
 



愛知県知事の大村秀章でございます。 

愛知県では、昨年度、全国植樹祭やラグビーワー

ルドカップ、G20 愛知・名古屋外務大臣会合などのビ

ッグイベントを成功裏に収めたほか、愛知県国際展

示場「Aichi Sky Expo」のオープンなどにより、愛

知のプレゼンスを一層高めるとともに、ジブリパー

クの基本方針、愛知県新体育館の基本計画の発表など、「進化する愛知」としての大

きな一歩を踏み出した 1年でした。 

今年度は、更なる飛躍を目指す「愛知新起動」の年として、2022 年秋のジブリパ

ークのオープンを目指し、一部エリアの本体工事に着工いたします。また、「産業首

都あいち」の実現に向けて、スタートアップの中核拠点となる「ステーションＡｉ」

の 2023 年度中の開設を目指し、準備を進めております。さらに、アジア競技大会の

開催やリニア中央新幹線の開業に向けて、名古屋駅のスーパーターミナル化など、

社会インフラの整備にもしっかり取り組んでまいります。 

こうした様々なプロジェクトを着実に進め成功に導くとともに、引き続き、「日本

一元気な愛知」「すべての人が輝く愛知」そして「日本一住みやすい愛知」を目指し

てまいりますので、一層の御理解、御支援をよろしくお願いいたします。 

さて、この「県政ガイドあいち 2020」は、県政のあらまし、県庁の組織、県財政、

くらしの相談窓口など、県民生活に関する様々な情報を、分かりやすくコンパクト

にまとめたものです。県民の皆様におかれましては、どうかこの冊子を県政の総合

ガイドとして存分に御活用いただき、県政理解の一助としていただければ幸いです。 

2020 年７月 

知事あいさつ
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あいち県民福祉憲章 
（1994 年 9月 30 日）

「人権尊重の愛知県を目指して」の宣言
（1997 年 12 月 5 日）

わたくしたち愛知県民は、互いに尊敬し合い、長寿を喜び合え

る「福祉あいち」をみんなでつくることをめざし、ここに憲章を

定めます。 

わたくしたちは、 

1 健康に心がけ、生き生きとした人生をつくります。 

1 家族のきずなを大切にし、温かい家庭をつくります。 

1 互いに助け合い、経験や能力を活用できる社会をつくります。

1 安全で、安心して暮らせる街をつくります。 

1 明日を担う子どもたちが健やかに育つ社会をつくります。

基本的人権の尊重は、我が国憲法の基本理念であり、

すべての人々の人権が平等に尊重され、擁護されるこ

とが平和で幸福な社会をつくる礎です。 

しかしながら、今なお、人権に関しては、依然として

様々な問題が論議されています。 

人権が尊重され、差別や偏見のない社会をつくるた

めには、行政はもとより県民一人ひとりのたゆまぬ努

力が必要です。 

本年は、日本国憲法及び地方自治法施行 50周年の節

目の年でもあります。 

そこで、改めて人権の大切さを認識し、人権が尊重さ

れる郷土愛知の実現を目指して、県民とともに、なお一

層の努力をしていくことをここに宣言します。 
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1950 年、第 5回国民体育大会の愛知県開催を機に、歌詞を一般公募するなどして制定されました。

県民歌は愛知県の公式 Web サイト「ネットあいち」で聴くことができます。

1950 年、第 5回国民体育大会の愛知県開催を機に一般公募され、全国からの応募作品 1,600

点の中から選定されました。 

このマークは、「あいち」の文字を図案化し、太平洋に面した県の海外発展性を印象づけ、希

望に満ちた旭日波頭（きょくじつはとう）を表しています。

県の花 カキツバタ 県の鳥 コノハズク 県の木 ハナノキ 県の魚 クルマエビ

在原業平朝臣が現在の知立

市八橋を訪れたとき、そのあた

りの花の美しさに旅情をなぐ

さめ、カキツバタの 5字を詠み

込んでうたった（伊勢物語）と

伝えられています。1954 年、Ｎ

ＨＫ・全日本観光連盟などの共

催により、郷土の花（県の花）

に選定されました。

アジアやアフリカ、ヨーロッ

パに分布するフクロウ科の渡

り鳥で、「声のブッポウソウ」

の別名をもっています。1965

年、愛知県鳥獣審議会の県民投

票により、県の鳥に選定されま

した。

愛知県を中心とした中部地

方にのみ自生するカエデ科の

落葉樹で、1966 年、愛知県が県

民投票により、県の木に選定し

ました。 

北設楽郡豊根村の茶臼山山

麓にある「川宇連ハナノキ自生

地」は、国の天然記念物に指定

されています。

クルマエビは、頭部から腹部

にかけてしま模様があり、体を

丸めると車輪のようになるこ

とから、この名がつきました。

1991 年に南知多町で「第 11 回

全国豊かな海づくり大会」が開

催されるにあたり、1990 年に

県の魚に選定されました。

あいちの県民歌

あいち 県民歌 

愛知県章

あいちのシンボル
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ジブリパークを2022年に実現

■5つのエリアのうち、3エリアの整備工事に着手するほか、

残りの2エリアの実施設計を実施 

■公園施設の整備・改修に向けた設計等を進めるほか、新た

な駐車場の整備に着手 

■公園周辺道路について、交通渋滞緩和に向けた工事に着手 

ステーションＡｉプロジェクトの推進

■PFI事業者の選定手続きを実施 

■早期支援拠点に統括マネージャーを配置するほか、サテラ

イト支援拠点の検討を実施 

■グローバルに活躍するスタートアップを育成するほか、優

れた海外のスタートアップを本県へ誘致 

■「あいち・なごやスタートアップ海外連携促進コンソーシ

アム」を設置 

「リニア大交流圏」の形成

■道路ネットワーク整備を推進するほか、港湾物流機能を強化 

■名古屋駅のスーパーターミナル化を推進するほか、名古屋

駅からの40分交通圏拡大に向けた検討や、中部国際空港、

東海道新幹線駅へのアクセス向上に向けた取組を実施 

■次期「リニモ沿線地域づくり重点プラン」を策定 

■刈谷駅においてホームの拡幅やコンコース拡張、ホームド

ア設置などを支援 

■エアポートセールスやアウトバウンドの促進 

■「愛知の住みやすさ」を広くPR  

■UIJターン支援センターで就職イベントや個別相談を実施

するほか、学生のUIJターン就職活動を支援 

産業首都あいち 

■愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」について、官民連携

による催事の開催を支援 

■中部国際空港やその周辺エリアにおいて、魅力ある機能整

備の具体化に向けた検討を実施 

■水素ステーションの整備や燃料電池フォークリフトの導入

を支援するほか、簡易水素充てん装置を活用した実証実験

を実施 

■自動運転について、実証実験や県民試乗によるモニター調査

を実施 

■自動車産業の研究開発施設用地である豊田・岡崎地区につい

て、東工区の約8割をトヨタ自動車へ引き渡すほか、残りの東

工区や西工区についても、引渡しに向け造成工事を実施 

■エアロマート・ツールーズへの県内企業の出展等を支援する

ほか、国際ビジネスや研究開発で活躍する高度人材や航空機

製造技能者の育成、工業高校の生徒等を対象としたインター

ンシップを実施 

■サービスロボットの社会実装に向けた研究開発や実証実験を

支援 

■航空宇宙、次世代自動車などの分野において、県外企業の新規

立地や県内企業の再投資、高付加価値のモノづくりを支える

研究開発や実証実験などを支援 

■中小企業への制度融資について、新たな短期つなぎ資金を創

設するほか、中小企業の資金繰りをきめ細かく支援 

農林水産業の振興 

■次期「食と緑の基本計画」の策定に向けて、関係団体等との

検討や調査に着手 

■農業施設の整備を支援 

■次世代技術を活用した本県独自の栽培管理技術を開発する

ほか、あいち米のブランド化を推進 

■アジア最大級の食品展示会へ出展するほか、海外の展示会

へ出展する事業者を支援 

■「あいち花マルシェ2020」を開催 

■飼養豚へのワクチン接種のほか、養豚農場における防鳥ネ

ット等の設置を支援するとともに、野生イノシシの捕獲や

経口ワクチンの散布を実施 

■畜産総合センター豚舎について、デザインビルド方式によ

る建築工事に着手するほか、小牧市内へ種鶏場を移転整備 

■森林公園及び緑化センターにおいて民間活力の導入を推進 

■スマート林業を推進するほか、エリートツリーや成長の早

い樹木の普及への取組を実施 

■森林、里山林及び都市の緑の整備・保全に取り組むほか、林

業従事者の養成、木材の利用促進、森林情報の整備に取り

組み、市町村が行う森林整備等を支援 

１ 県政のあらまし

県 の 重 点 施 策 

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、イベント等の事業を中止、または延期する可能性があります。
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■干潟・浅場の造成や、魚礁漁場の整備を推進するとともに、

波浪に弱い稚貝の定着を図る貝類増殖場を整備するほか、

新たな技術の導入を目指した実証実験を実施 

「人が輝くあいち」 

■県立工業高校の「工科高校」への校名変更や学科改編及び

城北つばさ高校の総合学科への改編に向けた準備を実施 

■スクールカウンセラーによる小中連携の相談体制を充実す

るほか、県立高校へのスクールソーシャルワーカーの配置

を拡充 

■中学校及び県立高校への部活動指導員や、小中学校へのス

クール・サポート・スタッフの配置を拡充するほか、スク

ールロイヤーを配置 

■県立学校について、改修工事を計画的に実施するほか、す

べての普通教室棟、管理棟及び一部の特別教室棟にある湿

式トイレの洋式化や床の乾式化を実施 

■ノーベル賞受賞者顕彰施設について、名古屋市科学館サイ

エンスホールの改修、展示コンテンツの整備を実施 

■経常費補助金の補助単価を引き上げるとともに、高等学校

及び専修学校高等課程の授業料及び入学納付金について、

補助制度を拡充するほか、専修学校高等課程と通信制高校

を併修している生徒に対する授業料及び入学納付金の補助

単価の上乗せや専修学校専門課程に対する補助を新設 

■幼稚園について、預かり保育の補助単価を引き上げるほか、

幼児教育の無償化を着実に実施 

■女性管理職の魅力を発信する冊子を作成するとともに、女

性管理職を囲んだ座談会を開催するほか、中小企業等への

専門家派遣による先進モデルの形成などの取組を実施 

■企業における女性活躍の好事例、活躍する女性のロールモ

デルを県内外の若年女性に向けて発信するほか、女性起業

家の事業拡大に対する支援を実施 

■「あいち子育て女性再就職サポートセンター」において、窓

口相談等を実施するほか、女性の就業を支援 

■イクメン・イクボスの普及拡大を図るほか、ワーク・ライ

フ・バランスを推進 

■生活困窮世帯やひとり親家庭の子どもの学習支援、子ども

食堂の開設支援、相談支援体制の充実などを実施 

■児童養護施設入所児童等の自立支援や子ども食堂の開設支

援、子どもの学習支援を実施 

■子育て家庭に寄り添うモデル事業を新たに実施 

■認定こども園・幼稚園・保育所、市町村が認可する地域型保

育事業への給付を行うほか、幼児教育・保育の無償化にも

対応 

■放課後児童クラブの設置を促進するなど、子育て支援事業

を着実に推進 

■潜在保育士の就職を支援するほか、保育補助者等を雇用す

る経費に対する助成を実施 

■増え続ける児童虐待に対応するため、児童相談センターの

機能を強化 

■ゲノム解析を基盤とした4つの重点プロジェクトを実施 

■認知症予防プログラムの開発及び認知症の人によるピア活

動を推進するほか、認知症の人と接する機会が多い職場向

けの対応プログラムの全県展開を実施 

■認知症疾患医療センターを新たに2カ所設置するほか、国立

長寿医療研究センターの機能を強化し研究を推進するため

の新棟整備を支援 

■オレンジタウン構想の具体的な取組を示す次期「アクショ

ンプラン」を策定 

■病床機能の分化・連携や在宅医療の充実、医療・介護従事者

の確保、介護施設等の整備を推進 

■高齢者が参加しやすいように配慮した通いの場を設置する

モデル事業を実施 

■高齢者の就労から生きがいづくりの一体的な支援や多世代

交流を通じた高齢者の活躍、地域の実情に応じた移動手段

の確保などのモデル事業や情報発信を実施 

■知的障害と肢体不自由の児童生徒に対応する特別支援学校

の校舎建設工事に着手するほか、みあい特別支援学校の校

舎を増築し、供用を開始 

■県立東浦高校の敷地内に設置する聾学校の分校の校舎の基

本設計及び実施設計に着手するほか、県立農業大学校の校

地へ移転する岡崎特別支援学校の基本設計や、市立守山養

護学校の校舎増築工事に対する支援を実施 

■意思疎通支援者の養成や派遣を行うほか、コミュニケーシ
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ョン支援アプリを開発 

■「あいち障害者雇用総合サポートデスク」の相談窓口を拡

充するほか、障害者の雇用拡大・職場定着支援を強化 

■障害者スポーツの実態と課題を検討する会議を開催するほ

か、県内スポーツ施設における障害者スポーツへの対応状

況などの調査を実施 

■国内外の大学との学生交流やスタートアップ支援など幅広

い分野における連携を強化し、本県の人材育成や海外高度

人材の誘致、地域の活性化等を推進 

■国内外の大学関係者にPRを行い、海外大学との連携を推進 

■「技能五輪全国大会」、「全国アビリンピック」を開催するほ

か、「技能五輪国際大会」の招致活動を実施 

■高等技術専門校の再編・整備について、岡崎校の新校舎建

設工事に着手するほか、短期間の職業訓練を拡充 

■「あいち就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」によ

る官民一体となった取組を推進 

■新たに就職氷河期世代を対象とした就職支援講座や職場実

習を行うほか、実践的な職業訓練等を実施 

■あいちひきこもり地域支援センターに、市町村支援員等を

配置するほか、市町村が実施するひきこもり対策を支援 

■就労に向けた基礎能力の形成や家計管理能力の改善に向け

た相談支援を実施するほか、支援対象者の掘り起こしや働

き掛けを行うアウトリーチ支援員を配置 

■「リカレントフォーラム」を開催 

観光あいち・魅力発信 

■「愛知観光プラットフォーム」を構築し、観光資源の磨き上

げ、周遊ツアーの造成、全国に向けたプロモーションなどを

連携して実施 

■城郭イベントの開催や首都圏におけるPR活動などを実施す

るほか、広域観光ガイドブックの作成や街道をテーマとし

たまち歩きテレビ番組を活用したPRを実施 

■広告動画を制作し、インターネットで国内外に向けて発信

するほか、その閲覧者の観光情報検索や宿泊予約行動を分

析するデジタルマーケティングを推進 

■多言語での情報発信に取り組むほか、海外の旅行会社やメ

ディアと強いつながりのある現地の事業者を、「観光レップ

（代理人）」として設置し、現地目線での効果的な誘客活動

などを実施 

■高級ホテルの立地を促進する補助制度を創設 

■次期「あいち山村振興ビジョン」を策定するほか、三河山間

地域の活力を創出 

文化・スポーツの振興 

■「断夫山古墳」の保存活用計画の策定に向け、発掘調査を実

施 

■「あいち朝日遺跡ミュージアム」のオープンに向けて、展示

物の製作、史跡の整備、広報活動を実施 

■「あいちトリエンナーレ」について、現行の実行委員会に代

わる新たな組織体制を検討 

■県立芸術大学の美術学部デザイン・工芸科「メディア映像

専攻」開設に向け、映像スタジオ棟の建設工事や既存施設

の改修工事に着手するほか、新彫刻棟の整備に向けた基本

設計を実施 

■FIA世界ラリー選手権（WRC）「ラリージャパン」の成功に向

け、開催機運の醸成を図るほか、大会会場の盛り上げなど

により開催を支援 

■「第20回アジア競技大会」について、個別の運営計画の検

討、メインの選手村となる名古屋競馬場跡地の後利用事業

者の公募・選定を実施 

■「第76回国民体育大会冬季大会」について、スケート競技会

（ショートトラック・フィギュア）及びアイスホッケー競

技会の円滑な大会運営等を実施 

■新体育館の整備について、事業者の募集・選定などを実施 

あいちのグローバル展開 

■オーストラリア・ビクトリア州及び中国・江蘇省との友好

提携40周年記念事業を実施し、更なる交流を推進 

■留学生の県内企業でのインターンシップや企業との交流会

の開催などを行うほか、帰国留学生の本県企業現地法人で

のインターンシップを実施 

■日本語に不慣れな外国人児童生徒に対応する小中学校の教

員の配置を拡充するほか、市町村が実施する「日本語初期

指導教室」の運営や多言語翻訳機を活用した教育を支援 

■外国人児童生徒数が多い県立高校への小型通訳機の配備を
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拡充するほか、県立定時制高校に就労アドバイザーを配置 

■「あいち地域日本語教育推進センター」を設置し、総括コー

ディネーターを配置するとともに、市町村が実施する日本

語教育関連事業を支援するほか、乳幼児期から高等学校卒

業までの各段階における日本語教育を推進 

安全・安心なあいち 

■木曽三川下流域（愛西市）におけるヘリポートや防災倉庫

等の実施設計を実施するとともに、西三河南部地域（西尾

市）における敷地造成及び地盤改良の実施設計を実施する

ほか、残る未決定地域について､整備候補地の選定を実施 

■市町村が実施する浸水津波避難施設の整備やハザードマッ

プの作成などの避難誘導支援事業について、補助率の引上

げなどを行い、地震・津波対策を一層促進 

■大規模災害時に後方支援を担う新たな防災拠点の整備に向

けた検討を実施 

■耐震診断、耐震改修、ブロック塀除却費用に対する補助を

実施 

■交通安全県民運動を中心とした取組を積極的に展開すると

ともに、車両運転中の「ながらスマホ」対策や歩行者保護、

高齢者の事故防止に取り組むほか、「あおり運転」を防止す

る啓発活動を実施 

■後付けの安全運転支援装置（ペダル踏み間違い急発進等抑

制装置）の購入設置費用に対する補助制度を創設 

■地域の治安や災害時の活動拠点である警察署について、改

築中の蒲郡警察署と西尾警察署が供用開始するほか、津島

警察署の建築工事を実施するとともに、豊川警察署の実施

設計、岡崎警察署の基本設計等や半田警察署の現地建替え

に向けたボーリング調査を実施 

■地域住民の安全・安心を守る交番・駐在所について、8交番・

1駐在所を建て替えるほか、長久手市内での新たな交番の建

築工事に着手 

■次期「愛知県食育推進計画」を策定 

環境首都あいちの推進  

■地球温暖化対策の取組を推進 

■太陽光発電施設やHEMS（家庭用エネルギー管理システム）、

住宅の断熱性能等を高める設備などの一体的導入を支援 

■次世代自動車について、本県独自の助成制度により導入を

支援し、普及を促進 

■循環型社会形成推進事業費補助金の補助メニューを拡充し、

民間事業者が行う廃プラスチック処理施設の整備に対する

支援を強化 

■COP15等に「国際先進広域自治体連合」として参加し、次期

世界目標における自治体の果たすべき役割の重要性を発信

するほか、本県の生物多様性の保全の取組成果や課題を検

証し、次期「あいち生物多様性戦略」を策定 

■ニホンジカの集中的かつ広域的な捕獲を実施 

■環境調査センターにおいて、環境分析の現場見学や新エネ・

省エネ設備を活用した新たな環境学習を実施 

東三河の振興 

■東三河地域への「新しい人の流れ」を創出する取組を進める

ほか、アウトドアスポーツを中心とした東三河スポーツツ

ーリズムを、市町村、観光団体等とともに推進 

■「奥三河DMO」の活動を支援するほか、移住定住促進のため

の起業支援などの取組を実施 

■時習館高校の「あいちグローバルハイスクール」の指定、豊

橋西高校の総合学科への改編、豊橋工業高校での本県初の

ロボット工学科の設置、渥美農業高校における「あつみ次世

代農業創出プロジェクト」を実施 

■豊橋特別支援学校の分教室「潮風教室」を開設 

■三河港について、神野西地区のふ頭用地の整備及び蒲郡地

区における大型自動車船が安全に寄港できる岸壁の延伸整

備を行うほか、三河港の更なる国際競争力の強化を図るた

め、港湾計画の改訂を実施 

地方分権・行財政改革の推進 

■次期「あいちビジョン」を本年秋頃に策定 

■産業振興や雇用対策、子育て支援、三河山間地域の振興な

ど幅広い施策を実施 

■「SDGs推進フェア」を開催し、SDGsに取り組む多様な主体の

ネットワーク化や県内への普及啓発を実施 

■「人財力」を強化するととともに、RPAを本格導入するほか、

テレワークの試行導入を実施 

■PFI方式により、運転免許試験場及び県営住宅を整備 

■県有施設について、個別施設計画の策定を進めるほか、長

寿命化に向けた調査や改修を実施 
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～天皇皇后両陛下御臨席 

のもと、本県で 40年ぶり 

の開催～ 

～技能がつなぐ、持続可能な 

未来の実現～ 

（写真：あいち技能五輪・アビリン 

ピック 2019 開会式）

あいち航空ミュージアムがオープン

～延床面積約 9 万㎡を 

誇る国内最大級の国際 

展示場が誕生～

（写真：Aichi Sky Expo 開業式典）

（写真：G20 愛知・名古屋外務大臣 

会合 地元高校生からの提言） 

～基本方針を発表、管理・ 

運営会社を設立～ 

（写真：基本合意書を締結） 

（写真：愛知県医療療育総合センター 

開所式） 

あいち発明の夏 2017 の開催

～4回目となる国内最大規模の国際 

芸術祭～ 

（写真：ピア・カミル≪ステージの幕≫、 

愛知芸術文化センター） 

～国際イノベーション都市 

への飛躍～ 

（写真：IMT Atlantique と覚書を 

締結） 

全国初、愛知総合工科高等学校専攻科の公設民営がスター 

～国際的なスポーツ大会による 

地域振興～

（写真：ラグビーワールドカップ 2019 TM

日本大会ファンゾーン in 愛知・豊田） 

～誰一人取り残さない社会 

の実現を目指して～

（写真：SDGs 未来都市選定証授与式） 

第 70 回全国植樹祭の開催

２０１９年の県の主な動き 

国際交流の推進

あいち技能五輪・アビリンピック 2019 の開催 

愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」がオープン

ジブリパーク構想が着実に前進

「SDGs 未来都市」に選定

「産業首都あいち」の更なる強化

「すべての人が輝くあいち」の実現に向けた施策の

推進 

国際的なスポーツ大会の開催

あいちトリエンナーレ 2019 の開催
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一般会計、特別会計、企業会計の 3会計を合わせて 4兆 1,822 億余円で、2019 年度当初予算に比べて 0.4％

の増加となっています。 

このうち、一般会計は 2兆 5,722 億余円で 2019 年度当初予算額に比べて 2.4％の増となっています。 

なお、地方消費税の税率引上げの影響で、都道府県間の清算金が歳入歳出ともに膨らんでおり、地方消費税

清算金支出を除いて比較すると 0.6％の増となります。 

2020 年度当初予算においては、県税収入は、企業収益の減速に加え、法人県民税の税率引下げの影響により、

法人二税において１割を超える減収が見込まれます。また、地方消費税は税率引上げによる影響が本格的に現

れるものの、税収に連動する税交付金等の支出が増加するため、実質収入としての県税収入は大幅な減少が見

込まれます。一方、歳出では、医療・介護などの扶助費をはじめとした義務的経費が引き続き増加し、2020 年

度当初予算の編成にあたっては、依然として多額の収支不足が見込まれました。 

引き続き厳しい財政状況の下ではありますが、2020 年度当初予算は、「日本一元気な愛知」、子ども・若者・

女性・高齢者・障害のある方など「すべての人が輝く愛知」、そして、県民の皆様すべてが豊かさを実感できる

「日本一住みやすい愛知」を実現し、愛知をさらに飛躍・前進させるという思いを込め、「愛知新起動」予算と

して編成しました。 

区分 予算額 伸 率 

一般会計 2 兆 5,722 億 4,500 万    円 2.4%

特別会計 1 兆 3,553 億 4,401 万 8 千円 1.2%

企業会計 2,546 億 3,979 万 9 千円 △18.2%

合計 4 兆 1,822 億 2,881 万 7 千円  0.4%

歳出規模と県税収入の推移 

（注）１ 2018 年度までは決算額。2019 年度は最終予算額。2020 年度は当初予算額。 

２ 歳出及び義務的経費は借換債除きの規模（義務的経費は最終予算額）。

２ 県の財政

2 0 2 0 年 度 当 初 予 算

県 財 政 の 現 況 

14,135
13,339

9,608 9,158 8,938 9,255
9,989

11,185
12,497 12,663

11,923 12,275 11,951 11,669

23,155 23,928
24,321

22,646 22,563 22,418 22,813
23,812

25,342
24,655 24,627 24,820 25,224 25,722

12,131 12,464

11,914 12,402 12,658 12,637 12,732 12,865 13,096 13,207
12,497 12,554 12,590 12,821

