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　「秋の全国交通安全運動」の実施

秋は、日没時刻が日増しに早くなる中、運転者から歩行者や自
転車の動きが見えづらくなる夕暮れ時と、仕事や学校からの
帰宅時間帯とが重なるため、交通事故の増加が心配され
ます。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＝9月21日㊋～30日㊍（交通事故死ゼロを目指す日：
9月30日㊍）

▽運動重点＝
◆子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
◆夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など安全
運転意識の向上
◆自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底
◆飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶

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

▽問合せ＝県民安全課☎ 052（954）6177

　「自転車の安全で適正な利用の促進に
　関する条例」を全面施行します！
自転車に係る交通事故を防止するため、2021年3月に「自転
車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しまし
た。10月1日からは、乗車用ヘルメットの着用の努力義務、自転
車損害賠償責任保険等への加入の義務が加わり、全面施
行となります。

▽主な内容（県内の自転車を利用する皆様向け）
［2021年4月1日施行］
◆交通ルールの遵守、歩行者等への配慮
◆自転車の定期的な点検、交通事故防止対策等
［2021年10月1日施行］
◆大人も子供も乗車用ヘルメットを着用（努力義務）
◆自転車損害賠償責任保険等への加入（義務）

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

▽問合せ＝県民安全課☎ 052（954）6177

　こころの悩み相談のご案内

自殺を考えている方は、「眠れない」「食欲がない」
などの危険を示すサインを発しています。こうしたサインに、
周囲の人が気づき、声をかけ、早めに専門の相談窓口へ
つなぐことが、自殺を防ぐための大切な一歩となります。
電話やSNSによる、こころの悩みのご相談を受け付けていま
すので、ご利用ください。
【あいちこころほっとライン365（電話相談）】

▽相談時間＝毎日9時～20時30分（㊏㊐㊗を含む）

▽電話番号＝052（951）2881
【あいちこころのサポート相談（SNS相談）】

▽相談時間＝㊊～㊏：20時～24時（23時30分まで受付）
　　　　　　㊐：20時～翌8時（7時30分まで受付）

▽相談方法＝Webページでご確認ください。

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
imu/kokoronosapo-to-line.html

▽問合せ＝こころの健康推進室☎052（954）6621

　地域若者サポートステーションでの
　心理・就労相談のご案内
県内の地域若者サポートステーション（サポステ）において、
就職氷河期世代等を対象に、臨床心理士等による心理・就
労相談を実施しています。

▽実施場所＝県内5か所のサポステほか

▽対象＝就職氷河期世代を中心とした若年者及びその家族

▽相談対応者＝臨床心理士又は公認心理師 ▽相談料＝無料

▽予約方法等＝予約方法や相談場所など詳細は、Webページ
でご確認ください。

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
shugyo/saposute-shinri-2021.html

▽問合せ＝就業促進課☎052（954）6366

　

　「あいちアール・ブリュット
　障害者アーツ展」の開催
障害のある人のアート作品展と舞台企画を
行う「あいちアール・ブリュット障害者アーツ展」
を開催します。
①作品展

▽日時＝9月16日㊍～20日㊊㊗ 10時～18時（20日は正午まで）

▽場所＝名古屋市民ギャラリー矢田（名古屋市東区）
②舞台企画

▽日時＝10月27日㊌～29日㊎（観覧要申込）

▽場所＝名古屋市昭和文化小劇場（名古屋市昭和区）
（②舞台企画のみ観覧申込みが必要となります。詳細は、
Webページでご確認ください）

▽入場無料

▽Webページ＝http://www.aichi-artbrut.jp/

▽問合せ＝障害福祉課☎052（954）6697、FAX052（954）
6920、メールpowerofart@pref.aichi.lg.jp

　「あいちテレワーク・モデルオフィス」
　の利用者募集
企業等へのテレワークの早期導入を促進するため、テレワー
クの体験や県産木材製品等を活用したテレワーク関連設備
の展示などを行う「あいちテレワーク・モデルオフィス」を8月
18日に開設しました。
テレワーク環境の整備に関する相談も受付けています。ご検
討中の企業の方は、是非ご利用ください。

▽開設時間＝9時～18時（㊏㊐㊗、年末年始を除く）

▽所在地＝ツドイコ名駅東カンファレンスセンター（名古屋市
中村区）

▽対象＝県内中小企業等で働く方等 ▽利用無料

▽利用方法＝利用希望日の前日までにWebページから予約

▽Webページ＝https://www.aichi-telework.pref .
aichi.jp/model-office/

▽問合せ＝労働福祉課☎052（954）6360

　「愛知用水通水60周年記念
　イベント」の開催
愛知用水は、2021年9月30日に通水
60周年を迎えます。これを記念して、「愛知用水通水60周年
記念イベント」を開催します。ぜひ、ご来場ください。

