　　をお願いします。

※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。

2022年は
県政150周年！

©RENGAYA

①　　　　　　②

4月24日㊐ 岡崎中央総合公園体育館（岡崎市）

5月  7日㊏ 稲永スポーツセンター（名古屋市港区）

5月14日㊏ 豊川市総合体育館（豊川市）

5月29日㊐ 中京大学豊田キャンパス（豊田市）

5月29日㊐
 名古屋市障害者スポーツセンター

 （名古屋市名東区）

日 程 会 場区 分 

①キッズ・ジュニア 

②ユース 

③パラアスリート
　部門

にしかわ　かずまさ

たんげ  しんや

ましろ　みほ

新型コロナウイルス
感染症 愛知県まん延防止等重点措置愛知県まん延防止等重点措置

 ～ 感染防止対策の更なる徹底を！！～

県民の皆様へのお願い県民の皆様へのお願い

その他のお願いその他のお願い

●不要不急の行動の自粛
●県をまたぐ不要不急の移動自粛
●高齢者等への感染拡大の防止
●基本的な感染防止対策の徹底 　など　

●飲食店等に対する営業時間短縮等の要請
［あいスタ認証店］
　措置の延長前（1/21～2/13）、延長毎（2/14～3/6、
　3/7～21）の各期間において①又は②を選択
　①５時から20時まで（酒類提供禁止）
　②５時から21時まで（酒類提供：11時から20時まで）

［あいスタ認証店以外］
　①５時から20時まで（酒類提供禁止）

●学校等での対応
●保育所、認定こども園、幼稚園等での対応
●高齢者施設等での対応
●３月・４月に行われる行事等での対策
・卒業式等の行事は感染防止対策を徹底
・歓送迎会・飲食につながる謝恩会は自粛、
 卒業旅行は控える など

●飲食店等以外に対する感染防止対策の要請
●生活・経済の安定確保に不可欠な業務の継続
●事業継続計画（BCP）の点検・策定 など

愛知県の新型コロナウイルス感染症は、新規陽性者数が減少傾向にあるものの、入院患者数とともに依然として
多く、厳しい状況が続いています。
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ことができるよう、混雑した場所や感染リスクの
高い場面を避けていただくなど、基本的な感染防止対策の徹底に、今一度、ご理解とご協力をお願いします。

事業者の皆様へのお願い事業者の皆様へのお願い

県の大規模集団接種会場で新型コロナワクチンの３回目接種を実施しています！県の大規模集団接種会場で新型コロナワクチンの３回目接種を実施しています！
2回目の接種から6か月が経過し、3回目の接種を希望される方は、お住まいの市町村から接種券が届きましたら、県のLINE予約システム、
または電話でご予約ください。（３回目接種だけでなく、1・2回目のワクチン接種も実施しています。）

 ＬＩＮＥ予約システム  ※24時間受付
愛知県公式アカウントを友だち登録して、予約してください。
登録方法：ID「＠aichipref」で検索、又は右の二次元コードから。

   電話予約   ※毎日9時から17時まで受付
愛知県大規模集団接種会場予約コールセンター
☎0570（666）885

3月は「自殺対策強化月間」です。～ひとりじゃないよ、ひとりにしないよ～

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1088

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（3月）  県のラジオ番組（3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！

3月24日㊍は世界結核デーです。～結核は「現代」の病気です。結核を正しく知ることが、予防の第一歩です！～

がんに向き合う小児・ＡＹＡ世代の妊よう性温存を支援します！
　愛知県では、将来自分の子どもを生み育てることを望む
小児・ＡＹＡ（思春期・若年成人）世代のがん患者さんに対し、
妊よう性温存療法に要する費用の一部を助成しています。
　小児・ＡＹＡ世代のがん患者さんが、がん治療による生殖
機能への影響と妊よう性温存について正しく理解し、適切な

治療を選択できるように、今後も必要な情報を発信していくと
ともに、患者さんが希望をもってがん治療に取り組めるよう
支援してまいります。