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000
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歳出 県税 義務的経費（人件費、扶助費、公債費）

（年度）

（億円）
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（2020 年 1月 1日現在住民基本台帳人口 7,575,530 人）

教育・スポーツ費  

66,366 円 

公債費  

49,113 円

◆目的別歳出（単位：億円）

◆性質別歳入（単位：億円） ◆県税税目別内訳 

県民の皆さんに納めていただく県税は、県がさまざまな施策

を進めるために必要となる大切な収入です。また、県の一般会

計歳入予算の中でも大きな割合を占め、重要な財源となってい

ます。その主なものは、県民税、事業税、地方消費税などです。

予算総額 

2 兆 5,722 億円 

2020 年度一般会計予算の状況 

総 額 

1 兆 1,669 億円 

県の歳出を行政目的によって、議会費、総務企画費、福祉医療

費、建設費、教育・スポーツ費等に分類したものを目的別歳出と

いいます。 

小学校、中学校、高等学校の教職員の人件費、高等学校整備費

及び私学助成などを主な内容とする教育・スポーツ費が 19.6％、

健康づくりや医療、福祉などの事業を行う福祉医療費が 16.9％、

また、県が借り入れた地方債の元利償還金等を支払う公債費が

14.5％を占めており、この 3費目で歳出全体の約 5割を占めてい

ます。

建設費 26,429 円

予算総額 

2 兆 5,722 億円 

議会費     441 円 

県民環境費  2,537 円 

諸支出金  65,244 円 

        など

県民一人当たり 

339,547 円 

◆県民１人当たりの一般会計歳出額（単位：円）

その他 68,399 円

農林水産費 9,968 円

警察費    22,755 円 

経済労働費 28,387円

福祉医療費 57,452円

総務企画費  

10,678 円 
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県の重要な政策の企画調整、国際化や広報・広聴などの仕事を

します。 

県の組織、法規、情報化、予算、税金、財産や、市町村の行財

政支援などに関する仕事をします。 

県の職員に関する仕事をします。 

地震などの防災対策や国民保護対策、消防、防犯、交通安全対

策などの仕事をします。 

消費者被害の防止や女性の活躍促進、文化芸術の振興など心豊

かに暮らせる県民生活を確保する仕事をします。 

生活環境・自然環境の保全や地球温暖化対策、資源循環の推進

などの仕事をします。 

障害者、高齢者及び児童の福祉などの仕事をします。 

健康づくりや保健、医療などの仕事をします。 

新型コロナウイルス感染症、その他感染症などの対策に関する

仕事をします。 

商工業の振興や産業立地などの仕事をします。 

産業人材の育成、就業促進、労働者の支援などの仕事をします。

観光や国際会議の誘致などの仕事をします。 

農業、水産業の振興や食育の推進などの仕事をします。 

農地・森林を守る仕事をします。 

道路・河川・港湾・空港などの社会基盤の整備や水資源対策な

どに関する仕事をします。 

土地対策、交通対策、公園の整備など街づくりを進める仕事を

します。 

建築の指導や県営住宅などに関する仕事をします。 

全国的、国際的なスポーツ大会の開催や選手育成などスポーツ

に関する仕事をします。 

県の現金の出納､会計に関する指導・審査及び決算の仕事をします。 

安全で安心できる水の確保・供給や、地域経済の発展に寄与す

る工業用地などを造成し分譲する仕事をします。 

県立病院において、がん・精神・小児の専門医療を提供する仕

事をします。 

３ 県の役割と組織 
知事・県議会の役割と県の仕事

提出された予算・条例

の案を審議・決定 

予算・条例の案を提出

議

決

機

関

執

行

機

関

県 議 会 
選挙で選ばれた議員（定数

102 人）により、予算・条

例・その他県政の重要な事

柄について決定します。 

知    事 
県の仕事（行政）を行うための予算・条例（県の法

律）の案を作り、県議会に提出したり、県議会で決

定されたことを実施します。 

行 政 委 員 会

知事から独立して仕事（行政）を実施します。

知 事 

公

営

企

業

知

事

部

局

政 策 企 画 局

保 健 医 療 局

県 民 文 化 局

防 災 安 全 局

総 務 局

人 事 局

福 祉 局

経 済 産 業 局

企 業 庁

病 院 事 業 庁

農 業 水 産 局

会 計 局

建 設 局

農 林 基 盤 局

都 市 整 備 局

ス ポ ー ツ 局

建 築 局

環 境 局

労 働 局

感 染 症 対 策 局
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名称【所管区域】 所在地・連絡先 名称【所管区域】 所在地・連絡先 

東三河総局 

【豊橋市､豊川市､蒲郡市､田原

市】 

〒440-8515  

豊橋市八町通 5-4  

☎0532-54－5111 Fax0532-53-1379 

西三河県民事務所【岡崎市､碧南市､

刈谷市､安城市､西尾市､知立市､高浜

市､額田郡】 

〒444-8551  

岡崎市明大寺本町 1-4  

☎0564-23－1211 Fax0564-23-4316

新城設楽振興事務所 

【新城市､北設楽郡】 

〒441-1365  

新城市字石名号 20-1  

☎0536-23－2111 Fax0536-23-2125

豊田庁舎【豊田市､みよし市】

〒471-8503  

豊田市元城町 4-45  

☎0565-32－▯▯▯▯

防災安全 7493､環境保全 7494､ 

産業労働 7498 

Fax0565-32-▯▯▯▯

防災安全､産業労働 6470､ 

環境保全 3975 

尾張県民事務所【一宮市､瀬戸

市､春日井市､犬山市､江南市､小

牧市､稲沢市､尾張旭市､岩倉市､

豊明市､日進市､清須市､北名古

屋市､長久手市､愛知郡､西春日

井郡､丹羽郡】 

〒460-8512 

名古屋市中区三の丸二丁目 6-1  

☎052-961－7211 Fax052-951-9106

海部県民事務所【津島市､愛西

市､弥富市､あま市､海部郡】 

〒496-8531  

津島市西柳原町 1-14  

☎0567-24－2111 Fax0567-26-0729

知多県民事務所【半田市､常滑

市､東海市､大府市､知多市､知多

郡】 

〒475-8501  

半田市出口町 1-36  

☎0569-21－8111 Fax0569-23-2354

名称【所管区域】 所在地・連絡先 名称【所管区域】 所在地・連絡先

東三河総局 

【豊橋市､豊川市､蒲郡市､田原

市】 

〒440-8515  

豊橋市八町通 5-4  

☎0532-54－5111 Fax0532-53-1379 

西三河県民事務所【岡崎市､碧南市､

刈谷市､安城市､西尾市､知立市､高浜

市､額田郡】 

〒444-8551  

岡崎市明大寺本町 1-4  

☎0564-23－1211 Fax0564-23-4316

新城設楽振興事務所 

【新城市､北設楽郡】 

〒441-1365  

新城市字石名号 20-1  

☎0536-23－2111 Fax0536-23-2125

豊田庁舎【豊田市､みよし市】

〒471-8503  

豊田市元城町 4-45  

☎0565-32－▯▯▯▯

防災安全 7493､環境保全 7494､ 

産業労働 7498 

Fax0565-32-▯▯▯▯

防災安全､産業労働 6470､ 

環境保全 3975 

尾張県民事務所【一宮市､瀬戸

市､春日井市､犬山市､江南市､小

牧市､稲沢市､尾張旭市､岩倉市､

豊明市､日進市､清須市､北名古

屋市､長久手市､愛知郡､西春日

井郡､丹羽郡】 

〒460-8512 

名古屋市中区三の丸二丁目 6-1  

☎052-961－7211 Fax052-951-9106

総局・県民事務所等の所管

行政委員会 

■教育委員会・・・・・・・・・・・・・ 学校教育に関することを始め､生涯学習の推進など教育全般の仕事を

します。 

■公安委員会（警察本部、警察署）・・・ 安全で平穏な日常生活を守るため､犯罪の予防・検挙､交通指導取締り､

あるいは少年補導､困りごと相談などの仕事をします。 

■選挙管理委員会・・・・・・・・・・・ 選挙が正しく公正に行われるための仕事をします。 

■監査委員・・・・・・・・・・・・・・ 県の会計経理などが正しく行われるように監査をする仕事をします。

■人事委員会・・・・・・・・・・・・・ 県職員の採用や待遇などを決める仕事をします。 

■労働委員会・・・・・・・・・・・・・ 労働組合又は個々の労働者と使用者との間に発生した労働紛争の解決

を援助する仕事をします。 

■収用委員会・・・・・・・・・・・・・ 公共事業に必要な土地の取得に伴う権利の調整をする仕事をします。

■海区漁業調整委員会・・・・・・・・・ 海で行われる漁業に係る調整をする仕事をします。 

■内水面漁場管理委員会・・・・・・・・ 河川等で行われる漁業に係る調整をする仕事をします。 

※ 豊田庁舎については、ダイヤルイン方式を採用していますので、 

電話番号の▯▯▯▯部分に各担当の 4桁の番号を入れておかけください。
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「広報あいち」毎月第１日曜日発行（中日新聞・朝日新聞・読売新聞・毎日新聞）

※ 広報広聴課ホームページにも、翌月曜日から掲載しています。

※ 視覚障害者の方のための音声コード版を県関係機関及び市区町村の窓口（福祉担当課室等）で提供して

います。御希望の方には、自宅へ送付しています。 

点字・声の広報あいち

点字広報あいち 奇数月 25 日発行 

視覚障害者の方で御希望の方の自宅などへ送付しています。 

※視覚障害者の方のための音声コード版を御希望の方には、自宅へ送付していま

す。 

声の広報あいち 偶数月 1日発行 録音図書を扱う公共図書館などで貸し出しています。 

テレビ・ラジオ

番 組 名 放 送 局 名 放 送 日 

まるまるあいち 名古屋テレビ 毎週木曜日 18:56～19:00 

（再放送毎週土曜日 5:15～5:17） 

（再々放送毎週木曜日 1:54～1:56） 

村上佳菜子の週刊愛ちっち 東海テレビ 毎週木曜日 21:54～22:00

こんにちは愛知県です 東海ラジオ 第 1･3 木曜日 10:35～10:38 

あいち県政リポート CBC ラジオ 第 2･4 土曜日 11:32～11:36 

AICHI SATURDAY TOPICS FM AICHI 第 1･3 土曜日 7:30～7:33 

AICHI SUNDAY TIPS ZIP-FM 第 1･3 日曜日 7:23～7:26 

あいちインターネット情報局

定例知事記者会見、県制作番組などを動画で配信しています。

ビデオ・ＤＶＤ（映画）

無料でお貸ししています。御希望の方は県広報広聴課、県図書館、県民相談・情報センター、各県民事務所 

広報コーナー（P34）などへお申し込みください。

■愛知のあゆみ 

愛知県の 2019 年度 1年間の主な取組や行催事などを紹介しています（約 20 分）。 

■愛知県政映画

過去に映画館などで上映したニュース映画等のＤＶＤです。当時の貴重な映像が満載です。

愛知県広報紙 

４ 県の広報広聴 

あいちインターネット情報局

広   報 
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広報動画

愛知の引力。 2016 年 2月制作 美しく躍動感ある映像で、愛知の素晴らしさを「心」に感じていただけるイメージ動画

広報刊行物

愛知の引力。 年 1回発行 愛知県の魅力をアピールするため、地域の魅力を写真で紹介しています。 

県政ガイドあいち 年 1回発行 県の施策や暮らしの情報・施設・相談窓口などをコンパクトに紹介しています。（本誌）

県政お届け講座
県政で疑問に思うこと、知りたいことを、職員が直接お伺いして説明します。職員の派遣費用は無料です。

県政世論調査
県政への関心や意向を把握し、今後の県政推進の基礎資料とするための調査です。年 2回実施します。 

県民意見提出制度（パブリック・コメント制度）
県の計画・指針等の策定や改定に当たり、幅広く県民の皆さんの意見を求める制度です。

インターネット広聴「県政への御提言」
インターネットを利用して県政に対する意見・提案をお聴きし、反映させるための制度です。

広   聴 

しっかりユウゾーくん 

いろいろキクヨちゃん

●ネットあいち施設予約システム 

https://www4.pref.aichi.jp/yoyaku/ 

次の14施設の利用申込み、空き情報の照会等ができます。 

熱田神宮公園/大高緑地/小幡緑地/牧野ケ池緑地/新城総合公

園/木曽川祖父江緑地/尾張広域緑道/あいち健康の森公園/

愛・地球博記念公園/愛知県体育館（ドルフィンズアリーナ）

/愛知県武道館/愛知県一宮総合運動場（いちい信金スポーツ

センター）/愛知県口論義運動公園/愛知県森林公園 

※ 各施設の概要については､県の施設ガイド(P39)を御覧く

ださい。 

｢ネットあいち」は、家庭や職場など身近な場所から 24時間、

パソコン、携帯電話などによって、県政情報の入手やスポーツ

施設の予約などができるシステムです。イベント情報や観光情

報、特産品や名所の紹介など、愛知の魅力を動画・写真・イラ

ストで紹介する「ワクワクあいち」を開設しています。今後も

内容を充実していきますので、ぜひアクセスしてください。 

■ネットあいちの接続方法 

●インターネット（公式 Web サイト）  

https://www.pref.aichi.jp/ 

●携帯電話用サイト 

http://www.pref.aichi.jp/mobile/ 

■愛知県のＳＮＳ情報はコチラ 

https://www.pref.aichi.jp/joho/wakuwaku/sns/

ネ ッ ト いあ ち

「ネットあいち」インターネット画面（https://www.pref.aichi.jp/）

愛知県 県政お届け講座 

愛知の引力。 

愛知県 県政への御提言 
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日本のほぼ中央に位置し、南は太平洋に面し、西

は三重県、北は岐阜県、北東は長野県、東は静岡県

と接しています。 

面積は約 5,170km2です。大都市圏を抱える県とし

ては、森林や農地の割合も高く、比較的緑豊かで、

ゆとりのある土地利用と言えます。 

年間を通して温和で、降雨は夏季に多く、冬季に

少ないです。渥美半島と知多半島南部は黒潮の影響

を受けて温暖ですが、北東部の山間地域ではやや冷涼で、気温の較差がかなりみられます。

755 万 2,873 人（推計：2019 年 10 月 1 日現在）で、東京都、神奈川県、大阪府に次いで 4 位です。県内市

町村のうち、最多は名古屋市の 232 万 7,557 人、最少は豊根村の 1,031 人です。

５ あいちのあらまし 

位 置

面 積

気 候

人 口

出典：国土地理院ＨＰ 

愛知県の人口ピラミッド （2019年10月1日現在） 年齢不詳は除いています。
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(1971～1974年)

老年人口

65歳以上

生産年齢人口

15～64歳

年少人口

15歳未満
約48万3千人

約222万1千人

約83万4千人 約103万4千人

約239万3千人

約50万8千人
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産業別では、第三次産業（卸売・小売業等）の割合

が過半数、第二次産業（製造業等）の割合が約 4割を

占めています。全国に比べ、製造業の構成比が極めて

高いところが特徴です。

（2017 年度あいちの県民経済計算） 

商業合計では、事業所数・従業者数・年間商品販売

額ともに、東京都・大阪府に次いで全国第 3位です。 
合計 卸売業 小売業 

事業所数  77,110  25,054  52,056 

従業者数 

（人） 
724,971 280,246 444,725 

年間商品販売額

（億円） 
416,565 331,821  84,744 

（総務省・経済産業省「平成 28 年経済センサス-活動調査 産業別集計（卸売業、

小売業）」）

本県は全国有数の工業県で、製造品出荷額等は 48

兆 6,435 億円（2018 年）と 42 年連続全国第 1位です

（従業者 4人以上の事業所）。 

2018 年の県内貿易港 4港（名古屋港、衣浦港、三

河港及び中部国際空港）における輸出額は約 16兆 4

千億円（全国割合 20.1％）、輸入額は約 7兆 5千億円

（同 9.0％）、差引額約 8兆 9千億円の輸出超過でし

た。 

輸出額、輸入額、輸出超過額ともに前年と比べて増

加しました。 

（財務省貿易統計資料等を基に（公財）あいち産業振興機構まとめ）

農業産出額は 3,115 億円（2018 年）と全国第 8 位

で、中でも花きは 57 年連続日本一。木材・木製品出

荷額は全国第 4 位（2017 年）です。漁業では、あさ

り類・くるまえび・あゆ（養殖）が生産量日本一（2018

年）。他にも、くろだい（へだい含む）・がざみ類・し

らす・養殖うなぎ・金魚など全国上位を占める魚種が

多くあります。 

商 業

６ あいちの産業 

貿 易

農 林 水 産 業

工 業愛知県は製造業日本一
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暮らしの中に花を取り入れる「花いっぱい県民運動」の取組として、『今月のあいちの花』を定めています。

伊勢湾・三河湾の豊かな海から水揚げされたり、愛知県で養殖生産される様々な魚介類から、季節毎に 2種
類ずつ選定しています。 

■キャベツ ■しそ(おおば) ■ふき ■いちじく ■きく ■ばら ■洋ラン類(鉢)

■観葉植物 ■シクラメン ■サボテン類(鉢) ■名古屋コーチン ■うずら卵 ■あさり類 ■あゆ(養殖) 

春 夏 秋 冬 

■アサリ 

干潟の恵み 

味も漁獲も日

本一 

■ウナギ

夏バテ防止の

栄養たっぷり 

高い養殖技術

により柔らか

くて美味しい

■ガザミ 

別名「ワタリガ

ニ」 

漁獲量全国3位 

種苗放流によ

り資源増大を推進

■トラフグ 

冬の味覚の王

様 

全国有数の天

然トラフグの

産地 

■コウナゴ 

徹底した資源

管理で有名 

伊勢湾・三河

湾に春を告げ

る魚 

■シラス 

カルシウム豊富

なちりめんじゃ

こ 

水産エコラベル

を取得

■スズキ 

呼び名が変わ

る出世魚 

全国有数の漁

獲量

■ノリ 

伊勢湾・三河湾

の冬の風物詩 

風味豊かで美

味しい

4月 

アジサイ 

5 月 

ハナショウブ

6月 

スプレーギク

7月 

ピンポンマム 

8 月 

グロリオサ 

9 月 

ケイトウ 

10 月 

コチョウラン

11 月 

シンビジウム 

12 月 

ポインセチア

1月 

和物 

2 月 

リーガスベゴニア

3 月 

スプレーバラ

日本一（産出額・生産量等）の農林水産物

あいちの四季の魚

今月のあいちの花



17 

地震に対する備えは大丈夫ですか？
地震はいつ起こるか分かりません。日頃から、大地震に直面した場合はどうなるか、どうするかを想定して

おく必要があります。停電や断水のほかガラス等の飛散によるケガ、交通の遮断による飲料水や食料等の不足
などが考えられます。地震に備えた、あなたの準備は大丈夫ですか。

住宅の耐震対策は大丈夫ですか？
阪神・淡路大震災（1995 年）では、死亡原因の約 8割が家屋の倒壊や家具の転倒による圧死でした。  
家族の命を守るためにも、自宅の耐震対策や家具の転倒防止をしておくことが必要です。

部屋の中の安全対策は大丈夫ですか？

筋交いの設置

合板の設置

筋交いの設置

耐震改修の例
愛知県内の全市町村で､旧耐震基準建築の木造住宅(1981 年 

5 月 31 日以前に着工)について無料で耐震診断を受けることが

できます。 

また、耐震診断の結果「倒壊する可能性がある」又は「倒壊

する可能性が高い」と判断された場合、耐震改修費の補助を受

けることができます（※耐震改修補助については、市町村によ

り補助額等が異なります）｡ 

お申込み・お問合せは、お住まいの市町村の窓口へ。 

担当課⇒http://www.aichi-jishin.jp/project/sisaku.html 

（県窓口：県建築局公共建築部住宅計画課 052-954-6549） 

1981 年から 2000 年までに建築された木造住宅についても、

耐震性を確認する方法が国により別に定められました。

７ くらしの安心・安全 

家具の転倒・落下によって怪我をし

たり、倒れた家具が出入口をふさいで

避難できなくなったりします。日頃か

ら家具の固定をしたり、配置を工夫し

たりして地震に備えましょう。 

愛知県防災安全局では、災害に備

え、御家庭や事業所で家具固定に取り

組んでいただけるよう、家具固定に関

する相談窓口を設置しています。 

家具固定について疑問点などがご

ざいましたら、以下の相談窓口へお

問合せください。 

家具固定相談窓口：052-954-6700（ダ

イヤルイン） 

また、家具等の転倒防止について

は、以下のホームページも御覧くだ

さい。 

①家具等転倒防止対策推進事業 

https://www.pref.aichi.jp/soshik

i/bosai/0000085258.html 

②防災・減災カレッジ 

https://www.pref.aichi.jp/soshik

i/bosai/0000003405.html

家具の転倒防止をし、

地震に備えましょう！

1981年5月31日以前着工の木

造住宅に住んでいる。

無料耐震診断を実施しました

か。
YES

NO

NO

YES
必要に応じて

耐震改修をしましょう！ 

まずは無料耐震診断で

住宅の強さを調べましょう！

地  震  対  策

※建物の耐震性についてもチェックしましょう！ 
（１９８１年５月３１日以前に着工された木造住宅の無料耐震診断を実施しています。詳しくはお住まいの市町村にお問合せください。）
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外出先で大規模地震が発生したら…

徒歩帰宅するときは…
“徒歩帰宅支援ステーション”ステッカーを貼ったコンビニエンスストア、ガソリ
ンスタンド、郵便局等では、水道水、トイレ、災害情報の提供を受けることができ
ますので、日頃から場所を確認しておきましょう。

家庭内での火災をいち早く知らせてくれる「住宅用火災警報器」を取り付けましょう！
愛知県の 2019 年中の住宅火災の死者数（放火自殺者を除く）は 43人（速報値）で、その多くが逃げ遅れによ

るものです。

住宅用火災警報器の電池の寿命の目安は約 10 年。 
「いざ」というときに適切に作動するよう、火災予防運動の時期などに定期的に作動確認 
を行い、古くなったら交換しましょう。 
（愛知県では、2008 年 6 月 1日以降、全ての住宅に設置が義務付けられています。） 

私たち消費者のまわりには、様々な消費者トラブルがあります。 
「自分は大丈夫！」と思っていても、その手口は巧妙かつ悪質で、誰もがトラブルに巻き込まれる可能性が

あります。 
日頃から「消費者トラブルに遭わないための 7か条」を実践し、自己防衛を心がけましょう。

消費者トラブルに遭わないための 7か条
■見知らぬ訪問者は家に入れない 
■知らない人に簡単に個人情報を教えない 
■いらないものは「いりません！」と、きっぱり断る 
■その場で契約したり、お金を渡したりしない 
■契約前に、契約書や説明をよく読む 
■家族や友人、消費生活相談窓口に相談する 
■留守番電話機能や番号表示サービス、着信拒否機能などを活用する 

「あいち暮らしＷＥＢ」を活用しよう！
消費者トラブルの手口や対処法を始め、暮らしに関わる総合サイトとして、お子様から高齢者の方まで幅広

く御利用いただけます。https://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/ 
「消費者トラブルかな？」と思ったら、一人で悩まず、お住まいの市町村の消費生活相談窓口又は愛知県消