▽日時＝9月25日㊏ 11時～（小雨決行）

▽場所＝JAあぐりタウン げんきの郷（大府市）

▽内容＝楽しみながら愛知用水のことを学べるクイズ大会等
を実施　

▽参加賞＝「60周年記念カード」や関連グッズなど

▽参加無料

▽その他＝会場の都合上、参加人数に限りがあります。

▽Webページ＝http://www.pref.aichi.jp/
soshiki/nochi-keikaku/aichi60.html

▽問合せ＝農地計画課☎052（954）6433

　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
145団地480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＝9月14日㊋まで（当日消印有効）

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
jutakukanri/2021chusen2.html

▽問合せ＝県住宅供給公社賃貸住宅課☎052（954）1362

　

　障害者を対象とした県職員・警察職員・
　市町村立小中学校職員採用選考（高校卒業程度）

▽選考区分・採用予定人員＝①県職員（事務：約20名）、②警
察職員（事務：若干名）、③小中学校職員（事務：約5名）

▽第一次選考日＝10月17日㊐

▽受験資格＝身体障害者手帳、都道府県知事又は政令指
定都市市長が発行する療育手帳等（愛護手帳など）、児童
相談所等による知的障害者であることの判定書、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（他にも
要件がありますので、必ず受験案内で確認してください。）

▽受験案内・申込書の配布＝人事委員会事務局職員課、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、
県東京事務所で配布。Webページからも確認可能。

▽受付＝電子申請・郵送ともに9月10日㊎まで（郵送は当日消
印有効）

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/jinji/syokuin/

▽問合せ＝人事委員会事務局職員課☎052（954）6822
行催事・募集

試験

■次期東三河振興ビジョン（仮称）中間案

▽意見募集期間＝9月12日㊐まで

▽問合せ＝東三河総局企画調整課☎0532（35）6100

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。

お知らせ
新型コロナウイルス

感染症 緊急事態宣言発出中！！緊急事態宣言発出中！！
～「感染しない、感染させない」の徹底を！～

2026年に開催される愛知・名古屋大会は、スポーツ界にとって東京2020オリンピック・パラリンピックの次なる大きな目標
となる国際大会です。
東京2020大会で盛り上がったスポーツの熱気を受け継ぎ、さらなる機運醸成を図るため、9月11日㊏から9月19日㊐
まで、愛知・名古屋大会をイメージしたライトアップを中部電力 MIRAI TOWER（名古屋市中区）で実施します。どのような
ライトアップとなるか、ご期待ください。

第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）の
PRライトアップを実施します！

第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）の
PRライトアップを実施します！

「World Robot Summit 2020 愛知大会」が
開催されます！

「World Robot Summit 2020 愛知大会」が
開催されます！

 ●オリンピックに次ぐ参加選手数で、4年に一度開催されるアジア最大のスポーツの祭典
 ●OCA（アジア・オリンピック評議会）主催で、加盟する45の国と地域が参加

▽大会会期＝2026年9月19日㊏～10月4日㊐［16日間］

▽参加者数＝選手団（選手・チーム役員） 約1.5万人を想定

▽競 技 数＝約40競技を想定

▽Webページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ag/　 ▽問合せ=アジア競技大会推進課☎052（954）6729

展示会『World Robot Expo』
バーチャル空間で企業・団体、自治体による最新の
ロボット技術を展示・紹介します。また、ステージ
プログラムでは、ロボット・ＡＩをテーマとした様々な
フォーラムをオンラインで行います。

競技会『World Robot Challenge』
工業製品等の組立の正確性・速さを競う「ものづくり
カテゴリー」、家庭や未来のコンビニを舞台とした
「サービスカテゴリー」、子供たちが未来のロボット
アイデアを競う「ジュニアカテゴリー」を行います。

▷日時＝9月9日㊍～12日㊐ 10時～17時　
▷参加方法＝Webページから参加登録してください。
▷Webページ＝https://wrs.nedo.go.jp/
▷問合せ＝World Robot Summit運営事務局 info@worldrobotsummit.org

参加登録は
こちら

「World Robot Summit 2020 愛知大会」が愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）
（常滑市）で開催されます。無観客開催ですが、好きな時間にインターネットから参加できる
Web会場「WRS VIRTUAL」にて、競技会や展示会をご覧いただけます。

愛知・名古屋大会について

　　　