費生活総合センター（P33）へ御相談ください。 

■災害に対する事前の備えと心構えについて解説した防災チェックガイド「防災・減災備Ｌ（そなえる）ガイド」 

ダウンロードはこちら⇒https://www.pref.aichi.jp/bousai/sonael/ 

■お住まいの地域周辺の防災マップを見ることができるなど、防災に関していろいろ学ぶことができる「愛知県防災学習システム」も御覧ください！

⇒https://www.quake-learning.pref.aichi.jp/ 

■「あいちシェイクアウト訓練」に参加して、地震から身を守るための３行動、「①姿勢を低く②頭を守り③じっとする」を習得しましょう！

詳細はこちら⇒https://aichi0901.pref.aichi.jp/

鉄道など公共交通機関の運行が停止され

ることが予想されます。 

運行再開の見通しが立たない状態で、多く

の人が駅などに集中し、道路に人があふれる

と、救急・救助活動の妨げとなったり、火災

や余震による建物倒壊や落下物等の危険か

ら逃れられず、けがをしたり、命を落とす恐

れもあります。 

職場や避難場所等の安全な場所にとどま

るようにしましょう。

最新情報の取得に有効なアプリ 

■インターネットラジオ    

radiko.jp    らじる☆らじる 

■ワンセグ 

目的地までの距離・ルート確認用アプリ 

Google マップ 

※twitter、facebook、mixi など SNS の活

用も有効です。

大勢が一斉に電話しようとすると、回線が混

み合ってつながりにくくなることがありますの

で、安否確認には災害用伝言ダイヤルや災害用

伝言板サービスを活用しましょう。 

災害用伝言ダイヤル（171）クリックマニュアル

情報収集を心がけようむやみに移動を開始しない 災害用伝言ダイヤルを活用しよう

遠くの自宅より

近くで待避！ 

あいち防災キャラクター 防災ナマズン 

消 費 生 活 

徒歩帰宅支援ステーションステッカー

住 宅 防 火 
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歩行者は・・・

■夕暮れ時や夜間、早朝の外出には、明るい色の服装や反射材を着用しましょう。
■道路を横断するときは手を挙げて、ドライバーに横断する意思を伝えましょう。 
■信号無視や飛び出しなどは絶対にせず、交通ルールをしっかりと守りましょう。

自転車利用者は・・・

■自転車に乗るときは、ヘルメットを着用しましょう。
■自転車は定期的に安全点検をしましょう。
■自転車も車両です。信号や一時停止等の交通規制に従うなど、交通ルールを遵守しましょう。 
■万が一に備え、自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。

ドライバーは・・・

■県内の交通死亡事故の約 8 割は、ドライバー（原付以上）の法令違反が原因です。飲酒運転やあおり運転、
車両運転中のながらスマホ等の危険運転は絶対にせず、交通ルールを遵守し、思いやり運転を実践しましょ
う。 

■横断歩道等を横断しようとする歩行者を見かけたら、手前でしっかり止まりましょう。 
■後部座席を含めた全ての座席で、シートベルト・チャイルドシートを正しく着用しましょう。
■高齢ドライバーによる事故を防止するため、衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置等を

搭載した車（安全運転サポート車）への乗り換えや、後付けの安全運転支援装置の活用などを御検討くださ
い。また、運転に不安を感じる方やその御家族は、運転免許証の自主返納を御検討ください。

住まいの防犯対策

住宅を対象としたドロボウの被害は、昨年、13 年ぶりに全国ワースト 1 位を
返上しましたが、依然として多発しています。
■侵入までに時間のかかる建物部品を取り付ける。 
■短時間の外出、在宅中、就寝中を問わず、窓やドアのカギをかける。 
■周囲に侵入を知らせる警報機、防犯砂利、センサーライト等を設置する。 
■御近所の絆で監視力を高める。

自動車の防犯対策

自動車盗の認知件数は減少傾向にありますが、特定の車種で盗難被害が多発しています。 
■車から離れるときは必ずエンジンキーを抜き、ドアロックをする。 
■ハンドル固定装置、タイヤロック等の複数の盗難防止装置を取り付ける。 
■ナンバープレート盗難防止ネジに交換する。 
■「リレーアタック」対策として、「金属の缶にスマートキーを入れる」「スマートキーを節電モードにする」

など、スマートキーを遮断する対策。 
■照明設備が整っている明るい管理された駐車場を利用する。 

特殊詐欺の被害防止対策 

特殊詐欺の、2019 年中の被害額は 10 億円を超え、多発しています。 
■固定電話は在宅時でも「留守番設定」にする。 
■固定電話の近くに連絡表（相談する家族や警察署の電話番号）を貼っておく。 
■電話に出た場合、落ち着いて話の要点をメモし、電話を切った後は家族や警察などに相談する。 
■他人にキャッシュカードを渡したり、キャッシュカードの暗証番号を尋ねられても教えない。 

さらに詳しい防犯対策については愛知県警察ＨＰを御覧ください。https://www.pref.aichi.jp/police/ 

防 犯 

住宅等の防犯部品

交 通 安 全 
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もしかして食中毒？
食事の後に、腹痛・下痢・嘔吐・発熱などの症状がでてきたら、食中毒の可能性があります。

■まずは、速やかに医療機関を受診しましょう。 

■また、食中毒が疑われる場合は、最寄りの保健所に相談してください。

■吐いたものや便を処理するときは、直接手を触れないで、ゴム手袋などを利用しましょう。 

もしも触ってしまったら、石けんを十分に泡立てて、流水でしっかり洗い流しましょう。 

おかしな食品をみつけたら・・・
「異物が入っている」「カビが生えている」「腐敗している」など、購入した食品に不良が見つかる場合があり
ます。
■健康被害がある場合には、まず医療機関を受診しましょう。 
■おかしな食品は食べずに他の食品と分け、その食品の製造者や販売店に申し出てください。
■また、最寄りの保健所でも相談を受け付けています。相談の際は、購入先やその食品の製造者がわかるよう
に、その食品とレシートや食品が入っていた容器包装などを持って、早めに御相談ください。 

インフルエンザとは
インフルエンザは、急な発熱や頭痛、関節痛などの全身の症状のほか、肺炎や脳症などを併発して重症化す

ることがあり、高齢者やお子さんは特に注意が必要です。 
季節性のインフルエンザは、毎年 11 月下旬～1月頃から 3月にかけて流行します。

インフルエンザの予防
インフルエンザの予防には、「人混みを避ける、こまめに手洗いをする、十分な睡眠・栄養をとる」など体

調を整えるとともに、「ワクチンの接種」を受けましょう。 
インフルエンザワクチンは、発症する確率を減らし、もし発症しても重症化を予防する効果があります。12

月中旬までを目安に毎年ワクチンの接種を受けることをおすすめします。

新型インフルエンザ対策
新型インフルエンザは、人間にとっては免疫を獲得していない未知のウイルス

により、急速に感染が広がり世界的大流行（パンデミック）を引き起こし、私た
ちの健康だけではなく社会機能にも影響を及ぼすおそれがあります。 

愛知県では、(1)感染拡大を可能な限り抑制し県民の生命及び健康を保護し、 
(2)県民の生活及び経済に及ぼす影響が最小となるようにするために「愛知県新型
インフルエンザ等対策行動計画」を定め、抗インフルエンザウイルス薬の備蓄を
始め医療体制の整備などを進めています。 

新型コロナウイルスとは
「新型コロナウイルス感染症（SARS-CoV2）」は、コロナウイルスのひとつです。コロナウイルスには、一般

の風邪の原因となるウイルスや、SARS-CoV（重症急性呼吸器症候群コロナウイルス）や MERS-CoV（中東呼吸器
症候群コロナウイルス）が含まれます。 

新型コロナウイルス感染症では、多くの症例で発熱、呼吸器症状（咳嗽、咽頭痛、鼻汁、鼻閉など）、頭痛、
倦怠感などがみられます。嗅覚障害、味覚障害を訴える患者も多く、高齢者、基礎疾患、喫煙歴のある患者で
は重症化のリスクがあります。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために 
新型コロナウイルスの感染経路の中心は飛沫感染と接触感染です。 

新型コロナウイルスの感染防止のため、一人一人が基本的感染対策である「身体的距離の確保」「マスクの着 
用」「手洗い」などの「新しい生活様式」を実践するとともに、「換気の悪い密閉空間」「多数が集まる密集場
所」「間近で会話や発声をする密接場面」の三つの密を避けて行動してください。

食 中 毒 

インフルエンザ

新型コロナウイルス感染症 
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1980 年 5月にオーストラリアのビクトリア州、同年 7月に中国の江蘇省と、2019 年 5 月に中国の広東省と

友好提携を結び、文化・経済・教育などさまざまな分野において活発な交流を進めています。

緑豊かな州の愛称は「ガーデン・ステイト」です。州の面積は、オー

ストラリア全土の 3％に過ぎませんが、GDP は約 23％を占めています。

自動車・航空機・バイオ技術・食品産業などが盛んで、本県からも自動

車産業を中心に多くの企業が進出しています。 

■州都：メルボルン ■面積：227,400km2（本州とほぼ同じ）

■人口：663 万人（2019 年現在）（愛知県の 88％）

長江（揚子江）が省内を貫流し、肥沃な土地と水利に恵まれた「魚と米

の郷」ともいわれています。また、工業が発達した地域であり、機械・電

子・自動車・石油化学工業などが盛んで、本県からも多くの企業が進出し

ています。

■省都：南京 ■面積：102,600km2（愛知県の 20 倍）

■人口：8,070 万人（2019 年現在）（愛知県の 11 倍）

「食は広州にあり」と言われるように、広東料理で有名な美食の都として

知られています。また、自動車、電機機械、電子通信などの製造業を中心に

経済発展を遂げており、本県からも多くの企業が進出しています。

■省都：広州 ■面積：179,700km2（愛知県の 35 倍）

■人口：1億 1,346 万人（2018 年現在）（愛知県の 15 倍）

このほか、友好交流や相互協力に関する覚書（MOU）を、アジアでは、タイのバンコク都、韓国の京畿道、ベ

トナムのホーチミン市と、欧米では、米国のテキサス州、ワシントン州、インディアナ州、ケンタッキー州、

ベルギーのブリュッセル首都圏、フランダース地域、ワロン地域、フランスのオクシタニー地域圏、ブラジル

のサンパウロ州と締結し、友好関係を築いています。

８ あいちの友好提携先 

ビ ク ト リ ア 州

江 蘇 省

ビクトリア州 メルボルン

広 東 省

広東省 広州 

江蘇省 南京
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原始・古代 

愛知に人々の営みが認められるのは旧石器時代からです。縄文時代には豊かな海の幸を背

景に日本有数の貝塚が形成され、弥生時代には稲作が始まり、各地に多数の集落が営まれま

した。古墳時代にはヤマト王権と東国を結ぶ交通の要として発達し、東海地方最大の前方後

円墳である断夫山
だ ん ぷ さ ん

古墳が築造されました。奈良・平安時代には良質な陶土に恵まれて焼き物

の生産が発達し、日本で初めて釉薬
ゆうやく

をかけた陶器が生産されました。

中世・近世

鎌倉時代には、熱田大宮司の孫にあたる源頼朝が幕府を開きました。室町時代には、三河

出身の足利一門である一色氏・細川氏・吉良氏が幕府成立の原動力になり、三管領
かんれい

の一つ斯波
し ば

氏が尾張国の守護となりました。戦国時代には、尾張国守護代家の家老職出身の織田信長に

より天下統一が進められました。桶
おけ

狭間
は ざ ま

の戦い・長篠
ながしの

の戦いでは信長の革新性がいかんなく

発揮され、その後、豊臣秀吉・徳川家康と愛知（尾張・三河）から天下人が世に送られまし

た。 

江戸時代には、尾張は御三家の一つ尾張徳川家が治める尾張藩の地、三河は徳川氏発祥の

地であったため、愛知は幕府にとって重要な意味を持ちました。江戸と上方を結ぶ陸路・水

路の要所となり、豊かな土地にも恵まれ、産業・文化ともに栄えました。 

近代

東海道本線・中央本線の開通、名古屋港の整備、明治用水の通水などの社会基盤づくりが

進み、織物・陶磁器・瓦などの生産や、野菜栽培・養鶏などが盛んになり、愛知の農業は、日本の農業をリー

ドしました。「人生劇場」の尾崎士郎、日本画の川合玉堂らを輩出し、舞踊・茶道・華道も広く行われました。

現代

名古屋市などが空襲の被害を受けましたが、戦災復興は積極的に進められました。その

後、伊勢湾台風の被災を乗り越え、愛知用水の通水、東海道新幹線の開業、東名・名神高

速道路の開通などの社会基盤が着実に整備されました。現在は屈指の農

業生産県・全国一の工業生産県として日本の産業発展をリードしていま

す。平成 4（1992）年に総合的な芸術文化の拠点として愛知芸術文化セン

ターがオープンし、平成 17（2005）年に、2005 年日本国際博覧会（愛知万博）の開催、中

部国際空港（セントレア）の開港の二大事業の成功後、生物多様性条約第 10 回締約国会議

（ＣＯＰ10）や持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）に関するユネスコ世界会議、国際芸

術祭「あいちトリエンナーレ」、世界最大の女子マラソン「名古屋ウィメンズマラソン」の開催、さらに平成

28（2016）年には「第 20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」の開催が決定しました。また、平成 29（2017）

年には、県営名古屋空港に「あいち航空ミュージアム」がオープンするなど、力強く飛躍し続けています。令

和元（2019）年には、「ラグビーワールドカップ 2019 日本大会」が全国 12 会場の一つとして豊田スタジアム

で開催されました。また、同年 11月には、Ｇ20愛知・名古屋外務大臣会合が開催されました。

律令体制以前は、尾張（木曽川・庄内川地方）、三河（西三河の矢作川地方）、穂（東三河の豊川地方）に分

かれていましたが、律令制下で尾張・三河の 2 国となり江戸時代まで続きました。明治 4（1871）年の廃藩置

県で 12 県が置かれた後、尾張（知多郡を除く）は名古屋県、三河と尾張の知多郡は額田県となりました。そ

の後、名古屋県は愛知県と改められ、額田県を廃して愛知県の管轄に移し、尾張・三河は愛知県として統合さ

れました。当時は 2,900 を超える町村がありましたが、現在は 54市町村（38 市 14 町 2 村）となっています。 

愛知芸術文化センター

中部国際空港 

（セントレア）

長篠合戦場跡 

（新城市）

断夫山古墳 

（名古屋市熱田区）

あ ゆ み 

岡崎城 

（家康の生誕地）

９ あいちのおいたち 

沿   革
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万葉集巻三の高市
たけちの

黒人
くろひと

の歌「桜田
さくらだ

へ鶴鳴
た づ な

き渡
わた

る年魚市潟
あ ゆ ち が た

 潮干
し お ひ

にけらし鶴鳴
た づ な

き渡
わた

る」に詠まれている「年魚

市潟」の「あゆち」が「あいち」に転じたと言われています。廃藩置県後、県庁が愛知郡の名古屋城内に置か

れたところから県名に採用されました。 

明治 5（1872）年 11 月 27 日に誕生した愛知県の庁舎は、名古屋城内に置かれました。そ

の後、明治 7（1874）年に古渡町の東本願寺別院、明治 10（1877）年に南久屋町、明治 33

（1900）年に南武平町と現名古屋市内を転々とし、昭和 10（1935）年 10 月に現在の本庁舎

の建設が着工され、昭和 13（1938）年 3月 22 日に完成しました。 

昭和 39（1964）年 6 月に西庁舎、昭和 45（1970）年 7 月に愛知県警察本部庁舎、昭和 50

（1975）年 5月に議会議事堂、昭和 60（1985）年 12 月に自治センター、平成 6（1994）年 3

月に愛知県警察本部北館が完成し、現在に至っています。 

平成 26（2014）年 12 月 10 日、本庁舎は、隣接する名古屋市役所本庁舎とともに、国の重要文化財に指定さ

れました。 

明  治 
5(1872)年 愛知県誕生 
12(1879) 最初の県議会議員選挙 
19(1886) 鉄道開通（武豊～熱田間） 
22(1889) 大日本帝国憲法発布 
24(1891) 濃尾大地震 県内死者 2,459 人 
25(1892) 県人口 150 万人をこえる 
27(1894) 日清戦争勃発 
31(1898) 名古屋市内に電話開通 加入者 200 人 
37(1904) 日露戦争勃発 
45(1912) 国際オリンピック初参加 

大  正 
3(1914)年 第 1次世界大戦勃発 
9(1920) 第 1 回国勢調査 人口 208 万 9,762 人 
12(1923) 関東大震災発生 

昭  和 
8(1933)年 名古屋市役所（現本庁舎）完成 
13(1938) 県庁（現本庁舎）完成 
14(1939) 第 2 次世界大戦勃発 
20(1945) 三河地震発生 

  終戦 
21(1946) 日本国憲法発布 
25(1950) 愛知県章制定 

愛知で第 5回国民体育大会開催 
29(1954) 名古屋テレビ塔完成 
31(1956) 佐久間ダム完成 
32(1957) 地下鉄開通（名古屋～栄町間） 
33(1958) 愛知県地方計画（第 1次）策定 
34(1959) 伊勢湾台風 県内死者 3,168 人 

名古屋城天守閣再建 
36(1961) 愛知用水完工 
39(1964) 県庁西庁舎竣工 

  名神高速道路開通（一宮～神戸間） 
東海道新幹線開業（東京～新大阪間） 

  東京で第 18 回オリンピック開催 
41(1966) 県立大学・県立芸術大学設置 
42(1967) 県人口 500 万人をこえる 
43(1968) 豊川用水完工 
44(1969) アポロ 11 号、人類初の月面着陸に成功 

東名高速道路開通（東京～小牧間） 
45(1970) 大阪で日本万国博覧会開催 

県警察本部庁舎竣工 
47(1972) 札幌で冬季オリンピック開催 

沖縄返還 
48(1973) 第 1 次石油危機
50(1975) 県議会議事堂竣工 

 沖縄国際海洋博覧会開催 

53(1978) 新東京国際空港（成田空港）開港 
54(1979) 愛知で第 30回全国植樹祭開催 
60(1985) 国際科学技術博覧会（「科学万博－つくば’85」）開

催 
県自治センター竣工 

63(1988) 愛知環状鉄道開業（岡崎～高蔵寺間） 
平  成 

元(1989)年 消費税導入（3%） 
名古屋で世界デザイン博覧会開催 

2(1990) 東西ドイツ統一 
3(1991) 愛知で第 11回全国豊かな海づくり大会開催 
4(1992) 愛知芸術文化センター（栄地区）開館 
6(1994) 愛知で第 49回国民体育大会（わかしゃち国体）開催

県警察本部北館竣工 
7(1995) 阪神・淡路大震災発生 

 地下鉄サリン事件 
10(1998) 長野で冬季オリンピック開催 
11(1999) 県人口 700 万人をこえる 
12(2000) 東海地方で記録的な豪雨 
14(2002) 県地方機関の再編 

日韓ワールドカップ開催 
15(2003) 愛知で第 27回全国育樹祭開催 

上飯田連絡線開業 
16(2004) 西名古屋港線（あおなみ線）開業 
17(2005) 中部国際空港・県営名古屋空港開港 

東部丘陵線（リニモ）開業 
愛知で 2005 年日本国際博覧会（愛知万博）開催 

18(2006) 愛・地球博記念公園（モリコロパーク）開園 
22(2010) あいちトリエンナーレ初開催 

愛知で生物多様性条約第 10回締約国会議（COP10）開
催 

23(2011) 東日本大震災発生 
24(2012) 名古屋ウィメンズマラソン初開催 
26(2014) 愛知で持続可能な開発のための教育（ESD）に関する

ユネスコ世界会議開催 
技能五輪・アビリンピックあいち大会 2014 開催 
県庁本庁舎・名古屋市役所本庁舎、国の重要文化財に
指定 

27(2015) 入鹿池の世界かんがい施設遺産登録 
28(2016) 県人口 750 万人をこえる 

明治用水の世界かんがい施設遺産登録 
29(2017) あいち航空ミュージアムオープン 

松原用水・牟呂用水の世界かんがい施設遺産登録 
令  和 

元(2019)年 愛知で第 70回全国植樹祭開催 
ラグビーワールドカップ 2019 日本大会開催 

 あいち技能五輪・アビリンピック 2019 開催 
G20 愛知・名古屋外務大臣会合開催 

愛知県庁本庁舎

あいちの地名の由来

愛知県庁舎の歴史 

略 年 表 
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健康

健康管理
健康に関する相談は？
【問】最寄りの保健所 
■保健所(県所管) (相談専用番号)

一宮【一宮市､稲沢市】 ☎ 0586-72-0321 (72-1699)

Fax0586-24-9325 

稲沢保健分室【(稲沢市)】 ☎ 0587-21-2251 (23-1699)

Fax0587-24-1846 

瀬戸【瀬戸市､尾張旭市､豊明市､ 

日進市､長久手市､愛知郡】 

☎ 0561-82-2196 (21-1699)

Fax0561-82-9188 

豊明保健分室【(豊明市､日進市､

愛知郡)】 

☎ 0562-92-9133 (92-1699)

Fax0562-93-8947 

春日井【春日井市､小牧市】 ☎ 0568-31-2188 (34-1699)

Fax0568-34-3781 

小牧保健分室【(小牧市)】 ☎ 0568-77-3241 (77-0699)

Fax0568-77-3251 

江南【犬山市､江南市､岩倉市､ 

丹羽郡】 

☎ 0587-56-2157 (55-1699)

Fax0587-54-5422 

清須【清須市､北名古屋市､ 

西春日井郡】 

☎ 052-401-2100 (400-2499)

Fax052-401-2113 

津島【津島市､愛西市､弥富市､あま

市､海部郡】 

☎ 0567-26-4137 (24-6999)

Fax0567-28-6891 

半田【半田市､知多郡】 ☎ 0569-21-3341 (24-4699)

Fax0569-24-7142 

美浜駐在【(南知多町､美浜町)】 ☎ 0569-82-0078 (82-4699)

Fax0569-82-4878 

知多【常滑市､東海市､大府市､ 

知多市】 

☎ 0562-32-6211 (32-1699)

Fax0562-33-7299

衣浦東部【碧南市､刈谷市､安城市､

知立市､高浜市､みよし市】 

☎ 0566-21-4778 (22-1699)

Fax0566-25-1470 

安城保健分室【(安城市､知立市)】 ☎ 0566-75-7441 (76-1699)

Fax0566-77-2208 

みよし駐在【(みよし市)】 ☎ 0561-34-4811 (34-6499)

Fax0561-34-4813 

西尾【西尾市､額田郡】 ☎ 0563-56-5241 (54-1299)

Fax0563-54-6791 

新城【新城市､北設楽郡】 ☎ 0536-22-2203 (23-5999)

Fax0536-23-6358 

豊川【豊川市､蒲郡市､田原市】 ☎ 0533-86-3188 (85-9699)

Fax0533-89-6758 

蒲郡保健分室【(蒲郡市)】 ☎ 0533-69-3156 (68-0699)

Fax0533-69-0634 

田原保健分室【(田原市)】 ☎ 0531-22-1238 (22-0699)

Fax0531-22-6394 

10  くらしの相談窓口 

※電話番号の下 4桁が▯▯▯▯となっている施設については、 
ダイヤルイン方式を採用していますので、各担当の 4桁の
番号を入れておかけください。 
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■保健センター(名古屋市保健所所管)

千種保健センター ☎052-753-1951 中川保健センター ☎052-363-4455 

東保健センター ☎052-934-1205 富田分室 ☎052-303-5321 

北保健センター ☎052-917-6541 港保健センター ☎052-651-6471 

楠分室 ☎052-902-6501 南陽分室 ☎052-302-8161 

西保健センター ☎052-523-4601 南保健センター ☎052-614-2811 

山田分室 ☎052-504-2216 守山保健センター ☎052-796-4610 

中村保健センター ☎052-481-2216 志段味分室 ☎052-736-2023 

中保健センター ☎052-265-2253 緑保健センター ☎052-891-1411 

昭和保健センター ☎052-735-3950 徳重分室 ☎052-878-2227 

瑞穂保健センター ☎052-837-3241 名東保健センター ☎052-778-3104 

熱田保健センター ☎052-683-9670 天白保健センター ☎052-807-3900 

■保健所(中核市所管) 

豊橋市 ☎0532-39-9111 豊田市 ☎0565-34-6723

岡崎市 ☎0564-23-6179

生活習慣病の予防については？ 
【問】あいち健康プラザ､市町村役場､最寄りの保健所又は市町村
保健センター(名古屋市・豊橋市・豊田市・岡崎市除く) 
■市町村保健センター(名古屋市・豊橋市・豊田市・岡崎市除く) 

一宮市中保健センター ☎0586-72-1121 

一宮市西保健センター ☎0586-63-4833 

一宮市北保健センター ☎0586-86-1611 

稲沢市保健センター ☎0587-21-2300 

祖父江支所 ☎0587-97-7000 

瀬戸市福祉保健センター ☎0561-85-5511 

尾張旭市保健福祉センター ☎0561-55-6800 

長久手市保健センター ☎0561-63-3300 

豊明市保健センター ☎0562-93-1611 

日進市保健センター ☎0561-72-0770 

東郷町保健センター ☎0561-37-5813 

春日井市保健センター ☎0568-91-3755 

小牧市保健センター ☎0568-75-6471 

犬山市保健センター ☎0568-61-1176 

犬山市民健康館(さら・さくら) ☎0568-63-3800 

江南市保健センター ☎0587-56-4111 

岩倉市保健センター ☎0587-37-3511 

大口町保健センター ☎0587-94-0051 

扶桑町保健センター ☎0587-93-8300 

清須市西枇杷島保健センター ☎052-400-2911 

清須市清洲保健センター ☎052-400-2911 

清須市新川保健センター ☎052-400-2911 

清須市春日保健センター ☎052-400-2911 

北名古屋市保健センター ☎0568-23-4000 

豊山町保健センター ☎0568-28-3150 

津島市総合保健福祉センター ☎0567-23-1551 

愛西市佐屋保健センター ☎0567-28-5833 

愛西市佐織保健センター ☎0567-28-5833 

弥富市保健センター ☎0567-65-1111 

あま市七宝保健センター ☎052-441-5665 

あま市美和保健センター ☎052-443-3838 

あま市甚目寺保健センター ☎052-443-0005 

大治町保健センター健康館すこやかおおはる ☎052-444-2714 

蟹江町保健センター ☎0567-96-5711 

飛島村保健センター ☎0567-52-1001 

半田市保健センター ☎0569-84-0646 

阿久比町保健センター ☎0569-48-1111 

東浦町保健センター ☎0562-83-9677 

武豊町保健センター ☎0569-72-2500 

南知多町保健センター ☎0569-65-0711 

美浜町保健センター    ☎0569-82-1111 

常滑市保健センター ☎0569-34-7000 

東海市しあわせ村保健福祉センター ☎052-689-1600 

大府市保健センター ☎0562-47-8000 

知多市保健センター ☎0562-54-1300 

碧南市保健センター ☎0566-48-3751 

刈谷市保健センター ☎0566-23-8877 

高浜市保健センター ☎0566-52-9871 

安城市保健センター ☎0566-76-1133 

知立市保健センター ☎0566-82-8211 

みよし市保健センター ☎0561-34-5311 

西尾市保健センター ☎0563-57-0661 

西尾市吉良保健センター ☎0563-32-3001 

幸田町保健センター ☎0564-62-8158 

新城市新城保健センター ☎0536-23-8551 

新城市鳳来保健センター ☎0536-32-2811 

新城市作手保健センター ☎0536-37-2839 

したら保健福祉センター ☎0536-62-0901 

つぐ保健福祉センター ☎0536-83-2665 

豊根村保健福祉センター ☎0536-85-5055 

豊川市保健センター ☎0533-89-0610 

豊川市健康福祉センター ☎0533-92-1388 

豊川市音羽福祉保健センター ☎0533-88-7723 

豊川市御津福祉保健センター ☎0533-77-1500 

蒲郡市保健医療センター ☎0533-67-1151 

田原市田原福祉センター ☎0531-23-3811 

田原市赤羽根福祉センター ☎0531-45-3499 

田原市渥美福祉センター ☎0531-33-0386 

メンタルヘルス(自殺､うつ､ひきこもり､人間関係の悩み
など)に関する相談は？ 
■最寄りの保健所 【日時】月～金 9:00～16:30(12:00～13:00
除く) 

(年末年始､祝日除く) 
■県精神保健福祉センター 
●精神保健福祉相談☎052-962-5377 

【内容】精神疾患、薬物依存、社会復帰等に関する相
談 
面接相談(要予約) 
【予約受付】月～金 9:00～16:30(12:00～13:00 除く) 
(年末年始､祝日除く) 

●ギャンブル等依存症相談☎052-951-1722 
専用電話及び面接相談(要予約) 
【受付】月～金 9:00～16:30(12:00～13:00 除く) 
(年末年始､祝日除く) 

●アルコール相談☎052-951-5015 
専用電話及び面接相談(要予約) 
【受付】月～金 9:00～16:30(12:00～13:00 除く) 
(年末年始､祝日除く) 

●E メール相談 
  https://www.aichi-pref-email.jp/top.html 

【内容】メンタルヘルス､ひきこもりに関する相談 
●ひきこもり相談☎052-962-3088 

専用電話及び面接相談(要予約) 
【受付】月～金 9:00～16:30(12:00～13:00 除く) 
(年末年始､祝日除く) 

●自死遺族相談(予約制)☎052-962-5377 
電話及び面接相談(要予約) 
【受付】月～金 9:00～16:30(12:00～13:00 除く) 
(年末年始､祝日除く) 

■あいちこころほっとライン３６５☎052-951-2881 
【内容】人間関係の悩み､うつ､不安等の心の悩みにつ
いての相談  
【日時】毎日(365 日)9:00～16:30 

■(社福)愛知いのちの電話協会「名古屋いのちの電話」 
☎052-931-4343【日時】年中無休 24 時間  

■認定 NPO 法人ビフレンダーズあいち自殺防止センター 
☎052-870-9090【日時】金 20:00～23:00 
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肝臓の病気に関する相談は？ 
【問】県感染症対策局感染症対策課  

☎052-954-6626 
【各病院の肝疾患相談室】 
名古屋市立大学病院         ☎052-858-7138(直通) 
愛知医科大学病院         ☎0561-61-1878(直通) 
藤田医科大学病院             ☎0562-93-2279(直通) 
名古屋大学医学部附属病院(地域医療ｾﾝﾀｰ内) 

☎052-741-2111(代表) 
感染症に関する相談は？
【問】最寄りの保健所(名古屋市の保健所を除く)又は県感
染症対策局感染症対策課☎052-954-7466 
結核に関する相談は？
【問】最寄りの保健所(名古屋市の保健所を除く)又は県感
染症対策局感染症対策課☎052-954-6626 
予防接種のことは？
【問】市(区)町村役場(P38)又は県感染症対策局感染症対策
課☎052-954-7475 
不妊・不育に関する相談は？ 
【問】☎052-741-7830(なやみゼロ)(祝日､お盆､年末年始除
く) 
【電話相談】月 10:00～14:00､木 10：00～13：00、 

第 3 水 18:00～21:00 
【面接相談】 
■カウンセラー相談:毎月第 1・3月 14:30～15:30､ 

第 2・4 木 13:30～14:30(要予約)(祝日除く)、 
■医師相談:火 16:00～17:30(要予約)(祝日除く)  
【面接場所】名古屋大学医学部附属病院内 
特定不妊治療費の助成を受けるには？ 
【問】最寄りの保健所又は県保健医療局健康医務部健康対
策課☎052-954-6283 
人工授精による不妊治療費の助成を受けるには？ 
【問】市(区)町村役場又は県保健医療局健康医務部健康対
策課☎052-954-6283 
薬物乱用(麻薬､覚醒剤､大麻､危険ドラッグ等)に関する相
談は？ 
【問】最寄りの保健所､県保健医療局生活衛生部医薬安全課 
☎052-954-6305 
又は県精神保健福祉センター☎052-962-5377
療養費の給付
B 型･C 型肝炎のｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ治療などの助成を受けるには？ 
【問】最寄りの保健所又は県感染症対策局感染症対策課☎
052-954-6626 
球脊髄性筋萎縮症などの指定難病の医療費助成を受ける
には？ 
【問】最寄りの保健所又は県保健医療局健康医務部健康対
策課☎052-954-6270 
※名古屋市在住の方は、お住まいの区の区役所福祉課、支
所区民福祉課（支所管内の方）又は名古屋市健康福祉局障
害福祉部障害企画課（052-972-2632）
原爆被爆者の医療などは？ 
【問】最寄りの保健所(名古屋市の保健所を除く)又は県保
健医療局健康医務部健康対策課☎052-954-6268 
医療機関
お子さんの急病などの場合は？
■医療機関にかかる前に～お子さんの急病のとき 
夜間に看護師資格のある相談員による救急電話相談を行
っています｡ 
【相談日時】毎日 19:00～翌朝 8:00 
【問】＃8000 番(短縮番号)又は☎052-962-9900 

■医療機関の診療を受ける場合 
まず､かかりつけの医師に御相談ください｡夜間・休日等
でかかりつけの医師の診療を受けることができない場合
は､各市町村の在宅当番医又は休日夜間診療所に御連絡
ください｡最寄りの医療機関は､愛知県救急医療情報セン
ターで御案内しています｡ 

詳しくは、

■救急医療情報センター(地域別電話番号) 
すべて名古屋市にある救急医療情報センターにつなが

ります｡ 

名古屋市､東海市(上野局のみ)､清須市､ 

あま市､大治町 

☎052-263-1133

豊橋市､豊川市､蒲郡市 ☎0532-63-1133

岡崎市､幸田町 ☎0564-21-1133

一宮市､江南市､稲沢市､岩倉市､大口町､ 

扶桑町 

☎0586-72-1133

瀬戸市､尾張旭市､日進市､みよし市､ 

長久手市､東郷町 

☎0561-82-1133

半田市､常滑市､阿久比町､南知多町､美浜町､

武豊町 

☎0569-28-1133

春日井市､犬山市､小牧市､北名古屋市､ 

豊山町 

☎0568-81-1133

津島市､愛西市､弥富市､蟹江町､飛島村 ☎0567-26-1133

碧南市､刈谷市､安城市､知立市､高浜市 ☎0566-36-1133

豊田市 ☎0565-34-1133

西尾市 ☎0563-54-1133

東海市(上野局を除く)､大府市､知多市､ 

豊明市､東浦町 

☎0562-33-1133

新城市 ☎0536-22-1133

設楽町､東栄町､豊根村 ☎0536-62-1133

田原市 ☎0531-23-1133

県立の医療施設は？
■がんセンター 〒464-8681 名古屋市千種区鹿子殿 1-1  
☎052-762-6111 Fax052-764-2963  

呼吸器内科･消化器内科･循環器内科･血液内科･乳腺内科･ 

薬物療法内科・内視鏡内科･緩和ケア内科･頭頸部外科･ 

呼吸器外科･消化器外科･脳神経外科･乳腺外科･整形外科･ 

形成外科・腫瘍精神科･皮膚科･泌尿器科･婦人科･眼科・ 

リハビリテーション科･放射線診断科･放射線治療科･ 

病理診断科･臨床検査科･麻酔科･歯科

■精神医療センター 〒464-0031 名古屋市千種区徳川山町
4-1-7 ☎052-763-1511 Fax052-763-2519  

精神科･児童精神科･内科･歯科

■あいち小児保健医療総合ｾﾝﾀｰ 〒474-8710 大府市森岡町
7-426 ☎0562-43-0500 Fax0562-43-0513  

小児科･呼吸器内科･循環器内科･腎臓内科･神経内科･ 

内分泌内科･周産期内科･新生児内科･心療内科･感染症内科･ 

小児外科･心臓血管外科･脳神経外科･整形外科･形成外科･ 

精神科･アレルギー科･リウマチ科･皮膚科･泌尿器科･産科･ 

眼科･耳鼻咽喉科･リハビリテーション科･放射線科･ 

臨床検査科･救急科･麻酔科･小児歯科･矯正歯科･歯科口腔外科

■県医療療育総合センター 〒480-0392 春日井市神屋町
713-8 ☎0568-88-0811 Fax0568-88-0839  

内科･循環器内科･小児循環器内科･神経内科･小児神経内科･ 

外科･脳神経外科･小児外科･整形外科･精神科･児童精神科･ 

心療精神科･小児科･皮膚科･泌尿器科･産婦人科･眼科･ 

耳鼻咽喉科･リハビリテーション科･放射線科･病理診断科･ 

臨床検査科･麻酔科･歯科･小児歯科 

・障害児者に対する医療の提供 

・重症心身障害児者や人口呼吸器管理の必要な方に対するショ

ートステイやレスパイトサービス

献血・ドナー登録
献血をするには？
【問】愛知県赤十字血液センター☎0561-84-1131 
骨髄バンクドナー登録に関する相談は？
【問】最寄りの保健所(名古屋市の保健所を除く)又は県保健医
療局生活衛生部医薬安全課☎052-954-6305 
臓器提供意思表示カードに関する相談は？
【問】(公社)日本臓器移植ネットワーク☎0120-78-1069 

あいち救急医療ガイド 
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住まいと環境 
住まい
県営住宅については？ 
■県営住宅の入居者募集 
●新設住宅募集(抽選)…募集のつど発表｡申込み:郵送｡ 
●既設空家定期募集(抽選)…1・5・9月募集予定｡ 

申込み:郵送｡ 
●既設空家常時募集(先着順)…一部の住宅において常時

募集｡ 
申込み:必要書類を添付し各区域を担当する住宅管理

事務所へ持参｡ 
■県営住宅テレホンサービス☎052-971-4118(ヨイイエ) 

【問】愛知県住宅供給公社賃貸住宅課☎052-954-1362
又は各住宅管理事務所 

■住宅管理事務所 

名古屋尾張住宅管理事務所  

【名古屋市､瀬戸市､春日井市､小牧市､

尾張旭市､豊明市､清須市､北名古屋市､

長久手市､愛知郡】 

☎ 052-973-1791

海部駐在 

【津島市､愛西市】 

☎ 0567-24-7330

一宮支所 

【一宮市､犬山市､江南市､稲沢市､岩倉市､

丹羽郡】 

☎ 0586-28-5411

知多支所 

【半田市､常滑市､東海市､大府市､知多市､

知多郡】 

☎ 0569-23-2716

三河住宅管理事務所 

【岡崎市､西尾市､額田郡】 

☎ 0564-23-1863

知立支所 

【碧南市､刈谷市､安城市､高浜市】 

☎ 0566-84-5677

豊田加茂支所 

【豊田市､みよし市】 

☎ 0565-34-2001

東三河支所 

【豊橋市､豊川市､蒲郡市､新城市､田原市､

北設楽郡】 

☎ 0532-53-5616

県住宅供給公社の賃貸住宅に入居又は分譲宅地を購入するに
は？ 

■既設空家募集(先着順)…一部の住宅を除き常時募集し､
申込みは必要書類を添付し各区域を担当する窓口へ持
参｡ 

【問】愛知県住宅供給公社賃貸住宅課（名古屋・尾張区域） 
☎052-954-1356 又は各住宅管理事務所・支所、海部駐

在 
■分譲宅地の購入 
【問】愛知県住宅供給公社総務企画課経営企画室 
☎052-954-1331 

耐震診断､耐震改修については？ 
各市町村では､旧耐震基準建築の木造住宅(1981年5月31

日以前に着工)について無料で耐震診断を実施しています。
また、耐震診断の結果「倒壊する可能性がある」又は「倒
壊する可能性が高い」と判断された住宅を対象に耐震改修
費の一部を補助しています｡ 

また、市町村によっては､旧耐震基準建築の非木造住宅の
耐震診断・耐震改修費、多数の者が利用する建築物等の耐
震診断費、不特定多数の者が利用する大規模建築物等の耐
震改修費・防災上重要な建築物等の耐震診断・耐震改修費、
避難路沿道建築物の耐震改修費、耐震改修を 2回に分けて
行う住宅段階的耐震改修費、木造住宅耐震シェルタ―整備
費、戸建住宅除却費、ブロック塀等の除却費の一部を補助
しています。(※市町村により補助額等が異なります。) 
県では、避難路沿道建築物の耐震診断費の一部を補助して

います。 
【問】市町村役場耐震関係担当課 

県建築局公共建築部住宅計画課 ☎ 052-954-6549 
Fax052-961-8145

家具固定については？
愛知県防災安全局では、災害に備え、御家庭や事業所で

家具固定に取り組んでいただけるよう、家具固定に関する
相談窓口を設置しています。 
家具固定について疑問点などがございましたら、以下の

相談窓口へお問い合わせください。 
【問】家具固定相談窓口（県防災安全局防災部防災危機
管理課内）☎052-954-6700 Fax052-954-6911 

食の安全・安心
食品の安全に関する総合相談は？ 
【問】食の総合相談窓口☎052-951-4149(聞こう愛知の良い
食)【相談日時】月～金(祝日､年末年始除く)8:45～17:30 

異物の混入などの食品に関する相談は？ 
【問】最寄りの保健所又は県保健医療局生活衛生部生活衛
生課☎052-954-6297 

生活環境
公害に関する苦情・紛争は？ 
【問】市町村役場環境保全担当課 
県環境局環境政策部環境政策課  ☎052-954-6209 

環境政策部水大気環境課 ☎052-954-6221 
資源循環推進課     ☎052-954-6231 

家庭ごみ(一般廃棄物)に関する相談は？ 
【問】市(区)町村役場ごみ担当課 
環境学習の情報を知るためには？ 
【問】あいち環境学習プラザ☎052-908-5150 Fax052-916
-0516 

交通・車両
自動車運転免許のことは？ 
■テレホン案内(自動音声) 

内容 運転免許試験場 
東三河運転免許

センター 

免許更新手続 ☎052-803-9090 ☎0533-85-8989 

期限切れ手続 ☎052-803-9080 - 

再交付手続 ☎052-803-9085 - 

受験手続 ☎052-803-9070 ☎0533-85-0089 

■運転免許試験場 ☎052-801-3211(受付時間 平日 8:45～
17:15)

相談の内容 電話番号 

更新･再交付･記載事項変更･国外運転免許

証の発給 

☎052-800-1351 

受験・期限切れ手続･外国免許証からの切替

え 

☎052-800-1352 

■運転免許課(受付時間 平日 8:45～17:15) 
高齢者講習、認知機能検査（臨時を含む。） ☎052-800-1353
運転免許試験場建替えに関すること ☎052-801-3220 

■東三河運転免許センター(受付時間 平日 8:45～17:15) 
☎0533-85-7181 
※国外運転免許証の手続は､運転免許試験場､東三河運転
免許センター又は中村警察署(☎052-452-0110)で行え
ます｡ 

【問】運転免許試験場､東三河運転免許センター又は最寄
りの警察署交通課 

交通事故による被害に関する相談は？ 
以下の県民相談窓口で交通事故相談を行っています。 

■県民相談窓口 

名 称 受付時間 電話番号 

愛知県県民相談・

情報センター 

月～金 9:00～17:15 ☎052-962-5100 

巡回相談（予約制） 

原則 第 2・4月 午後

場所：一宮市思いやり

会館 

☎052-962-5100

（前週の水曜日

までに要予約） 

西三河県民相談室 月～金 9:00～17:15 ☎0564-27-0800 

東三河県民相談室 月～金 9:00～17:15 ☎0532-52-7337 

建設事務所とは？
道路や河川を始めとした土木施設の整備や維持管理など､

管内のまちづくりに関わる様々な仕事を行っています｡ 
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■建設事務所 

尾張建設事務所(※1) 

【名古屋市､瀬戸市､ 

春日井市､小牧市､尾張旭市､ 

豊明市､日進市､清須市､ 

北名古屋市､長久手市､愛知郡､ 

西春日井郡】 

☎ 052-961-▯▯▯▯

Fax052-961-7863 

総務課 4407､用地課 4412､

維持管理課 4423､ 

道路整備課 4436､ 

河川整備課 4440､ 

都市施設整備課 1430､ 

建築課 1845 

一宮建設事務所 

【一宮市､犬山市､江南市､ 

稲沢市､岩倉市､丹羽郡】 

☎ 0586-72-▯▯▯▯

Fax0586-72-1972 

総務課 1411､用地課 1422､

維持管理課 1415､ 

道路整備課 1459､ 

河川整備課 1434､ 

都市施設整備課 1247

海部建設事務所 

【津島市､愛西市､弥富市､ 

あま市､海部郡】 

☎ 0567-24-▯▯▯▯

Fax0567-24-2147 

総務課 2141､用地課 2144､

維持管理課 2162､ 

排水機場管理課 2183､ 

道路整備課 2167､ 

河川整備課 2083､ 

都市施設整備課 2223 

日光川下流整備課

☎0567-28-7228 

知多建設事務所 

【半田市､常滑市､東海市､ 

大府市､知多市､知多郡】 

☎ 0569-21-▯▯▯▯

Fax0569-21-3232 

総務課 3231､用地課 3234､

維持管理課 9074､ 

道路整備課 3318､ 

河川港湾整備課 3420､ 

都市施設整備課 3314､ 

建築課 3316 

西三河建設事務所(※2) 

【岡崎市､額田郡】 

☎ 0564-27-▯▯▯▯

Fax0564-23-4619 

総務課 2743､用地課 2760､

維持管理課 2757､ 

道路整備課 2748､ 

河川港湾整備課 2751､ 

都市施設整備課 2755､ 

建築課 2734 

西三河建設事務所西尾支所 

【西尾市】 

☎ 0563-56-▯▯▯▯

Fax0563-56-0213 

管理課 0145､建設課 0148 

知立建設事務所 

【碧南市､刈谷市､安城市､ 

知立市､高浜市】 

☎ 0566-82-▯▯▯▯

Fax0566-82-3226 

総務課 3111､用地課 3116､

維持管理課 6463､ 

道路整備課 6452､ 

河川整備課 6491､ 

都市施設整備課 6494、 

鉄道立体課 6493  

豊田加茂建設事務所 

【豊田市(合併前の東加茂郡を 

除く)､みよし市】 

☎ 0565-35-▯▯▯▯

Fax0565-35-1648 

総務課 1311､用地課 9316､

維持管理課 9319､ 

道路整備課 9321､ 

河川整備課 9324 

豊田加茂建設事務所 

足助支所 

【豊田市(合併前の東加茂郡)】

☎ 0565-62-▯▯▯▯

Fax0565-62-1270 

管理課 0047､建設課 0092 

新城設楽建設事務所 ☎ 0536-23-▯▯▯▯

【新城市】 Fax0536-23-5119 

総務課 5111､用地課 5115､

維持管理課 8690､ 

道路整備課 8692､ 

河川整備課 8694 

新城設楽建設事務所 

設楽支所 

【北設楽郡】 

☎ 0536-62-▯▯▯▯

Fax0536-62-1170 

管理課 1311､建設課 0460 

東三河建設事務所(※3) 

【豊橋市､豊川市､蒲郡市､ 

田原市】 

☎ 0532-52-▯▯▯▯

Fax0532-52-1310 

総務課 1311､用地課 1325､

維持管理課 1331､ 

道路整備課 1382､ 

河川港湾整備課 1386､ 

都市施設整備課 1389､ 

建築課 1315 

※1…建築課は一宮建設事務所及び海部建設事務所の所管区域を含む 

※2…建築課は知立建設事務所及び豊田加茂建設事務所の所管区域を

含む 

※3…建築課は新城設楽建設事務所の所管区域を含む 

道路に関する相談は？
県が管理する道路の意見､陳情､照会などの相談や道路に

おける穴ぼこなどの不具合箇所についても御連絡くださ
い｡ 
【問】県建設事務所維持管理課道路管理担当 

尾張 ☎052-961-4427 知立 ☎0566-82-3228

一宮 ☎0586-72-1416 豊田加茂 ☎0565-35-1160

海部 ☎0567-24-2188 足助支所 ☎0565-62-2500

知多 ☎0569-21-3248 新城設楽 ☎0536-23-5128

西三河 ☎0564-23-3024 設楽支所 ☎0536-62-1315

西尾支所 ☎0563-56-0147 東三河 ☎0532-52-1333

※夜間休日は「愛知県道路緊急連絡センター」へ転送されま
す。 

道路標識についての意見は？ 
■県庁標識 BOX 係(県建設局道路維持課) Fax052-951-0861   
■最寄りの警察署交通課又は警察本部交通規制課 
■警察本部標識 BOX（メール受付：愛知県警察ホームペー

ジ内） 
信号機に関する意見は？ 
■最寄りの警察署交通課又は警察本部交通規制課 
■信号機 BOX(メール受付:愛知県警察ホームページ内） 
■みんなのシグナル（電話受付：☎052-954-4976） 

地域安全
警察への相談は？ 
【問】最寄りの警察署又は県警察本部住民サービス課 
住民コーナー＃9110(短縮ダイヤル｡ダイヤル回線及び一部
の IP 電話からはつながりません｡)又は☎052-953-9110 
【相談日時】月～金(祝日・年末年始除く)9:00～17:00 
警察への御意見・御要望・苦情 
【問】最寄りの警察署又は県警察本部住民サービス課 
住民コーナー☎052-953-9110 Fax052-951-0507 

 【受付日時】月～金(祝日・年末年始除く)9:00～17:00 
犯罪被害相談窓口は？ 
■県の総合案内窓口 県民相談・情報センター、西三河及
び東三河県民相談室(P34) 

■ハートフルステーション・あいち(性犯罪被害者のための
ワンストップ支援センター)☎0570-064-810(マモルヨ
ハート)※愛知県内からのみ通話可能 
【相談日時】月～土(祝日・年末年始除く)9:00～20:00 

■性犯罪被害 110 番(性犯罪被害相談)  
☎0120-67-7830（県内からのみ通話可能）又は＃8103(ハ
ートさん)(短縮ダイヤル) 
【相談日時】24時間 

■ふれあいコール(列車内の痴漢被害相談) 
☎052-561-0184(チカンハイヤヨ) 
【相談日時】24時間 
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■被害少年相談電話(少年の犯罪・いじめ・虐待等の被害に関
する少年又は保護者からの相談)☎0120-7867-70(ナヤムナ
ナヤミゼロ) 
【相談日時】月～金(祝日・年末年始除く)9:00～17:00 

■ハートフルライン(犯罪被害者のためのこころの悩み相
談)☎052-954-8897(ハヤクナクソウココロノキズ) 

【相談日時】月～金(祝日・年末年始除く)9:00～17:00 
■(公社)被害者サポートセンターあいち(犯罪被害等に関
する相談)☎052-232-7830(ナヤミゼロ) 又は 
ナビダイヤル 0570-783-554 (ナヤミはココヨ) 
※(公社)被害者サポートセンターあいち開設時間外は、
犯罪被害者等電話サポートセンターにつながります。 

【相談日時】月～金(祝日・年末年始除く)10:00～16:00
ナビダイヤル 7:30～22:00(12/29～1/3 を
除く)

ストーカーで困ったときは？ 
不安を覚えたら､迷わず御相談ください｡ 

【問】最寄りの警察署生活安全課又は県警察本部人身安全
対策課ストーカー110 番☎052-961-0888 

■警察本部・各警察署一覧 

警察本部 ☎052-951-1611 犬山 ☎0568-61-0110 

千種 ☎052-753-0110 一宮 ☎0586-24-0110 

東 ☎052-936-0110 稲沢 ☎0587-32-0110 

北 ☎052-981-0110 津島 ☎0567-24-0110 

西 ☎052-531-0110 蟹江 ☎0567-95-0110 

中村 ☎052-452-0110 半田 ☎0569-21-0110 

中 ☎052-241-0110 東海 ☎0562-33-0110 

昭和 ☎052-852-0110 知多 ☎0562-36-0110 

瑞穂 ☎052-842-0110 常滑 ☎0569-35-0110 

熱田 ☎052-671-0110 中部空港 ☎0569-38-0110 

中川 ☎052-354-0110 刈谷 ☎0566-22-0110 

南 ☎052-822-0110 碧南 ☎0566-46-0110 

港 ☎052-661-0110 安城 ☎0566-76-0110 

緑 ☎052-621-0110 西尾 ☎0563-57-0110 

名東 ☎052-778-0110 岡崎 ☎0564-58-0110 

天白 ☎052-802-0110 豊田 ☎0565-35-0110 

守山 ☎052-798-0110 足助 ☎0565-62-0110 

愛知 ☎0561-39-0110 設楽 ☎0536-62-0110 

瀬戸 ☎0561-82-0110 新城 ☎0536-22-0110 

春日井 ☎0568-56-0110 豊川 ☎0533-89-0110 

小牧 ☎0568-72-0110 蒲郡 ☎0533-68-0110 

西批杷島 ☎052-501-0110 豊橋 ☎0532-54-0110 

江南 ☎0587-56-0110 田原 ☎0531-23-0110 

暴力団でお困りの時は？ 
■県警察本部暴力団に関する相談☎052-951-7700 

又は最寄りの警察署刑事課 【相談日時】24 時間 
■企業たかり屋遮断ファックス 110 番 Fax052-954-8844 

企業が暴力団等から不当要求等を受けた場合の通報先 
【相談受付時間】月～金(祝日・年末年始除く)9:00～17:00 

■(公財)暴力追放愛知県民会議☎052-883-3110 
【相談受付時間】月～金(祝日・年末年始除く)9:00～16:00 
弁護士による無料相談を受け付けています｡詳しくは電

話でお問い合わせください。 
 覚醒剤・麻薬等に関する情報・相談は？ 
【問】最寄りの警察署刑事課又は県警察本部薬物銃器対策課

☎052-951-1611 【相談日時】月～金(祝日除く)9:00～17:00 
拳銃についての情報・相談は？ 
【問】最寄りの警察署刑事課又は県警察本部薬物銃器対策課 

拳銃ホットライン☎052-954-8874（ハッポウナシ） 
【相談日時】月～金(祝日除く)9:00～17:00 

海外渡航・国際交流
旅券(パスポート)申請の手続は？

愛知県旅券センター、西三河旅券コーナー及び豊田加茂
旅券コーナーで手続を行っています｡必要書類等について
は直接お問い合わせください｡「旅券(パスポート)申請のご
あんない」を市区町村役場で配布しています｡(P35、38) 

【問】愛知県旅券センター☎052-563-0236 
※2020 年 4 月現在､一部の市町村に旅券窓口が開設されて
います｡下記市町村に住民登録をしている方は、それぞれの
市町村が指定する旅券窓口で手続してください｡ 
【旅券窓口の問合せ先】 

一宮市   一宮市役所 市民課 ☎0586-85-7005 

瀬戸市 瀬戸市役所 市民課 ☎0561-88-2590

半田市 

常滑市 

高浜市 

阿久比町

南知多町

武豊町

クラシティ 

パスポートセンター
☎0569-23-8500 

春日井市  春日井市役所 市民課 ☎0568-85-6142 

津島市   津島市役所 市民課 ☎0567-24-1112 

碧南市   碧南市役所 市民課 ☎0566-95-9881 

刈谷市 刈谷市役所 市民課 ☎0566-95-0006 

安城市 アンフォーレ証明・旅券窓口センター ☎0566-71-2266 

西尾市 西尾市役所 市民課 ☎0563-65-2195 

小牧市 小牧市役所 市民窓口課 ☎0568-76-1125 

東海市 

知多市
パスポートセンター(東海市・知多市) ☎0562-51-3334 

大府市   大府市役所 市民課 ☎0562-45-6265 

知立市   知立市役所 市民課 ☎0566-95-0124 

愛西市   愛西市役所 市民課 ☎0567-55-7112 

美浜町 美浜町役場 住民課 ☎0569-82-1111(代表)

幸田町   幸田町役場 住民課 ☎0564-63-5111 

豊橋市

東三河広域連合

旅券センター 

豊橋窓口 ☎0532-53-6680 

豊川市 豊川窓口 ☎0533-89-9191 

蒲郡市 蒲郡窓口 ☎0533-66-1110 

新城市 新城窓口 ☎0536-23-7628 

田原市 田原窓口 ☎0531-23-3511 

設楽町 設楽窓口 ☎0536-62-0519 

東栄町 東栄窓口 ☎0536-76-0503 

豊根村 豊根窓口 ☎0536-85-1313 

国際交流に関する情報は？ 
【問】(公財)愛知県国際交流協会(あいち国際プラザ) 
☎052-961-7903 

ペット
犬を飼うときは？ 

生後 91 日以上の犬は登録と狂犬病予防注射が必要です｡
また､原則として綱や鎖でつなぐか､さく等の囲いを設けて
飼うことが必要です｡ 
【問】市(区)町村役場(P38)､県動物愛護センター 
【名古屋市・各中核市の問合せ先】 

名古屋市 各区の保健センター (P25) 

豊橋市 豊橋市保健所 ☎0532-39-9127 

岡崎市 岡崎市動物総合センター ☎0564-27-0444 

豊田市 豊田市動物愛護センター ☎0565-42-2533 

野犬や迷い犬を見つけたときは？  
【問】県動物愛護センター 
【名古屋市・各中核市の問合せ先】 

名古屋市 各区の保健センター(休日は名古屋市動物愛護セ

ンター☎052-762-0380) 

豊橋市 豊橋市保健所 ☎0532-39-9127 

岡崎市 岡崎市動物総合センター ☎0564-27-0444 

豊田市 豊田市動物愛護センター ☎0565-42-2533 

特定動物(危険な動物)などを飼うときは？ 
ワニ､ライオン､サルなどの特定動物を飼うときは､知事

の許可が必要です｡ 
【問】県動物愛護センター 
【名古屋市・各中核市の問合せ先】 

名古屋市 名古屋市動物愛護センター ☎052-762-0380 

豊橋市 豊橋市保健所 ☎0532-39-9127 
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岡崎市 岡崎市動物総合センター ☎0564-27-0444 

豊田市 豊田市動物愛護センター ☎0565-42-2533 

動物愛護センターとは？ 
動物の飼養相談､犬の捕獲､犬・猫の譲渡事業のほか､動物

に対する理解を深めていただく催しなどを行っています｡ 
【問】県動物愛護センター 
■県動物愛護センター 

本所 ☎0565-58-2323   Fax0565-58-2330 

尾張支所 ☎0586-78-2595   Fax0586-78-8638 

知多支所 ☎0569-21-5567   Fax0569-24-7067 

東三河支所 ☎0532-33-3777   Fax0532-33-3779 

生活と権利  
子ども～青少年
子どもを預けるには？
■保育所…保護者が就労や疾病などにより家庭で保育する

ことのできないお子さんを預かります。 
■認定こども園…保護者の働いている状況に関わりなく、3
～5歳のどのお子さんも、教育・保育を一緒に受けます。 

 ※0～2歳のお子さんが通園する場合は、保育の必要性の
認定を受けることが必要です。 

■家庭的保育(保育ママ)…家庭的な雰囲気のもと、少人数
を対象にお子さんを預かります。 

■一時預かり…急な用事や社会参加など子育て家庭のニー
ズに合わせてお子さんを預かります。 

■病児保育…病気や病後のお子さんを、保護者が家庭で保
育できない場合に、病院・保育所などに付設されたスペ
ースで預かります。 

■ファミリー・サポート・センター…育児の援助を受けた
い人と援助を行いたい人が会員登録し､保育施設までの
送迎や子どもの預かり等の相互援助活動を行います｡ 

■放課後児童クラブ…就労等により保護者が昼間家庭にい
ない小学生を放課後や夏休み期間等に小学校の余裕教室
や児童館等で預かります。 

【問】住所地の市(区)町村役場(P38) 
子育て支援の情報を得るには？ 

イベント情報や施設・遊び場検索機能、いざというとき
の救急情報など、子育てに役立つ情報を掲載しています。 

詳しくは、

【問】県福祉局子育て支援課☎052-954-6315 
児童に関する各種手当を受けるには？ 
※各種手当には所得制限があります｡ 
■児童手当…中学校修了までの児童を養育している方に支
給｡ 
【問】市(区)町村役場(P38) 

■児童扶養手当・遺児手当…ひとり親家庭若しくは父又は
母に重度の障害がある家庭で 18 歳以下の児童を監護･養
育している方に支給｡ 
【問】市(区)町村役場(P38)､所管の県福祉相談センター
(地域福祉課)又は県福祉局児童家庭課☎052-954-6280 

■特別児童扶養手当…心身に一定の条件に該当する障害
がある児童を監護又は養育している方に支給｡ 
【問】市(区)町村役場(P38)､所管の県福祉相談センター
(地域福祉課)又は県福祉局福祉部障害福祉課☎052-954
-6291 Fax052-954-6920 
※名古屋市在住の方は､名古屋市(各区)役所にお尋ねくだ

さい｡ 
子どもの養育や心身の障害に関する相談は？ 
【問】児童(・障害者)相談センター､県福祉相談センター(地
域福祉課)､最寄りの保健所、市(区)町村役場(P38)､又は県
福祉局児童家庭課☎052-954-6281 
■児童・障害者相談センター 

中央 

【瀬戸市､尾張旭市､豊明市､日進市､ 

清須市､北名古屋市､長久手市､愛知郡､ 

☎ 052-961-7250

Fax052-950-2355

西春日井郡】 

海部 

【津島市､愛西市､弥富市､あま市､海部郡】

☎ 0567-25-8118

Fax0567-24-2229

知多 

【半田市､常滑市､東海市､大府市､知多市､ 

知多郡】 

☎ 0569-22-3939

Fax0569-22-3949

西三河 

【岡崎市､西尾市､額田郡】 

☎ 0564-27-2779

Fax0564-22-2902

豊田加茂 

【豊田市､みよし市】 

☎ 0565-33-2211

Fax0565-33-2212

新城設楽 

【新城市､北設楽郡】 

☎ 0536-23-7366

Fax0536-23-7367

東三河 

【豊橋市､豊川市､蒲郡市､田原市】 

☎ 0532-54-6465

Fax0532-54-6466

■児童相談センター 

一宮 

【一宮市､犬山市､江南市､稲沢市､岩倉市､ 

丹羽郡】 

☎ 0586-45-1558

Fax0586-45-1560

春日井 

【春日井市､小牧市】 

☎ 0568-88-7501

Fax0568-88-7502

刈谷 

【碧南市､刈谷市､安城市､知立市､高浜市】

☎ 0566-22-7111

Fax0566-22-7112

■名古屋市児童相談所 

中央 

【千種､東､北､中､昭和､守山､名東】 

☎ 052-757-6111

Fax052-757-6122

西部 

【西､中村､熱田､中川､港】 

☎ 052-365-3231

Fax052-365-3281

東部 

【瑞穂､南､緑､天白】 

☎ 052-899-4630

Fax052-896-4717

■県福祉相談センター 

尾張【一宮市､瀬戸市､春日井市､犬山市､ 

江南市､小牧市、稲沢市､尾張旭市､岩倉市､

豊明市､日進市､清須市､北名古屋市､ 

長久手市､愛知郡､西春日井郡､丹羽郡】 

☎052-961-7211

海部【津島市､愛西市､弥富市､あま市､ 

海部郡】

☎0567-24-2111

知多【半田市､常滑市､東海市､大府市､ 

知多市､知多郡】 

☎0569-31-0121

西三河【岡崎市､碧南市､刈谷市､安城市､ 

西尾市､知立市､高浜市､額田郡】 

☎0564-23-1211

豊田加茂【豊田市､みよし市】 ☎0565-33-0294

新城設楽【新城市､北設楽郡】  ☎0536-23-8051

東三河【豊橋市､豊川市､蒲郡市､田原市】 ☎0532-54-5111

子ども・青少年に関する電話相談は？ 
■児童虐待に気付いたら？ 

【問】市(区)町村役場(P38)､児童(・障害者)相談センタ
ー又は児童相談所虐待対応ダイヤル☎189 

■子ども・家庭 110 番☎052-953-4152 
【相談内容】子どもと子育てに関する相談 
【相談日時】月～金 9：00～17：00（土・日、祝日、年
末年始を除く） 

■「教育相談こころの電話」☎052-261-9671(クローナイ) 
【相談内容】青少年とその保護者からの悩みや不安の相談 
【相談日時】毎日(年末年始除く)10:00～22:00 

■ヤングテレホン☎052-764-1611 
E メール相談は愛知県警察ホームページから御利用くださ

い｡ 

詳しくは、 

【相談内容】少年の悩みごとや非行などに関する相談 
【相談日時】月～金（祝日・年末年始除く）9:00～17:00 

■被害少年相談電話☎0120-7867-70(ナヤムナナヤミゼロ) 

はぐみんネット 

愛知県警察 E メール相談 
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【相談内容】少年の犯罪・いじめ・虐待などの被害に関す
る相談 
【相談日時】月～金（祝日・年末年始除く）9:00～17:00 

■育児もしもしキャッチ☎0562-43-0555 
【相談内容】母と子の健康に関する相談 
【相談日時】火～土(祝日､年末年始除く)17:00～21:00 

■子ども SOS ほっとライン 24 全国統一ダイヤル   
☎0120-078310(なやみ言おう) 
【相談内容】児童生徒のいじめ等に関する相談 
【相談日時】毎日 24 時間 ※IP 電話の一部はつながり
ません。 

未熟児の養育医療の給付を受けるには？ 
【問】市(区)町村役場(P38)  
小児慢性特定疾病児の医療給付を受けるには？ 
【問】最寄りの保健所又は県保健医療局健康医務部健康対

策課☎052-954-6283 
子ども医療費の助成を受けるには？ 
【問】市(区)町村役場(P38)  

女性、母子・父子家庭
女性の悩みごと相談は？ 
■電話相談☎052-962-2527 

【相談日時】月～金9:00～21:00(土・日は16:00)(祝日、
年末年始及び一部月曜日を除く) 

■面接相談(予約制)☎052-962-2527 
【相談日時】火～日9:00～17:00(水は20:30)(月、祝日、
年末年始を除く) 

■弁護士による面接法律相談(予約制)☎052-962-2527 
【相談日時】月 14:00～16:00(祝日、年末年始及び一部
月曜日を除く) 

■弁護士によるＤＶ専門電話相談☎052-962-2528 
【相談日時】月 14:00～15:30(祝日、年末年始及び一部
月曜日を除く) 

【問】県女性相談センター☎052-962-2600 又は県福祉相談
センター(地域福祉課) 
女性の健康に関する相談は？ 
■女性の健康なんでも相談(電話相談) 県女性健康支援セ
ンター☎090-1412-1138 
【相談日時】月～土(祝日､お盆､年末年始除く)13:30～
16:30 
【相談担当者】助産師 

母子・父子家庭の相談は？ 
【問】市(区)町村役場(P38)又は県福祉相談センター(地域
福祉課) 

母子・父子家庭医療費の助成を受けるには？
【問】市(区)町村役場(P38) 
母子家庭の母・父子家庭の父などで技能を習得したい方
は？ 
【問】母子家庭等就業支援センター☎052-915-8824､県福祉
局児童家庭課☎052-954-6280､市(区)町村役場(P38)又は県
福祉相談センター(地域福祉課) 
母子家庭の母・父子家庭の父などの職業に関する相談は？ 
【問】母子家庭等就業支援センター☎052-915-8824､県福祉
局児童家庭課☎052-954-6280 市(区)町村役場(P38)又は県
福祉相談センター(地域福祉課) 
母子家庭の母又は父子家庭の父などが技能習得のため資金
の給付を受けるには？ 
※各種給付金には､所得制限があります｡ 
■自立支援教育訓練給付金 

県等が指定する講座を受講した場合に支給｡ 
■高等職業訓練促進給付金 

県等が指定する資格を取得するため修業した場合に支
給｡ 

【問】市(区)町村役場(P38)､県福祉相談センター(地域福祉
課)又は県福祉局児童家庭課 ☎052-954-6280 

高齢者
あいちシルバーカレッジに入学するには？ 
【問】(社福)愛知県社会福祉協議会福祉生きがいセンター 
☎052-212-5521 

シルバー人材センターとは？ 
庭木の手入れ､筆耕､大工仕事､屋外作業､集配､留守番､教

育指導等の臨時的かつ短期的または軽易な仕事を提供して
います｡これらの仕事を希望される高齢者の方は､あらかじ
め会員としてセンターに登録が必要です｡仕事の依頼も､お
気軽に御相談ください｡ 
【問】最寄りのシルバー人材センター又は(公社)愛知県シ
ルバー人材センター連合会☎052-961-9521 
高齢者に関する各種相談は？ 

介護､福祉､保健､医療や権利擁護などに関する相談を受
け付けています｡ 
【問】最寄りの地域包括支援センター又は市(区)町村役場
(P38) 
介護保険については？ 
【問】市(区)町村役場(P38)又は県福祉局高齢福祉課  
☎052-954-6288 

後期高齢者福祉医療費の助成を受けるには？ 
【問】市(区)町村役場(P38)  

障害者
手話での相談は？ 

聴覚障害のある方からの手話相談､Fax やメールでの相
談に応じています｡県庁内での手話通訳も行います｡ 
【問】あいち聴覚障害者センター☎052-228-6660 Fax052
-221-8663 ﾒｰﾙ aichi.deaf.center@flute.ocn.ne.jp、
又は県福祉局福祉部障害福祉課☎052-954-6697 Fax052
-954-6920 ﾒｰﾙ shogai@pref.aichi.lg.jp 

障害に関する相談は？ 
身体又は知的障害のある方に関する相談を受け付けてい

ます｡ 
【問】児童（・障害者）相談センター､県福祉相談センター
(地域福祉課)､市(区)町村役場(P38)又は県福祉局福祉部
障害福祉課☎052-954-6294 
発達障害に関する相談は？ 
【問】あいち発達障害者支援センター(県医療療育総合セン
ター内)☎0568-88-0849 (受付時間:10 時～12 時、13 時
～16 時) 

※名古屋市在住の方は､名古屋市発達障害者支援センター 
(☎052-757-6140)にお尋ねください｡ 
障害者差別に関する相談は？ 
【問】市(区)町村役場(P38)､県福祉相談センター､県精神保
健福祉センター☎052-962-5377 又は県福祉局福祉部障害
福祉課☎052-954-6294 の他、県の全ての相談窓口で対応。 
身体障害者補助犬に関する相談は？ 
【問】県福祉局福祉部障害福祉課☎052-954-6697 ※名古
屋市､豊橋市､岡崎市及び豊田市在住の方は､各市(区)役所
にお尋ねください｡ 
ヘルプマークを受け取るには？ 
【問】市(区)町村役場(P38)､最寄りの保健所又は県福祉局
福祉部障害福祉課☎052-954-6294
身体障害者手帳の交付を受けるには？ 
【問】市(区)町村役場(P38)､児童（・障害者）相談センタ
ー又は県福祉局福祉部障害福祉課☎052-954-6291 ※名
古屋市､豊橋市､岡崎市及び豊田市在住の方は､各市(区)役
所にお尋ねください｡ 
療育手帳(名古屋市は愛護手帳)の交付を受けるには？ 
【問】市(区)町村役場(P38)､児童（・障害者）相談センタ
ー又は県福祉局福祉部障害福祉課☎052-954-6291 ※名
古屋市在住の方は､名古屋市(各区)役所にお尋ねください。 
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるには？ 
【問】市(区)町村役場(P38)､県精神保健福祉センター 
☎052-962-5377､県保健医療局健康医務部医務課こころ

の健康推進室 ☎052-954-6622 ※名古屋市在住の方は､各
区の保健センターにお尋ねください｡
身体障害児及び小児慢性特定疾病児童等の療育相談は？ 
【問】最寄りの保健所又は県保健医療局健康医務部健康対
策課 ☎052-954-6283 

在宅の重度障害者の方が手当を受けるには？ 
※各種手当には所得制限があります｡ 
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■特別障害者手当、障害児福祉手当､経過的福祉手当:精神
又は身体に著しい重度の障害があり､日常生活において
常時特別の介護を必要とする方に支給。 

■在宅重度障害者手当:県内に住所を有している在宅の重
度障害者(児)の方に､生活の一助となるよう支給｡※上記
手当を受けている方を除く｡ 

【問】市(区)町村役場(P38)､県福祉相談センター(地域福祉
課)又は県福祉局福祉部障害福祉課☎052-954-6291 
障害者医療費の助成を受けるには？ 
【問】市(区)町村役場(P38) 
介護給付・訓練等給付など障害福祉サービスを利用するに
は？ 
【問】市(区)町村役場(P38) 
身体障害児や身体障害者の方が自立支援医療(育成医療又
は更生医療)の給付を受けるには？ 
【問】市(区)町村役場(P38) 
視覚障害者の方のための施設については？
■活字の読めない視覚障害者の方に、点字と録音の図書を

提供しています。また、あん摩、針灸師等の免許を有す
る視覚障害者で、自営や雇用をされることが困難な方に
対し、必要な技術指導や相談を行っています。 

【問】明生会館点字図書館☎0532-52-2614、明生会館盲人
ホーム☎0532-54-4812 又は県福祉局福祉部障害福祉課 
☎052-954-6697 Fax052-954-6920 

聴覚障害者の方のための施設については？（難聴・中途失
聴者・盲ろう者含む）
■聴覚障害者の方のコミュニケーション手段を確保し、日

常生活の向上と社会参加の促進を図るため、手話通訳者
等の派遣や字幕・手話入りＤＶＤの貸出し、日常生活の
相談を行っています。 

【問】あいち聴覚障害者センター☎052-228-6660 
Fax052-221-8663 ﾒｰﾙ aichi.deaf.center@flute.ocn.n
e.jp、又は県福祉局福祉部障害福祉課☎052-954-6697  
Fax052-954-6920 ﾒｰﾙ shogai@pref.aichi.lg.jp 

精神障害者の方が自立支援医療(精神通院医療)の給付を受
けるには？ 
【問】市(区)町村役場(P38)､県精神保健福祉センター 
☎052-962-5377 又は県保健医療局健康医務部医務課ここ
ろの健康推進室☎052-954-6622 ※名古屋市在住の方は､
各区の保健センターにお尋ねください｡ 
精神障害者医療費の助成を受けるには？ 
【問】市(区)町村役場(P38) 
障害児・身体障害者・知的障害者のための施設については？ 
【問】市(区)町村役場(P38)､県福祉相談センター(地域福
祉課)､児童（・障害者）相談センター又は県福祉局福祉部
障害福祉課☎052-954-6317 
精神障害者のための施設については？ 
【問】市(区)町村役場(P38)､最寄りの保健所､県精神保健
福祉センター☎052-962-5377､県福祉局福祉部障害福祉課
☎052-954-6317 又は県保健医療局健康医務部医務課こころ
の健康推進室☎052-954-6622 
障害者虐待の通報・相談は？ 
【問】市(区)町村役場(P38)又は県福祉局福祉部障害福祉課 
☎052-954-6294 
難病患者などがホームヘルプサービス・ショートステイを
利用するには？ 
【問】市町村役場(P38) 
旧優生保護法一時金の支給を受けるには？
【問】旧優生保護法一時金受付・相談窓口 
（県保健医療局健康医務部医務課こころの健康推進室内） 
☎052-954-6009 Fax052-954-6920 
ﾒｰﾙ kokoro@pref.aichi.lg.jp 
【相談日時】月～金 9:00～17:00（12:00～13:00 除く） 
（年末年始・祝日除く） 

NPO・ボランティア、社会福祉活動
特定非営利活動法人(NPO 法人)のことは？ 
【問】県県民文化局県民生活部社会活動推進課(あいち NPO

交流プラザ) ☎052-961-8100 ※名古屋市所轄の NPO 法

人は名古屋市市民活動推進センター(☎052-228-8039)に
お尋ねください。  

福祉に関するボランティア活動のことは？ 
【問】(福祉)愛知県社会福祉協議会ボランティアセンター 
☎052-212-5504､市(区)町村社会福祉協議会ボランティア
センター 

■市(区)町村社会福祉協議会ボランティアセンター 

名古屋市 ☎052-911-3180 稲沢市 ☎0587-33-6400 

千種区 ☎052-763-1536 新城市 ☎0536-23-5618 

東区 ☎052-932-8204 東海市 ☎052-689-1605 

北区 ☎052-915-7435 大府市 ☎0562-48-1805 

西区 ☎052-532-9076 知多市 ☎0562-39-0800 

中村区 ☎052-486-2131 知立市 ☎0566-82-3339 

中区 ☎052-331-9951 尾張旭市 ☎0561-51-5535 

昭和区 ☎052-884-5511 高浜市 ☎0566-52-9882 

瑞穂区 ☎052-841-4063 岩倉市 ☎0587-37-3135 

熱田区 ☎052-671-2875 豊明市 ☎0562-93-5657 

中川区 ☎052-352-8257 日進市 ☎0561-73-4885 

港区 ☎052-651-7922 田原市 ☎0531-23-0610 

南区 ☎052-823-2035 愛西市 ☎0567-37-3313 

守山区 ☎052-758-2011 清須市 ☎052-401-0031 

緑区 ☎052-891-7638 北名古屋市 ☎0568-25-8500 

名東区 ☎052-726-8664 弥富市 ☎0567-65-8105 

天白区 ☎052-809-5550 みよし市 ☎0561-34-1588 

豊橋市 ☎0532-52-1111 あま市 ☎052-443-4291 

岡崎市 ☎0564-21-5377 長久手市 ☎0561-61-3434 

一宮市 ☎0586-85-7024 東郷町 ☎0561-37-5411 

瀬戸市 ☎0561-84-2011 豊山町 ☎0568-29-0002 

半田市 ☎0569-25-0002 大口町 ☎0587-94-0060 

春日井市 ☎0568-85-4321 扶桑町 ☎0587-93-4300 

豊川市 ☎0533-83-0630 大治町 ☎052-442-0990 

津島市 ☎0567-25-8411 蟹江町 ☎0567-96-2940 

碧南市 ☎0566-46-3701 飛島村 ☎0567-52-4334 

刈谷市 ☎0566-62-6676 阿久比町 ☎0569-48-1111 

豊田市 ☎0565-31-1294 東浦町 ☎0562-51-7697 

安城市 ☎0566-77-2945 南知多町 ☎0569-65-2687 

西尾市 ☎0563-56-5900 美浜町 ☎0569-83-2066 

蒲郡市 ☎0533-69-3911 武豊町 ☎0569-73-3104 

犬山市 ☎0568-62-2508 幸田町 ☎0564-62-7171 

常滑市 ☎0569-43-0660 設楽町 ☎0536-62-1848 

江南市 ☎0587-55-5262 東栄町 ☎0536-76-1740 

小牧市 ☎0568-77-0636 豊根村 ☎0536-85-1562 

医療保険
国民健康保険の加入・給付・保険料(税)については？ 
【問】市(区)町村役場(P38)
後期高齢者医療制度のことは？ 
【問】市(区)町村役場(P38)又は愛知県後期高齢者医療広域連
合 ☎052-955-1227(代表)

生活の援助・融資・相談
生活保護を受けるには？ 
【問】市(区)町村役場(P38)又は県福祉相談センター(郡の
区域を所管する福祉事務所) 
生活困窮者の相談支援は？ 
【問】市(区)町村役場(P38)又は県福祉相談センター(郡の区
域を所管する福祉事務所)で実施しています。なお、市(区)
町村によっては、相談支援の窓口を委託先が実施している
ことがあります。 
生活費や一時的に必要な資金を借りるには？ 
【問】市(区)町村社会福祉協議会､(福祉)愛知県社会福祉
協議会 ☎052-212-5506 

人権教育・啓発
人権教育・啓発については？ 

「人権教育・啓発に関する愛知県行動計画」や人権啓発
DVD のリスト等はウェブページを御覧ください｡人権啓発
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資料は、あいち人権啓発プラザ、県民相談・情報センター、
各県民事務所等の広報コーナー(P34)で提供します｡あいち
人権啓発プラザでは､図書・DVD 等の閲覧や貸出しも可能で
す。 

詳しくは、

【問】県県民文化局人権推進課☎052-954-6167 

消費生活
消費生活に関する相談は？ 

以下の消費生活相談窓口で消費生活相談を行っています。 
また、多言語による相談（外国人向け専門相談（消費生

活））をあいち多文化共生センター（月１回予約制）でお受
けしています。 

詳しくは、☎052-961-7902 へ御確認ください。 
■消費生活相談 

名 称 受付時間 電話番号 

愛知県消費生活 

総合センター 

月～金9:00～16:30 

土・日9:00～16:00 

☎052-962-0999 

国民の祝日等の休日（土曜日、日曜日は除く）、年末年始
（12/29～1/3）は休みです。 

最寄りの市町村においても消費生活相談を行っています。
消費者ホットライン「１８８（いやや！）」におかけいただ
くと、身近な消費生活相談窓口につながります。
消費生活に関する情報を知りたいときは？ 

消費者トラブル情報や､楽しく学べる学習コンテンツ､無
料講師派遣等の消費生活情報はウェブページを御覧くださ
い｡

詳しくは、

【問】県県民文化局県民生活部県民生活課 
☎052-954-6603 

多重債務に関する相談は？ 
■多重債務相談 

名 称 受付時間 電話番号 

愛知県消費生活 

総合センター 

月～金9:00～16:30 

土・日9:00～16:00 

（完全予約制） 

☎052-962-0999 

国民の祝日等の休日（土曜日、日曜日は除く）、年末年始
（12/29～1/3）は休みです。 
■東海財務局多重債務相談窓口☎052-951-1764 

【相談日時】月～金(祝日除く)9:00～17:00(12:00～13:00
除く)

貸金業に関する相談は？ 
■県経済産業局中小企業部中小企業金融課 

☎052-954-6333 
■日本貸金業協会愛知県支部☎0570-051-051 
【相談日時】月～金（祝日､12/29～1/4 を除く）9:00～17:00 
金融サービスに関する相談は？ 
【問】東海財務局金融ほっとライン(東海) 
☎052-951-9620 
【相談日時】月～金(祝日除く)9:00～17:00(12:00～13:00
除く) 

被災者支援・一般相談
東日本大震災の被災者支援に関する情報を知りたいとき
は？ 

県内に避難された被災者の皆様と県民・企業等の皆様を
つなぐ活動をしています｡ 
【問】愛知県被災者支援センター☎052-954-6722 

県政情報
行政施設の見学
県庁を見学するには？ 

団体等からの申込みにより平日の開庁時間内(8:45～
17:30)に行っています｡行事や執務などの状況によってお
受けできない場合がありますので､日程等についてあらか

じめ電話でお問い合わせの上、お申し込みください｡ 
【問】県総務局財務部財産管理課☎052-954-6057 
警察本部を見学するには？ 
【問】愛知県警察本部広報課広報センター 
☎052-951-1611 内線 2182 

県政講座
県政お届け講座とは？ 

地域で行われる集会や会合などに県職員がお伺いし､さ
まざまな県政情報をわかりやすく説明します｡内容は 10分
野 178 テーマです｡ 

詳しくは、

【問】県政策企画局広報広聴課☎052-954-6170 

行政資料
情報公開請求をしたいときは？ 

情報公開条例に基づき、県が保有する行政文書の開示を
請求することができます。 
【問】県県民文化局県民生活部県民生活課(県民相談・情報
センター)情報コーナー☎052-954-6164 

自分の情報の開示を求めるときは？ 
個人情報保護条例に基づき､県が保有する自分の情報の

開示請求・相談をすることができます｡ 
【問】県県民文化局県民生活部県民生活課(県民相談・情報
センター)情報コーナー☎052-954-6164 

行政資料を閲覧したり有償刊行物を購入したいときは？ 
【問】県県民文化局県民生活部県民生活課(県民相談・情報
センター)情報コーナー☎052-954-6164 

県議会
県議会のしくみについては？ 
【問】県議会事務局議事課☎052-954-6739 

選挙
選挙については？ 
【問】市(区)町村役場(選挙管理委員会) 

又は県選挙管理委員会☎052-954-6069 
投票に行けないときは？ 

投票日に予定がある方のために､期日前投票の制度があり
ます｡ 
【問】市(区)町村役場(選挙管理委員会) 

又は県選挙管理委員会☎052-954-6069 

税金
県税に関する質問・相談は？

■県総務局財務部税務課 
〒460-8501  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 2号  
☎052-954-▯▯▯▯ Fax052-954-6904  

管理・広報・監査 6047､税収・税制企画 6048､ 
課税 6049､6052､徴収 6050､間税調査 6076 

■県税事務所 

名古屋東部※１ 

【名古屋市千種区・ 

東区・中区・名東区】

☎052-953-▯▯▯▯ Fax052-953-7722 

総務・広報 7711､収納管理 7799､ 

徴収 7803､県民税・事業税 7816､7663､

自動車税種別割 7847､不動産取得税 7860、

自動車税環境性能割 7865 

名古屋北部 

【名古屋市北区・ 

西区・守山区､清須市､

北名古屋市､ 

西春日井郡】 

☎052-531-▯▯▯▯ Fax052-531-8920 

総務・広報 6301､徴収 6303､ 

県民税・事業税 6304､ 

自動車税種別割 6305､不動産取得税 6306

不動産評価室※2 6307 

名古屋西部 

【名古屋市中村区・ 

中川区・港区】 

☎052-362-▯▯▯▯ Fax052-362-3887 

総務・広報 3211､徴収 3213､ 

県民税・事業税 3214､ 

自動車税種別割 3215､不動産取得税 3216

名古屋南部 

【名古屋市昭和区・ 

瑞穂区・熱田区・南区・

緑区・天白区､豊明市､

☎052-682-▯▯▯▯ Fax052-682-8910 

総務・広報 8920､徴収 8922､ 

県民税・事業税 8923､ 

自動車税種別割 8924､不動産取得税 8925

愛知県 県政お届け講座

愛知県 人権推進課

あいち暮らし WEB
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日進市､長久手市､愛知郡】

高辻間税課※3 ☎052-881-6141 Fax052-881-5031 

東尾張 

【瀬戸市､春日井市､ 

犬山市､江南市､ 

小牧市､尾張旭市､ 

岩倉市､丹羽郡】 

☎0568-81-▯▯▯▯ Fax0568-84-6563 

総務・広報 3141､徴収 3192､ 

県民税・事業税 3197､ 

自動車税種別割 3139､不動産取得税 3769

西尾張 

【一宮市､津島市､ 

稲沢市､愛西市､ 

弥富市､あま市､ 

海部郡】 

☎0586-45-▯▯▯▯  Fax0586-46-3855 

総務・広報 3166､徴収 3168､ 

県民税・事業税 3169､ 

自動車税種別割 3170､不動産取得税 3158

海部徴収課 

【津島市､愛西市､ 

弥富市､あま市､ 

海部郡の徴収事務】

☎0567-24-2174 Fax0567-24-3120 

知多 

【半田市､常滑市､ 

東海市､大府市､ 

知多市､知多郡】 

☎0569-89-▯▯▯▯ Fax0569-21-8135 

総務・広報 8171､徴収 8173､ 

県民税・事業税 8174､ 

自動車税種別割 8176､不動産取得税 8175

西三河 

【岡崎市､碧南市､ 

刈谷市､安城市､ 

西尾市､知立市､ 

高浜市､額田郡】 

☎0564-27-▯▯▯▯ Fax0564-23-4666 

総務・広報 2708､徴収 2710､2711､ 

県民税・事業税 2713､ 

自動車税種別割 2712､不動産取得税 2715

安城徴収課 

【碧南市､刈谷市､ 

安城市､知立市､ 

高浜市の徴収事務】

☎0566-76-2101 Fax0566-77-2497 

安城間税課※4 ☎0566-76-2102 Fax0566-77-2497 

豊田加茂 

【豊田市､みよし市】 

☎0565-32-▯▯▯▯ Fax0565-35-0921 

総務・広報 3383、徴収 7481､ 

県民税・事業税 7482､ 

自動車税種別割 7483､不動産取得税 7484

東三河 

【豊橋市､豊川市､ 

蒲郡市､新城市､ 

田原市､北設楽郡】 

☎0532-35-▯▯▯▯ Fax0532-54-5125 

総務・広報 6120､徴収 6122～6125､ 

県民税・事業税 6126､6127､ 

自動車税種別割 6130､ 

不動産取得税 6128､6129 

新城駐在室 

【新城市､北設楽郡

の徴収事務】 

☎0536-23-2393 Fax 0536-23-8205 

※1…県下全域の県民税の利子割､県民税の配当割､県民税の株式等

譲渡所得割､地方消費税､県たばこ税及び自動車税・軽自動車税

環境性能割は名古屋東部県税事務所で取扱います｡ 

※2…名古屋市内に建築される比較的大規模な非木造家屋、及び名

古屋市外に建築される調査の事務を行うことが特に困難であ

ると認められる非木造家屋の評価事務を行います｡ 

※3…名古屋市内の県税事務所及び東尾張・西尾張・知多県税事務

所が所管する区域のゴルフ場利用税､軽油引取税及び産業廃棄

物税を取扱います｡ 

※4…西三河・豊田加茂・東三河県税事務所が所管する区域のゴル

フ場利用税､軽油引取税及び産業廃棄物税を取扱います｡ 

行政相談
県政に関する相談は？ 
県民相談・情報センター及び県民相談室では県政相談や相

談窓口の総合案内を、広報コーナーでは県の広報資料や観光
案内の配布、ポスター等の展示を行っています。

なお、海部及び知多県民事務所、新城設楽振興事務所の広
報コーナーでは、相談は行っていません。 

■県政相談及び県政情報提供（広報コーナー） 

名 称 受付時間 電話番号 

愛知県県民相談・ 月～金9:00～17:15 ☎052-962-5100 

情報センター 土・日9:00～16:30 

（※土日は広報コーナ

ーのみで、相談は行っ

ていません。） 

海部県民事務所広報コ

ーナー 

月～金9:00～17:15 

（※相談は行っていま

せん。） 

☎0567-24-2112 

知多県民事務所広報コ

ーナー 

月～金9:00～17:15 

（※相談は行っていま

せん。） 

☎0569-21-8111 

（代表） 

西三河県民相談室 

西三河県民事務所広報

コーナー 

月～金9:00～17:15 ☎0564-27-0800 

東三河県民相談室 

東三河総局広報コーナ

ー 

月～金9:00～17:15 ☎0532-52-7337 

新城設楽振興事務所広

報コーナー 

月～金9:00～17:15 

（※相談は行っていま

せん。） 

☎0536-23-8700 

■交通事故相談 

名 称 受付時間 電話番号 

愛知県県民相談・ 

情報センター 

月～金 9:00～17:15 ☎052-962-5100 

巡回相談（予約制） 

原則 第 2・4月 午後 

場所：一宮市思いやり

会館 

☎052-962-5100

（前週の水曜日

までに要予約） 

西三河県民相談室 月～金 9:00～17:15 ☎0564-27-0800 

東三河県民相談室 月～金 9:00～17:15 ☎0532-52-7337 

■法律相談 

名 称 受付時間 電話番号 

愛知県県民相談・ 

情報センター 

原則第１～第４月

14:00～15:00 

(面接・予約制) 

☎052-962-5100 

西三河県民相談室 第 2水 14:00～15:00 

(面接・予約制) 

☎0564-27-0800 

東三河県民相談室 第 4木 14:00～15:00 

(面接・予約制) 

☎0532-52-7337 

■内職相談 

名 称 受付時間 電話番号 

西三河県民相談室 毎週火 10:00～12:00、

13:00～15:00 

☎0564-27-0800 

東三河県民相談室 毎週火 10:00～12:00、

13:00～15:00 

☎0532-52-7337 

■手話相談 

名 称 受付時間 電話番号 

愛知県県民相談・ 

情報センター 

月・火・木・金 9:00～

16:00（予約制） 

☎052-962-5100 

FAX052-972-6001

西三河県民相談室 月・火・木・金 

10:00～16:00（予約制）

☎0564-27-0800 

FAX0564-23-4641

東三河県民相談室 月・火・木・金 

10:00～16:00（予約制）

☎0532-52-7337 

FAX0532-52-7388

■建設工事・不動産取引紛争相談 愛知県県民相談・情報セン
ター  

毎週水 13:00～16:00(面接・予約制)☎052-962-5100 
■医療相談 愛知県医療安全支援センター  

月～金(祝日、年末年始除く)9:00～12:00、13:00～17:00
(面接相談は予約制)☎052-954-6311 

■労働相談 

名 称 受付時間 電話番号 

西三河県民相談室 月～金 9:00～17:30 ☎0564-26-6100

東三河県民相談室 月～金 9:00～17:30 ☎0532-55-6010

その他、国の行政相談は？ 
国の行政などへの苦情や意見、要望を受け付け、相談者
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と関係行政機関の間に立ち、公正・中立の立場から、その
解決や実現を促進し、また、行政の制度や運営の改善に生
かしています。国の仕事や各種制度の手続について、お困
りごとや苦情・御意見・御要望がありましたら、お気軽に
御相談ください。 
【問】総務省中部管区行政評価局☎0570-090110(おこまり
ならまるまるくじょーひゃくとおばん) Fax052-972-741
9 

【受付時間】月～金 8:30～17:30(祝日、年末年始(12/29～
1/3)は除く。時間外は留守番電話で受付。) 
また、相談は以下でも受け付けています。 
【問】くらしの行政・法律相談所☎052-961-4522 
【受付時間】毎日 10:00～18:00(祝日、年末年始(12/29～
1/3)は除く。時間外は留守番電話で受付。) 

旅券（パスポート）
旅券(パスポート)については？ 

申請手続についてウェブページで御案内しています｡ 

詳しくは、 

※土､日､国民の祝日等の休日､年末年始(12/29～1/3)は休みです｡

ただし､愛知県旅券センターでは､年末年始を除く日曜日に交付

事務のみ行います｡ 

※豊橋市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、

碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、蒲郡市、常滑市、小牧市、

新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、高浜市、田原市、

愛西市、阿久比町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田町、設楽

町、東栄町、豊根村に住民登録をしている方は､29 ページに記載

のそれぞれの市町村が指定する旅券窓口で申請手続を行ってく

ださい｡ 

申請・交付場所 受付時間 専用ダイヤル 

愛知県旅券センター 申請  

月～金 9:00～17:00 

交付 

日～木 

9:00～17:00 

金 9:00～18:30 

☎ 052-563-0236  

西三河旅券コーナー  申請・交付 

月～金9:00～17:00 

☎ 0564-27-0500 

豊田加茂旅券コーナー 申請 

月～金10:00～17:00

交付 

月～金 10:00～18:00

☎ 0565-34-2110 

労働
求職者と求人者を結び付ける機関
求職中の方､人を募集したい方は？
【問】最寄りの公共職業安定所 

名古屋中 ☎052-855-3740 津島 ☎0567-26-3158 

名古屋南 ☎052-681-1211 刈谷 ☎0566-21-5001 

名古屋東 ☎052-774-1115 碧南出張所 ☎0566-41-0327 

豊橋 ☎0532-52-7191 西尾 ☎0563-56-3622 

岡崎 ☎0564-52-8609 犬山 ☎0568-61-2185 

一宮 ☎0586-45-2048 豊川 ☎0533-86-3178 

半田 ☎0569-21-0023 蒲郡出張所 ☎0533-67-8609 

瀬戸 ☎0561-82-5123 新城 ☎0536-22-1160 

豊田 ☎0565-31-1400 春日井 ☎0568-81-5135 

若年者の就職相談・情報提供は？ 
【問】ヤング・ジョブ・あいち☎052-232-2351 
■あいち若者職業支援センター☎052-232-2352  
就職支援セミナー､心理の専門家・キャリアコンサルタン
トによる若者・家族就職相談 

■愛知新卒応援ハローワーク☎052-855-3750  
大学・短大・高専・専修学校卒業予定者及び卒業後 3 年
以内の方を対象とした職業相談・職業紹介 

■愛知わかものハローワーク☎052-855-3760 

正規雇用を目指す若年者の方を対象とした､担当者制に
よる職業相談・職業紹介 

労働・就業に関することは？ 
【問】あいち労働総合支援フロア(ウインクあいち 17 階) 
■産業、労働に関する情報提供 
 産業労働情報コーナー         ☎052-485-7153 
■職業紹介・相談   就労支援コーナー☎052-533-0890 
■就労支援セミナー    就労支援コーナー☎052-485-7156 
■在宅就業(内職)相談・あっせん  

就労支援コーナー                    ☎052-562-5016 
■障害者雇用に関する相談 

あいち障害者雇用総合サポートデスク  ☎052-583-1010 
■職業適性検査を活用した相談 

職業適性相談コーナー                ☎052-485-7155 
■労働問題全般の相談 労働相談コーナー      

☎052-589-1405 
障害者の職業相談・職業紹介は？ 
【問】最寄りの公共職業安定所 
子育てしながら働きたい方の職業相談・職業紹介は？ 
【問】あいちマザーズハローワーク ☎052-855-3780 
子育て女性の再就職支援に関することは？ 
【問】あいち子育て女性再就職サポートセンター(ママ・ジ
ョブ・あいち) ☎052-485-6996 
県外求職者への就職相談・情報提供は？
【問】県労働局就業促進課 ☎052-954-6366 

 詳しくは、 

看護職の就職相談・情報提供は？ 
【問】愛知県ナースセンター ☎052-871-0600 

名駅支所       ☎052-433-1173 
豊橋支所       ☎0532-52-1173 

福祉の仕事の就職相談・情報提供は？ 
【問】愛知県福祉人材センター☎052-212-5519、豊橋市福
祉人材バンク☎0532-52-1111 

労働条件・労使関係
労働条件や労使関係の相談は？ 労労働相談専用ﾀﾞｲﾔﾙ 

名称 問合せ先 労働相談開設日時

あいち労働総合支援フロア

労働相談コーナー 

(県労働局労働福祉課分室)
労☎052-589-1405

月～金 

 9:30～18:00 

土     

10:00～17:00 

(日・祝日・年末

年始除く) 

東三河総局企画調整部 

産業労働課 
労☎0532-55-6010

9:00～17:30 

(土・日・祝日・

年末年始除く) 

新城設楽振興事務所 

山村振興課 
労☎0536-23-6104

尾張県民事務所 

産業労働課 
労☎052-961-8070

海部県民事務所 

産業労働課
労☎0567-24-6104

知多県民事務所 

産業労働課 
労☎0569-22-4300

西三河県民事務所 

産業労働課 
労☎0564-26-6100

豊田庁舎豊田加茂 

産業労働・山村振興 

グループ 

労☎0565-32-6119

■巡回労働相談(事前予約制)                
※全て 13:00～16:00 

豊川プリオ市民相談室 ☎0533-89-2140 毎月第 2木  

蒲郡市役所 ☎0533-66-1119 毎月第 2水  

設楽町商工会 ☎0536-62-0004 毎月第 2木 

愛知県 パスポート

あいち UIJ ターン支援センター
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一宮市役所（※） ☎052-961-8070 毎月第 2金 

春日井市役所 ☎0568-85-6620 毎月第 1水  

犬山市役所 ☎0568-44-0340 毎月第 3水  

小牧市役所 ☎0568-76-1134 毎月第 1木  

稲沢市役所 ☎0587-32-1332 毎月第 2木  

尾張旭市役所 ☎0561-76-8132 毎月第 3木  

豊明市役所 ☎0562-92-8312 毎月第 1金  

あま市役所本庁舎 ☎052-441-7114 毎月第 2木  

碧南市役所 ☎0566-41-3311 毎月第 1火 

刈谷市役所 ☎0566-62-1058 毎月第 1金  

安城市役所 ☎0566-71-2235 毎月第 2木  

西尾市役所 ☎0563-65-2168 毎月第 3火  

知立市役所 ☎0566-83-1111 毎月第 3木  

高浜市役所 ☎0566-52-1111 毎月第 2水  

幸田町（豊坂ほっと館） ☎0564-62-1111 毎月第 4火 

みよし市就労支援センター ☎0561-33-1860 毎月第 2火 

※一宮市役所の問い合わせ先は、尾張県民事務所 
労使関係の安定のためには？

労働紛争の調整､解決をお手伝いしています｡また､不当
労働行為の救済申立てについて審査し､判定をしています｡ 
【問】県労働委員会事務局☎052-954-6831～6835 

雇用促進
雇用保険の加入・失業給付については？ 
【問】最寄りの公共職業安定所 

技能
技能を習得するには？ 

名古屋高等技術専門校

☎052-917-6711 

機械ｴﾝｼﾞﾆｱ科、組込みｼｽﾃﾑ科、建築

ﾃﾞｻﾞｲﾝ施工科、金属加工科、ｲﾝﾃﾘｱ科、

電気機器科、総合造園科(稲沢市) 

名古屋高等技術専門校 窯業

校 

☎0561-21-6666 

陶磁器科(製造ｺｰｽ、ﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ) 

岡崎高等技術専門校

☎0564-51-0775 

モノづくり総合科(ﾏﾙﾁｽｷﾙｺｰｽ、 

ﾒﾀﾙｸﾗﾌﾄｺｰｽ)、電気工事科、造園施工

科(豊田市)、造園管理科(豊田市) 

東三河高等技術専門校 

☎0533-93-2018 

建築総合科(木造建築・施工管理ｺｰｽ、

住宅ｲﾝﾃﾘｱｺｰｽ、住宅ｴｸｽﾃﾘｱｺｰｽ) 

障害者が技能を身につけるには？ 

名古屋高等技術専門校 

☎052-917-6711 

総合実務科 

岡崎高等技術専門校

☎0564-51-0775

総合実務科 

愛知障害者職業能力開発校

☎0533-93-2102 

IT ｽｷﾙ科､OA ﾋﾞｼﾞﾈｽ科､CAD 設計科､

ﾜｰｸｻﾎﾟｰﾄ科、就業支援科､総合実務科

商工業
創業・経営革新・新事業展開に関する相談は？ 

(公財)あいち産業振興機構 ☎052-715-3071  

愛知県商工会連合会 ☎052-562-0040  

愛知県中小企業団体中央会 ☎052-485-6811  

名古屋商工会議所 ☎052-223-5757  

消費税の価格転嫁等に関する相談は？ 
【問】県経済産業局産業部産業政策課☎052-954-6330 

この他、総局・県民事務所等、県内商工会議所・商工会
でも相談に対応しています。
技術支援や相談、情報提供を受けるには？ 

あいち産業科学技術総合センター本部では、高度計測分析機
器による分析・評価を行い、企業の研究開発・製品開発を支援
します。また、県内の各技術センター・試験場では、工業・窯
業・食品・繊維等の分野において、技術相談・指導、依頼試験
により企業を支援します。 

あいち産業科学技術総合センター本部 

〒470-0356 豊田市八草町秋合 1267-1  
(知の拠点あいち内) 

☎0561-76-8301 

産業技術センター 

〒448-0013 刈谷市恩田町 1-157-1 

☎0566-24-1841 

同 常滑窯業試験場 
〒479-0021 常滑市大曽町 4-50 

☎0569-35-5151 

同 三河窯業試験場 

〒447-0861 碧南市六軒町 2-15 

☎0566-41-0410 

同 瀬戸窯業試験場 

〒489-0965 瀬戸市南山口町 537 

☎0561-21-2116 

食品工業技術センター 
〒451-0083 名古屋市西区新福寺町 2-1-1

☎052-325-8091 

尾張繊維技術センター 
〒491-0931 一宮市大和町馬引字宮浦 35 

☎0586-45-7871 

三河繊維技術センター 
〒443-0013 蒲郡市大塚町伊賀久保 109 

☎0533-59-7146 

中小企業の方が融資を受けるには？ 
【問】愛知県信用保証協会 総合相談窓口☎0120-454-754 
設備導入の支援を受けるには？ 
【問】(公財)あいち産業振興機構経営支援部設備投資支援グ
ループ☎052-715-3067 

農業
農業の指導・相談
農業の技術指導を受けるには？ 
【問】農林水産事務所農業改良普及課 
■農林水産事務所農業改良普及課 

尾張【名古屋市､一宮市､瀬戸市､春日井市､犬山市､江南市､小牧市､ 

稲沢市､尾張旭市､岩倉市､豊明市､日進市､清須市､北名古屋市､ 

長久手市､愛知郡､西春日井郡､丹羽郡】  

☎052-961-8094 Fax052-961-1540 

同課稲沢駐在室【(一宮市､犬山市､江南市､稲沢市､岩倉市､ 

丹羽郡)】                   ☎0587-21-2511 Fax0587-21-7853

海部【津島市､愛西市､弥富市､あま市､海部郡】 

☎0567-55-7611 Fax0567-25-8943 

知多【半田市､常滑市､東海市､大府市､知多市､知多郡】 

☎0569-21-8111 Fax0569-23-4260 

西三河【岡崎市､碧南市､刈谷市､安城市､西尾市､知立市､高浜市､ 

額田郡】                       ☎0566-76-2400 Fax0566-76-3194

同課岡崎駐在室【(岡崎市､額田郡)】  

☎0564-53-1552 Fax0564-53-1677

同課西尾駐在室【(西尾市)】 ☎0563-57-4154 Fax0563-55-0278 

豊田加茂【豊田市､みよし市】 ☎0565-32-7509 Fax0565-35-0416

新城設楽【新城市､北設楽郡】 ☎0536-62-0546 Fax0536-62-1533

同課新城駐在室【(新城市)】 ☎0536-23-2172 Fax0536-23-6010

東三河【豊橋市､豊川市､蒲郡市】 ☎0532-63-3529 Fax0532-63-7023

田原農業改良普及課【田原市】 ☎0531-22-0381 Fax0531-23-1304

新規就農及び企業の農業参入に関する相談は？ 
【問】県農起業支援センター(県農林水産事務所農業改良普及
課内) 

家畜衛生の指導・相談
家畜衛生に関する技術指導を受けるには？ 
【問】家畜保健衛生所 

西部【名古屋市､一宮市､瀬戸市､半田市､春日井市､津島市､犬山市､ 

常滑市､江南市､小牧市､稲沢市､東海市､大府市､知多市､尾張旭市､ 

岩倉市､豊明市､日進市､愛西市､清須市､北名古屋市､弥富市､あま市､ 

長久手市､愛知郡､西春日井郡､丹羽郡､海部郡､知多郡】  

☎0569-72-0344 Fax0569-72-2770 

尾張支所【(名古屋市､一宮市､瀬戸市､春日井市､津島市､犬山市､ 

江南市､小牧市､稲沢市､尾張旭市､岩倉市､豊明市､日進市､愛西市､

清須市､北名古屋市､弥富市､あま市､長久手市､愛知郡､ 

西春日井郡､丹羽郡､海部郡)】☎0568-81-1874 Fax0568-82-8475 

中央【岡崎市､碧南市､刈谷市､豊田市､安城市､西尾市､知立市､ 

高浜市、みよし市､額田郡】     ☎0564-51-5183 Fax0564-54-5129 

豊田加茂支所【(豊田市､みよし市)】  

☎0565-32-0459 Fax0565-35-0674 

東部【豊橋市､豊川市､蒲郡市､新城市､田原市､北設楽郡】 

 ☎0532-45-1141 Fax0532-48-8943 

新城設楽支所【(新城市､北設楽郡)】 

 ☎0536-22-0549 Fax0536-23-4952 
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学習

県立高校
県立の高校(定時制・通信制含む)は？ 
【問】県教育委員会高等学校教育課☎052-954-6787 

特別支援教育
障害のあるお子さんの就学は？ 

小･中学校に特別支援学級･通級指導教室が設けられてい
るほか､特別支援学校が設置され､幼稚部・小学部・中学部・
高等部が置かれています｡ 
【問】県教育委員会特別支援教育課☎052-954-6792､6798 
■盲学校 ※幼:幼稚部、小:小学部、中:中学部、高:高等部 

名古屋【幼､小､中､高】 ☎052-711-0009 Fax052-723-6813 

岡崎【幼､小､中､高】 ☎0564-51-1270 Fax0564-55-9431 

■聾学校 

名古屋【中､高】 ☎052-762-6846 Fax052-753-2247 

千種【幼､小】 ☎052-711-8888 Fax052-723-6824 

豊橋【幼､小､中､高】 ☎0532-45-2049 Fax0532-47-7545 

岡崎【幼､小､中､高】 ☎0564-45-2830 Fax0564-45-6248 

一宮【幼､小､中､高】 ☎0586-45-6000 Fax0586-43-4462 

■知的障害特別支援学校 

みあい【小､中､高】 ☎0564-57-0013 Fax0564-53-0034 

一宮東【小､中､高】 ☎0586-51-5311 Fax0586-78-8789 

瀬戸つばき【小､中､高】 ☎0561-56-0950 Fax0561-87-2500 

半田【小､中､高】 ☎0569-27-7061 Fax0569-27-7640 

春日台【幼､小､中､高】 ☎0568-41-8752 Fax0568-88-5863 

豊川【小､中､高】 ☎0533-88-2553 Fax0533-88-2595 

本宮校舎【高】 ☎0533-93-0515 Fax0533-93-2826 

安城【小､中､高】 ☎0566-99-3345 Fax0566-99-5479 

いなざわ【小､中､高】 ☎0587-35-2005 Fax0587-36-3340 

大府もちのき【小、中、高】 ☎0562-46-3011 Fax0562-46-3021 

桃花校舎【高】 ☎0562-46-6909 Fax0562-44-0656 

佐織【小､中､高】 ☎0567-37-2061 Fax0567-37-2629 

三好【小､中､高】 ☎0561-34-4832 Fax0561-32-4232 

豊橋山嶺教室【高】 ☎0536-62-0722 Fax0536-62-1534 

豊橋潮風教室【高】 ☎0531-32-0134  Fax0531-32-0135 

春日井高等【高】 ☎0568-85-3511 Fax0568-85-1141 

豊田高等【高】 ☎0565-54-0011 Fax0565-54-0013 

■肢体不自由特別支援学校 

名古屋【小､中､高】 ☎052-502-8866 Fax052-502-8849 

港【小､中､高】 ☎052-651-3710 Fax052-651-3917 

豊橋【小､中､高】 ☎0532-61-8118 Fax0532-63-5783 

岡崎【小､中､高】 ☎0564-48-2601 Fax0564-48-7914 

一宮【幼､小､中､高】 ☎0586-78-4635 Fax0586-78-8703 

ひいらぎ【小､中､高】 ☎0569-26-7131 Fax0569-26-7122 

小牧【小､中､高】 ☎0568-73-7661 Fax0568-75-9380 

■病弱特別支援学校 

大府【小､中､高】 ☎0562-48-5311 Fax0562-44-0662 

市立特別支援学校（名古屋市、豊橋市、瀬戸市、豊田市、
刈谷市）については、それぞれの市教育委員会事務局に
お問い合わせください 

奨学資金
高等学校及び専修学校高等課程の生徒に対する奨学制度に
ついては？ 
【問】在学する学校又は県教育委員会高等学校教育課 

☎052-954-6785 
私立学校の生徒に対する助成制度については？ 
【問】在学する学校又は県県民文化局県民生活部学事振興課私
学振興室☎052-954-6187 

教育相談・指導
教育に関する相談は？ 
■面接又は電話による相談(相談無料・面接は予約制) 

一般教育相談…県総合教育センター教育相談研究室 

☎0561-38-2217 
特別支援教育相談…同特別支援教育相談研究室 

☎0561-38-9517 
■集団カウンセリングや講座､セミナーによる相談 

保護者及び関係者を対象として､尾張地域・知多地域・
三河地域で開催しています｡ 
【問】(公財)愛知県教育・スポーツ振興財団教育振興課 
☎052-242-1588 

詳しくは、 

■電話による相談 「教育相談こころの電話」 
☎052-261-9671(ｸﾛｰﾅｲ) 
青少年とその保護者を対象として電話による教育相談
を行っています｡ 

家庭教育､いじめ・不登校に関する相談は？ 
■電話による相談(いじめ･不登校等)家庭教育相談電話 

☎052-961-0900 
【相談担当者】生涯学習課配置の家庭教育コーディネー
ター 
【相談日時】月～金(祝日､年末年始除く)午前 9 時～午
後 4時 

■家庭訪問による面接相談(いじめ・不登校等) 
【相談担当者】各教育事務所・支所配置の家庭教育コー
ディネーター及び家庭教育支援員(ホームフレンド) 
【問】県教育委員会生涯学習課☎052-954-6780 

■子ども SOS ほっとライン 24 全国統一ダイヤル 
☎0120-078310(なやみ言おう) 
【相談日時】毎日 24 時間 ※IP 電話の一部はつながり
ません。 
【問】県教育委員会義務教育課☎052-954-6790 

公立大学法人
公立大学法人は？ 
【問】愛知県公立大学法人事務局総務部門☎0561-64-1114 

愛知県立

大学 

長久手キャンパス ☎0561-76-8811 Fax0561-64-1101

守山キャンパス   ☎052-778-7100 Fax052-736-1415

愛知県立

芸術大学

☎0561-76-2492 Fax0561-62-2720

生涯学習
生涯学習に関する情報は？ 

詳しくは、 

【問】(公財)愛知県教育・スポーツ振興財団（愛知県生涯
学習推進センター）☎052-961-5333 
男女共同参画に関するセミナーは？ 
【問】(公財)あいち男女共同参画財団(企画協働課) 
☎052-962-2512 

余暇
文化・スポーツ・観光
芸術文化選奨とは？ 

芸術文化の各分野において、その向上発展に貢献し、業
績が顕著な個人・団体を選奨しています。 
【問】県県民文化局文化部文化芸術課☎052-954-6184 

 文化活動事業への助成は？ 
文化の振興を図るため、文化活動団体が実施する文化活

動事業に対し、事業費の一部を助成する制度があります。 
【問】県県民文化局文化部文化芸術課☎052-954-6184

 スポーツに関することは？ 
【問】県スポーツ局スポーツ振興課☎052-954-6087 
又は(公財)愛知県教育・スポーツ振興財団  
☎052-241-9101 

観光情報を知りたいときは？ 
【問】(一社)愛知県観光協会☎052-581-5788 

県観光コンベンション局観光振興課 
☎052-954-6355 

学びネットあいち

あいち教育スポーツ
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空港
中部国際空港「セントレア」について知りたいときは？ 
【問】中部国際空港(ｾﾝﾄﾚｱ ﾃﾚﾎﾝｾﾝﾀｰ)☎0569-38-1195(いい空

港) 
県建設局航空空港課☎052-954-6133 

県営名古屋空港について知りたいときは？ 
【問】県営名古屋空港総合案内☎0568-28-5633、 

県建設局航空空港課☎052-954-6129 
あいち航空ミュージアムについて知りたいときは？ 
【問】あいち航空ミュージアム☎0568-39-0283 

県建設局航空空港課☎052-954-6131 

市町村名 電話番号 郵便番号 住所

名古屋市 ☎052-961-1111 460-8508 中区三の丸三丁目 1-1 

豊橋市 ☎0532-51-2111 440-8501 今橋町 1 

岡崎市 ☎0564-23-6000 444-8601 十王町二丁目 9 

一宮市 ☎0586-28-8100 491-8501 本町二丁目 5-6 

瀬戸市 ☎0561-82-7111 489-8701 追分町 64－1 

半田市 ☎0569-21-3111 475-8666 東洋町二丁目 1 

春日井市 ☎0568-81-5111 486-8686 鳥居松町五丁目 44 

豊川市 ☎0533-89-2111 442-8601 諏訪一丁目 1 

津島市 ☎0567-24-1111 496-8686 立込町 2-21 

碧南市 ☎0566-41-3311 447-8601 松本町 28 

刈谷市 ☎0566-23-1111 448-8501 東陽町一丁目 1 

豊田市 ☎0565-31-1212 471-8501 西町三丁目 60 

安城市 ☎0566-76-1111 446-8501 桜町 18－23 

西尾市 ☎0563-56-2111 445-8501 寄住町下田 22 

蒲郡市 ☎0533-66-1111 443-8601 旭町 17-1 

犬山市 ☎0568-61-1800 484-8501 大字犬山字東畑 36 

常滑市 ☎0569-35-5111 479-8610 新開町四丁目 1 

江南市 ☎0587-54-1111 483-8701 赤童子町大堀 90 

小牧市 ☎0568-72-2101 485-8650 堀の内三丁目 1 

稲沢市 ☎0587-32-1111 492-8269 稲府町 1 

新城市 ☎0536-23-1111 441-1392 字東入船 115 

東海市 ☎052-603-2211 476-8601 中央町一丁目 1 

大府市 ☎0562-47-2111 474-8701 中央町五丁目 70 

知多市 ☎0562-33-3151 478-8601 緑町 1 

知立市 ☎0566-83-1111 472-8666 広見三丁目 1 

尾張旭市 ☎0561-53-2111 488-8666 東大道町原田 2600-1 

高浜市 ☎0566-52-1111 444-1398 青木町四丁目 1-2 

岩倉市 ☎0587-66-1111 482-8686 栄町一丁目 66 

豊明市 ☎0562-92-1111 470-1195 新田町子持松 1-1 

日進市 ☎0561-73-7111 470-0192 蟹甲町池下 268 

田原市 ☎0531-22-1111 441-3492 田原町南番場 30-1 

愛西市 ☎0567-26-8111 496-8555 稲葉町米野 308 

清須市 ☎052-400-2911 452-8569 須ケ口 1238 

北名古屋市 ☎0568-22-1111 481-8531 西之保清水田 15 

弥富市 ☎0567-65-1111 498-8501 前ケ須町南本田 335 

みよし市 ☎0561-32-2111 470-0295 三好町小坂 50 

あま市 ☎052-444-1001 490-1292 木田戌亥 18-1 

長久手市 ☎0561-63-1111 480-1196 岩作城の内 60-1 

市町村連絡先

愛知郡

東郷町 ☎0561-38-3111 470-0198 大字春木字羽根穴 1 

西春日井郡

豊山町 ☎0568-28-0001 480-0292 大字豊場字新栄 260 

丹羽郡

大口町 ☎0587-95-1111 480-0144 下小口七丁目 155 

扶桑町 ☎0587-93-1111 480-0102 大字高雄字天道 330 

海部郡

大治町 ☎052-444-2711 490-1192 大字馬島字大門西 1-1 

蟹江町 ☎0567-95-1111 497-8601 学戸三丁目 1 

飛島村 ☎0567-52-1231 490-1436 竹之郷三丁目 1 

知多郡 

阿久比町 ☎0569-48-1111 470-2292 大字卯坂字殿越 50 

東浦町 ☎0562-83-3111 470-2192 大字緒川字政所 20 

南知多町 ☎0569-65-0711 470-3495 大字豊浜字貝ヶ坪 18 

美浜町 ☎0569-82-1111 470-2492 大字河和字北田面 106 

武豊町 ☎0569-72-1111 470-2392 字長尾山 2 

額田郡 

幸田町 ☎0564-62-1111 444-0192 大字菱池字元林 1-1 

北設楽郡 

設楽町 ☎0536-62-0511 441-2301 田口字辻前 14 

東栄町 ☎0536-76-0501 449-0292 大字本郷字上前畑 25 

豊根村 ☎0536-85-1311 449-0403 下黒川字蕨平 2 
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愛知県国際展示場(Aichi Sky Expo) 42 

●スポーツ・青少年野外活動施設
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いちい信金スポーツセンター※ .... 42
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愛知県青年の家 .................. 43
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愛知県旭高原少年自然の家 ........ 43
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愛知県野外教育センター .......... 43

●憩い・休養・宿泊施設
愛知県弥富野鳥園 ................ 43 
いらご さららパーク ............. 43 
愛知県森林公園(一般公園・植物園・運
動施設)※ ....................... 43 
畜産総合センター（家畜ふれあい広場・
ドーム・研修館)  ................ 44 
ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 .. 44 

○愛知県美術館 
クリムト、ピカソ､梅原龍三郎及び安

井曽
そう

太
た

郎
ろう

など国内外の 20 世紀美術を中
心に約8,000件のコレクションを擁する
美術館です。 
〒461－8525 名古屋市東区東桜一丁目 1
3－2 
☎052－971－5511 Fax052-971-5604 
ﾒｰﾙ apma-webmaster@aac.pref.aichi.
jp 
休み：月(祝日又は振替休日の場合は次
の平日)､年末年始､展示替え等による
整理期間 

○愛知県芸術劇場 
本格的なオペラが上演可能な大ホ

ール､クラシック音楽に最適な豊か
な響きを持つコンサートホール､演
劇、舞踊、音楽などが自由なスタイ 

ルで展開できる小ホール、本格的な
リハーサル室を２室有する劇場です。 
〒461－8525 名古屋市東区東桜一丁
目 13－2 
☎052－971－5609 Fax052-971-5541 
休み：第 1・第 3 月(祝日又は振替
休日の場合は次の平日)､12/28～1
/3､施設・設備の保守点検日(毎年 6
月の第1～4月曜日は電気設備点検
のため全館休館) 

○アートスペース  
講演会、展覧会、会議、セミナー

など様々な芸術文化活動の表現・交
流の場として小人数から大人数まで
幅広く利用できる 9 つの催事室です。 
〒461-8525 名古屋市東区東桜一丁
目 13-2 

☎052-971-5609 Fax052-971-5541 
休み：第 1・第 3 月(祝日又は振替
休日の場合は次の平日)､12/28～1
/3､施設・設備の保守点検日(毎年 6
月の第1～4月曜日は電気設備点検
のため全館休館)

○アートライブラリー  
芸術に関する図書や展覧会カタ

ログ、楽譜、雑誌などの文献資料の
ほか、CD や映像資料などを広範囲に
収集・公開している図書館です。 
〒461-8525 名古屋市東区東桜一丁
目 13-2 

☎052-971-5511 Fax052-971-5659 
休み：月・第 3 火(祝日又は振替休
日の場合は次の平日)、12/28～1/3、
整理期間年間 15 日以内

○アートプラザ  
国内外の展覧会や公演の情報を

集めた情報コーナー、カウンターで
の案内サービスなどにより、芸術文
化に関する様々な情報を提供して
います。 
〒461-8525名古屋市東区東桜一丁
目 13-2 
☎052-971-5609 Fax052-971-5541 

 休み：月(祝日又は振替休日の場合
は次の平日)､12/28～1/3､施設・設
備の保守点検日(毎年6月の第1～
4 月曜日は電気設備点検のため全
館休館)

○愛知県図書館 
名古屋城の城郭内、南西の一角に

立地し、128 万冊の資料を所蔵する
図書館です。 
〒460－0001名古屋市中区三の丸一

丁目 9－3 
☎052－212－2323 Fax052-212-3674 
休み：月､毎月第 2 木(祝日又は振
替休日の場合は次の平日)､年末年
始､整理期間年間15 日以内

愛知芸術文化センター

愛知県民の森 ..................... 44
愛知県緑化センター(ウェルグリーン愛
知)  ............................. 44
愛知県昭和の森(ウェルグリーン愛知) 
 ................................. 44
熱田神宮公園※ ................... 44
大高緑地※ ....................... 44
小幡緑地※ ....................... 44
牧野ケ池緑地※ ................... 44
新城総合公園※ ................... 44
木曽川祖父江緑地(サリオパーク祖父
江) ※ ........................... 44
尾張広域緑道(フレッシュパーク) ※ 44
あいち健康の森公園※ ............. 45
東三河ふるさと公園 ............... 45
愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 
※ ............................... 45
油ヶ淵水辺公園 ................... 45
佐布里“水源の森”  .............. 45
あいち健康の森健康科学総合センター
健康宿泊館(あいち健康の森プラザホテル) 
 ................................. 45
モリトピア愛知 ................... 45
犬山国際ユースホステル (リバーサイド犬
山)  ............................. 45
あいち健康の森薬草園 ............. 45

施設名の後に※のある施設は、ネット
あいち施設予約システム（P13 参照）
から予約することができます。

文化教養・集会施設



40 

8,000 点
を 超 え る
国 内 外 の
陶 磁 資
料・作品を
所 蔵 し 観
覧・陶芸体
験 な ど が

できるやきものに関する総合文化施設
です。 
〒489－0965 瀬戸市南山口町 234 
☎0561－84－7474 Fax0561-84-4932 
ﾒｰﾙ touji@pref.aichi.lg.jp 
HP https://www.pref.aichi.jp/touji
/ 
休み：月(祝日又は振替休日の場合は次
の平日)､12/28～1/4 

男 女 共 同
参画を推進
するための
活動拠点施
設です。800
名収容のホ
ール､会議室､
セミナール

ーム､和室､宿泊室､各種スタジオ､フィ
ットネススタジオなどがあります。情報
ライブラリーでは男女共同参画に関す
る図書・視聴覚資料などの収集や情報提
供を行っています。 

〒461-0016名古屋市東区上竪杉町1  
☎052-962-2511 Fax052-962-2567  
ﾒｰﾙ will-aichi@congre.co.jp 
休み：12/29～1/3(宿泊は 12/28～1/3)､
施設設備点検日(月 1 回程度)。情報ラ
イブラリーの休業日は月(祝日の場合
は翌日も休業)､祝日(土・日の場合は利
用できます)ほかに図書整理期間(年間
15日以内)

ＮＰＯ活動
の促進を目的
とし､ＮＰＯ
の 交 流 ・ 活
動・情報発信
及び県とＮＰ
Ｏとの協働連
携の拠点とな

る施設です。会議室(使用料無料)､情報
コーナー､交流コーナー､申請相談室､愛
知県所轄のＮＰＯ法人の定款や事業報
告書等を閲覧できる縦覧・閲覧室があり
ます。 
〒461-0016 名古屋市東区上竪杉町 1
(ウィルあいち 2階)  
☎052－961－8100 Fax052-961-2315 
休み：月(祝日（振替休日も含む）の場
合は翌日も休館)､祝日(土・日の場合は
開館)､12/29～1/3、ウィルあいち休館
日 

人権啓発
に関する拠
点施設です。
あいち人権
啓発プラザ
では､人権に

関する図書・ＤＶＤなどの閲覧や貸出し､
また､人権に関する資料の収集､閲覧な
どを行っています。 
〒460-0001 名古屋市中区三の丸三丁
目 2番 1号 
(県東大手庁舎 3階)  
☎052-954-6167 Fax052-973-3582 
休み：土・日､祝日､12/29～1/3  

生涯学習推
進の中核施設
として､生涯
学習情報シス
テム｢学びネ
ットあいち｣
や情報誌｢ま

なびぃあいち｣による情報提供や各種講
座の開催などの事業を行っています。ま
た情報ラウンジでは､学習情報を無料で
ネット検索できるほか、市町村や公共施
設､教育機関等の情報誌やパンフレット
を提供しています。 
〒460-0001 名古屋市中区三の丸三丁
目 2番 1号 
(県東大手庁舎 2階)   
☎052－961－5333 Fax052-961-0232  
HP https://www.manabi.pref.aichi.jp/
center/ 
休み：土・日､祝日､12/29～1/3

環境学習の拠点となる施設です。フリ
ースペースには、どなたでも楽しく環境
を学べるハンズオン展示を備えていま
す。また、体験型学習講座の開催や環境
学習コーディネート業務などを行う他、
学校など団体での社会見学にもご利用
いただけます。（社会見学は要予約） 
〒462-0032 名古屋市北区辻町字流 7-6 
(愛知県環境調査センター１階)  
☎052-908-5150 Fax052-916-0516 
休み：土・日､祝日､12/29～1/3 

国際交流・多
文化共生の拠
点となる施設
で､あいち多文
化共生センタ
ー､交流ひろば、
国際交流団体

交流室､図書コーナーがあります。 
開館時間：月～木・土 10:00-18:00  

金 10:00-20:30 
〒460-0001 名古屋市中区三の丸二丁
目 6-1 
(県三の丸庁舎 1、2階)  
☎052-961-8744

休み：日､祝日､12/29～1/3(図書コーナ
ーは整理期間も休室)

警察の活動や歴史にふれていただけ
る施設です。大型マルチ映像によるクイ
ズや白バイの展示もあり､サイクルシミ
ュレーターでは交通安全について学ん
でいただけます。このほか､御予約によ
り通信指令室､交通管制センターと併せ
て1時間程度の見学コースを御案内しま
す。 
〒460－8502 名古屋市中区三の丸二丁
目 1-1(愛知県警察本部内)  
☎052－951－1611 内線 2182 
休み：土・日､祝日、年末年始

歴史的価値のある公文書を始め､行政

刊行物､明治時代の地籍図､航空写真､古

文書などの記録や史料を閲覧できる施

設です。 

〒460－0001名古屋市中区三の丸二丁目

3番 2号 

(県自治センター7階)  

☎052－954－6025 

休み：土・日､祝日､12/28～1/4､整理期

間(春季 10 日以内)

親子で遊
べる様々な
遊びを提供
する大型児
童館です。あ
そびのスタ
ジオ、キッチ
ンスタジオ、

えほんのへや、発見ゾーン「音・光」、
子育てひろば、幼児コーナーなどがあり
ます。 
〒480-1342長久手市茨ケ廻間乙1533－
1(愛・地球博記念公園内) 
☎0561-63-1110 Fax0561-63-1116 
ﾒｰﾙ info@acc-aichi.org 
休み：月(祝日の場合は次の平日)､12/
29～1/1 

森のフィールドを生かした自然体験
型学習プログラムを行う施設です。土・
日､祝日などにはインタープリター（森
の案内人）による「もりのツアー」など
を実施しています。団体利用の場合は事
前に御連絡ください。 
〒480-1342長久手市茨ケ廻間乙1533－
1(愛・地球博記念公園内) 
☎0561-61-2315 Fax0561-61-2328 
休み：月(祝日又は振替休日の場合は
次の平日。春・夏・冬休み中は月も開
館。)､12/29～1/1 

あいち国際プラザ 

愛知県児童総合センター 

愛知県警察広報センター 

（コノハズクひろば）

愛知県女性総合センター 

（ウィルあいち）

愛知県公文書館 

愛知県陶磁美術館 あいち人権啓発プラザ 

もりの学舎 

愛知県生涯学習推進センター

あいち環境学習プラザ 

あいちＮＰＯ交流プラザ 
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海 上 の 森
の保全と活
用を中心と
して､森林や
里山に関す
る学習と交
流を行うた

めの拠点施設です。本館と遊歩施設があ
ります。 
〒489-0857 瀬戸市吉野町 304－1 
☎0561-86-0606 
休み：月(祝日の場合は次の平日)､12/
29～1/3 

緑化用樹
木の生産振
興に寄与す
るために設
置された施
設で、研修や
調査などを
行っていま

す。樹木のことを学習できる見本園等が
整備されています。 
〒492-8405 稲沢市堀之内町花ノ木 129 
☎0587－36－1148 
休み：土・日・祝日(梅の開花時期に臨
時開場あり)､12/29～1/3 

水 環 境 を
良好に保つ
ため､下水道
が水の循環
の中で果た
す役割の大
きさや重要

性を各種展示､シアターなどで紹介する
施設です。

〒490－1301稲沢市平和町須ヶ谷長田2
95－3 
☎0567－47－1551 
休み：月(祝日の場合は次の平日)､12/
29～1/3 

埋蔵 文化
財の 調査研
究や 整理保
存を行い、出
土品 を展示
しています。 
学校 などへ
の出 前授業

の実施や研修などの受け入れも行って
います。 
〒498－0017 弥富市前ヶ須町野方 802-2
4 
☎0567－67－4164 
休み：土・日､祝日､12/29～1/3 

災害の恐ろしさを体験し、防災の知識

を身につけ

る施設です。

以下の体験

メニューを

用意してい

ます。①地震

体験、②煙道体験、③消火体験、④ロー

プ結索体験、⑤家具固定器具の取付・ガ

ラス飛散防止フィルム貼り、⑥避難所運

営ゲーム（ＨＵＧ）、⑦災害図上訓練（Ｄ

ＩＧ） 
〒488-0081 尾張旭市大字新居 5182-13
93（県消防学校内） 
①～④対象人数：１人以上（土・日、
祝日は 10 名以上） 
申込方法：随時受付（土・日、祝日は
１か月前までに電話等で予約） 
休み：土・日、祝日、12/29～1/3（土・
日、祝日は閉館日となっておりますが、
相談に応じます。） 
【問】県消防学校 
☎0561-53-2015 Fax0561-52-5427 
メール shobogakko@pref.aichi.lg.jp 
⑤～⑦対象人数：概ね 20～50 人 
申込方法：２か月前までに所定の申請
書を県防災安全局防災部防災危機管理
課へ提出 
【問】県防災安全局防災部防災危機管
理課 
☎052-954-6190 Fax052-954-6911 
メール bosai@pref.aichi.lg.jp 

県議会の
歴史やしく
み・役割､議
事堂の変遷
な ど を 画
像・映像､パ
ネル､写真な
どで紹介し

ています。 
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁
目 1番 2号(県議会議事堂１階) 
☎052-954-6742 
休み：土・日､祝日､12/29～1/3 

山村と都市との交流拠点の一つとし
て整備された､体育施設や会議室を持つ
宿泊施設です。 
〒441－2301 北設楽郡設楽町田口字向
木屋 2－10 
☎0536－62－0100 
休み：火(7・8 月を除く)､12/29～1/3 

「中小企業の経営・創
業支援」、「国際ビジネス
支援」、「雇用・就業支援」
など、多様な産業労働支
援を図るための総合施設
です。講演会､研修会､展

示会､会議などに御利用いただけます。 
〒450－0002 名古屋市中村区名駅四丁目 
4－38 
☎052－571－6131 
休み：12/29～1/3(他に､設備点検等の
ため 4月第 3金・8/13～8/15 も休館し
ます。)

新エネルギー
に関する企業の
実証研究を支援
するとともに、パ
ネル掲示や模型
設置などで研究

内容の紹介をしています。また、施設
見学の受け入れも行っています。 
〒470-0356 豊田市八草町秋合 1267-1 
(知の拠点あいち内)  
☎0561-76-8889 
休み：土・日、祝日、12/29～1/3

燃料電池
自動車（ＦＣ
Ｖ）、水素ス
テーション、
水素社会に
ついて紹介
しています。 
また、毎週

月曜日と金曜日は民間事業者の協力に
より移動式水素ステーションを運用し
ています。 
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁
目 1番 2号(県庁西庁舎駐車場内) 
☎052-954-6350 
休み：土・日、祝日、12/29～1/3 
移動式水素ステーションの詳細は 
HP https://www.pref.aichi.jp/site

/suiso-fcv/

愛知県と
名古屋市は、
戦争の体験
を次代に引
き継ぎ、戦争
の残した教
訓や平和の
大切さを学

び、平和を希求する豊かな心を育むこと
を目的として、県民の皆様から寄贈いた
だいた戦争に関する資料を展示してい
ます。 
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3-4-1
3（愛知県庁大津橋分室１階） 
☎052-957-3090 Fax 052-957-3091 
HP https://www.pref.aichi.jp/kenmi

n-soumu/chosakai/ 
休み：月、火（祝日の場合は次の平日）、
12/29～1/3、展示替え等により臨時休
館する場合があります。 

防災教育センター  

愛知県奥三河総合センター 

愛知・名古屋 戦争に関する資料館 

愛知県埋蔵文化財調査センター

議会 PR コーナー 

あいち海上の森センター 

（ムーアカデミー）

愛知県産業労働センター 

（ウインクあいち）

愛知県庁水素社会普及啓発ゾーン 

メタウォーター下水道科学館あいち

新エネルギー実証研究エリア 

愛知県植木センター 
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あいちトリエンナーレや現代アート
に関する情報提供、現代美術の展示、地
元芸術大学による展示などを定期的に
行っています。 
〒460-0002 
名古屋市中区丸の内 3-4-13  
愛知県庁大津橋分室 2・3階 
☎・Fax 052-961-6633 
HP https://aichitriennale.jp/ala/ 
休み：月～木（ただし、祝日の場合は
開館） 
開館時間：11：00～19：00

我が国で
唯一空港内
に立地する、
航空機をテ
ーマとした
ミュージア
ムであり、

航空機産業の「情報発信」、「産業観光」、
「人材育成」の３つのコンセプトで、20
17 年 11 月にオープンしました。 

YS-11 をはじめとした愛知県に縁のあ
る航空機の展示や、パイロット・整備士
の仕事に触れられる職業体験、実際の航
空機の離着陸を間近で見られる展望デ
ッキなど、“見て”、“触って”、“体感で
きる”施設です。 
〒480-0202 西春日井郡豊山町大字豊
場（県営名古屋空港内） 
☎0568-39-0283 Fax0568-29-0322  
HP https://aichi-mof.com 
休み：火（祝日の場合は次の平日） 
※8月は無休 
開館時間 9：30～17：00 
（最終入場 16：30） 
貸切制度あり 

2019 年 8 月
に 開 業 し た
「国内初の国
際空港直結型」
「国内最大級
の展示面積 60,

000 ㎡」「国内唯一の常設保税展示場」等
の特色を持つ国際展示場です。セントレ
アから徒歩 5分の好立地であり、国内外
から多くの来場者が集まるイベント拠
点となる施設です。 
〒479-0881常滑市セントレア5丁目 1
0 番 1 号 
【問】愛知国際会議展示場株式会社 
☎0569-38-2361 Fax0569-38-2371  
HP https://www.aichiskyexpo.com/ 
休み：不定休（催事の都合による） 

健康づく
りの総合拠
点として､健
康づくりの
動機づけか
ら､実践指導､
研究開発､情
報発信､交流

とやすらぎの場の提供など､さまざまな
事業を行っています。 
○健康開発館
〒470－2101 知多郡東浦町大字森岡字
源吾山 1－1 
☎0562－82－0211 Fax0562-82-0239 
ﾒｰﾙ ahvadmin@ahv.pref.aichi.jp 
休み：月(祝日の場合は次の平日)､12/
29～1/1（※9月 30 日をもって、プー
ル、クッキングルーム、リラクセーシ
ョンルームは営業終了）

○健康宿泊館(あいち健康の森プラザホ
テル) 
〒470－2101 知多郡東浦町大字森岡字
源吾山 1－1 
☎0562－82－0235 Fax0562-82-0239 
ﾒｰﾙ ahvadmin@ahv.pref.aichi.jp 
休み：12/29～1/1、施設維持管理のた
め、臨時休業する場合があります。 

○健康科学館 
〒470－2101 知多郡東浦町大字森岡字
源吾山 1－1 
☎0562－82－0211 Fax0562-82-0239 
ﾒｰﾙ ahvadmin@ahv.pref.aichi.jp 
休み：月(祝日の場合は次の平日)､12/
29～1/1（※9月 30 日をもって閉館） 

○健康情報館 
〒470－2101 知多郡東浦町大字森岡字
源吾山 1－1 
☎0562－82－0211 Fax0562-82-0239 
ﾒｰﾙ ahvadmin@ahv.pref.aichi.jp 
休み：月（祝日の場合は次の平日）、1
2/29～1/1（※9 月 30 日をもって情報
ライブラリーは営業終了） 

働く身体障害者始め一般の方がスポ
ーツやレクリエーションを楽しむこと
ができる施設です。勤労身体障害者の方
は無料でご利用いただけます。 
〒495－0001 稲沢市祖父江町祖父江寺
西 14－5  
☎0587－97－6630 Fax0587－97－1010 
休み：月(祝日の場合は次の平日)､12/
29～1/3 

全国でも有
数の規模を誇
るディンギー
ヨット主体の
施設です。 
また、大小

多数の会議

室があります。 
〒443－0014 蒲郡市海陽町 1－7 
☎0533－59－8851 
休み：水(祝日の場合は次の平日。ただ
し､ゴールデンウィーク､7・8月は無休)､
12/29～1/3

国際的な
競技会を始
め ､各種ス
ポーツ大会、
運動会、式
典、コンサ
ー ト な ど
様々なイベ

ント会場として利用することができま
す。 
〒460－0032 名古屋市中区二の丸 1番 1
号(名城公園内)  
☎052－971－2516 Fax052-971-9876
HP http://www.aichi-kentai.com 
休み：12/28～1/3 

全 国 規 模
の公式大会
が開催可能
な武道の殿
堂で､柔道､
剣道､弓道､
なぎなたな
どの各教室

も開催しています。 
〒455－0078名古屋市港区丸池町 1－1－4 
☎052－654－8541 Fax052-654-8540 
HP http://aichi-budo.sakura.ne.jp 
休み：月(祝日の場合は次の平日)､12/
28～1/3

第3種公認
陸上競技場､
野球場､サッ
カー場（照明
有）､テニス
コート（砂入
り人工芝）、
多目的運動

場､屋外プール等を備えた総合運動施設
です。 
〒491－0804一宮市千秋町佐野字向農756 
☎0586－77－0500 Fax0586-77-0699 
HP http://itinomiya.sports.coocan.j

p 
休み：水(祝日の場合は次の平日)､12/2
8～1/3 なお、プールは 7/1～8/31 に開
設し､児童生徒の夏休み中は無休

屋 内 温 水
プールを始
め､テニス､
野球場､サッ
カー場の屋
外施設のほ
か､会議室も
あります。 

あいち健康の森健康科学総合センター 
（あいち健康プラザ） 

スポーツ・青少年野外活動施設

ドルフィンズアリーナ ※

愛知勤労身体障害者体育館 

愛知県口論義運動公園 ※

アートラボあいち

愛知県武道館 ※

豊田自動織機海陽ヨットハーバー

いちい信金スポーツセンター ※

あいち航空ミュージアム

愛知県国際展示場 

（Aichi Sky Expo）
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〒470－0103 日進市北新町西口論義 32
3－8 
☎0561－73－8959 Fax0561-74-0827 
HP http://kourogi.jp 
休み：水(祝日の場合は次の平日)､12/28
～1/3(プールのみ児童生徒の夏休み中
は無休)

ライフル
射撃場とク
レー射撃場
からなり､
全国規模の
大会が可能
な施設です。 

〒444－3203 豊田市宇連野町ウネ畑 12－
95 
☎0565－90－3971 Fax0565-90-3972 
HP http://www.hm10.aitai.ne.jp/~shoo

ting 
休み：水(祝日の場合は次の平日)､12/
28～1/3 

児童の健
全育成の場
や県民全て
の憩いの場
として御利
用いただけ
る芝生広場
を始め様々

な遊具などがあります。 
〒444-0701 西尾市東幡豆町南越田 3 
☎0563－62－4151 Fax0563－62－4155 
HP https://kodomo-aichi.jp 
休み：キャンプ場、ゴーカート、ミニ
カーは月(祝日の場合は次の平日)､こ
ども汽車、ランドトレインは平日
（土・日、祝日のみ運行）、12/29～1/
1 は全施設休み 

アスレチ
ックなどの
遊具を始め、
有料施設に
は足踏み式
ゴーカート、
水上自転車、
プール（夏

休み期間のみ）があります。 
〒490－1403弥富市鳥ヶ地町二反田123
8 
☎0567－52－1515 Fax0567－52－1514 
ﾒｰﾙ k-kodomo@aichi-park.or.jp 
休み：有料施設のみ､月(祝日の場合は
次の平日)､12/29～1/1 は全施設休み 

岡崎市街近
郊。名鉄「美
合駅」より徒
歩 12 分。交通
の便に恵まれ
た施設です。
各種の研修会

や学習会、交流会、スポーツ活動、音楽
活動、野外活動など目的に合わせて、宿
泊又は日帰りで御利用いただけます。 

〒444－0802 岡崎市美合町並松 1－2 
☎0564－51－2123 Fax0564-51-2027 
HP http://seinen-no-ie.sakura.ne.j
   p
休み：月(祝日の場合は次の平日)､12/
28～1/3 

前方には
伊勢湾が広
がり、後方
には緑の丘
陵が迫る恵
まれた自然
環境の中に
建つ施設で

す。各種の宿泊研修や野外活動、サーク
ル活動など幅広く御利用いただけます。 

〒470-3236 知多郡美浜町小野浦字宮
後 1-1 

☎0569-88-5577 Fax0569-88-5385 
HP http://sizennoie-mihama.jp 
ﾒｰﾙ info@sizennoie-mihama.jp 
休み：月(祝日の場合は次の平日※た
だし､4～8 月は原則として休館日な
し)､12/28～1/3 

標高 620m
の愛知高原
国定公園旭
高原に建つ
自然豊かな
施設です。
各種の宿泊

研修や野外活動、サークル活動など幅広
く御利用いただけます。 
〒444－2893 豊田市小滝野町坂 38－25 
☎0565－68－3200 Fax0565-68-3203 
HP http://www.hm11.aitai.ne.jp/~as
ahi
休み：月(祝日の場合は次の平日※た
だし､4～8 月は原則として休館日な
し)､12/28～1/3 

春から秋にかけて､県内酪農家の乳用
雌子牛を草地に放牧し､足腰が丈夫で､
消化器官の発達した子牛を育てていま
す。場内では歩道から牛を間近に見るこ
とができます。 
〒449－0405 北設楽郡豊根村坂宇場字
御所平 70－178  
☎0536－87－2004 
休み：冬期期間(11 月中旬から 5月上
旬まで)

標高 600ｍ
の木々に囲ま
れた場所に建
つ緑豊かな施
設です。各種
の