　【毎日：9時から17時30分まで】 ☎052（954）6272

　【平日：17時30分～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

○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

愛知県の新型コロナウイルス感染症については、デルタ株への置き換わりが進む中、新規陽性者数がこれまでにない
勢いで増加し、入院患者数や重症者数が増えるなど、医療提供体制は厳しさを増しています。
県民の皆様には、このような状況を十分ご認識いただき、かけがえない生命と健康を守るため、不要不急の行動を
自粛するなど、感染防止対策の徹底をよろしくお願いします。

●不要不急の行動の自粛
 ・特に、人出の半減を目指して、混雑した場所等
  への外出の自粛

●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

●飲食店等に対する休業要請または営業時間短縮等の要請
 ・休業要請：酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店   ・時短要請：左記以外の飲食店は20時まで

●飲食店等以外の休業・営業時間短縮等の要請及び働きかけ
・営業時間短縮：20時まで（1,000㎡超：協力要請、1,000㎡以下：働きかけ）　
・大規模商業施設や百貨店の地下食品売り場等における入場者の整理等を要請

●イベントの開催制限等
 ・収容人数50％以内、かつ、5,000人以内（21時まで）
●行事等での対策

●業種別ガイドラインの遵守等
●テレワークの徹底等
 ・出勤者数の７割削減目標

●職場クラスターを防ぐ感染防止対策
●屋外照明の夜間消灯 など

県民の皆様へのお願い県民の皆様へのお願い

事業者の皆様へのお願い事業者の皆様へのお願い

その他のお願いその他のお願い
●学校等での対応 など
 ・部活動は校内のみ、公式戦等への参加は慎重に
 ・修学旅行等の校外行事の中止又は延期

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。

9月20日から26日は「動物愛護週間」です。～ペットを飼うときは、その動物の一生に責任を持って飼いましょう～ 9月24日～30日は「結核予防週間」です。～2週間以上の咳、もしかして結核かも！？早めに受診しましょう！～

毎月第１日曜日
掲載

愛知県の
広報紙
No.1082

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（9月）  県のラジオ番組（9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

この内容に関するご意見・お問合せは、福祉局地域包括ケア・認知症施策推進室｠☎052（954）6310（ダイヤルイン）まで　「愛知県の認知症施策」に関する情報は　 検索愛知県認知症

９月は「世界アルツハイマー月間」です。

内田 豊蔵さん
75歳の時、アルツハイマー型
認知症と診断される。

認知症本人ミーティングへの参画、
広報紙での市長との対談を始め、
「当事者に前向きになってほし
い」という思いで啓発活動に
取り組まれています。

愛知
県認知症希望大使

近藤 葉子さん

51歳の時、若年性アルツハイマー型
認知症と診断される。

現在は認知症カフェのボランティア
活動、認知症サポーターを中心と
する交流会への参加のほか、
劇団に所属するなど多方面
で活躍されています。

愛知
県認知症希望大使

認知症になると、何もできなくなると思っていませんか？

日々の生活で困ったり、落ち込んだりすることもありますが、

普通に生活するための工夫や、周囲の方の支えにより、

希望を持って暮らすこともできます。

私たちは「愛知県認知症希望大使」の活動を通して、

多くの方 に々元気を与え、認知症に対する

理解を広めていきます。

“認知症とともに生きる”を発信していきます。
はじめまして、「愛知県認知症希望大使」です。

認知症の方やご家族が、希望を持って暮らし続けられる 認知症に理解の深いまちづくり を進めています。

認知症じぶんごと ＯＮＥアクション オレンジリングは、認知症サポーターの目印です。
認知症は、誰もがなる可能性があり、また、介護者として関わる可能性がある身近な病気です。
ひとりひとりが“じぶんごと”としてできることを考えていきましょう。
＜ONEアクション＞
 ● 認知症のことを学ぶ、知る　●  近所で認知症の方に出会ったらあいさつなど声かけをする　など

認知症の方やご家族を地域で温かく支えるために、サポーターになりませんか？
市町村等が実施する認知症サポーター養成講座では、認知症の症状や認知症の人と
接する時の心構えなどについて、分かりやすく学べます。
受講者には、オレンジリング等をお渡しします。

「認知症に理解の深いまちづくり」を推進します！
　認知症の方が地域でいきいきと活動する姿は、多くの方々を
勇気づけ、県民の皆様の認知症に対する理解の促進につな
がります。
　そこで愛知県では、お二人の認知症の方に「愛知県認知
症希望大使」を委嘱し、ご自身の経験を伝えていただくなど、

認知症の普及啓発にご協力いただくこととしました。
　認知症の方やそのご家族が、地域で希望を持って暮らし続け
られるよう、引き続き「認知症に理解の深いまちづくり」に取り
組んでまいります。


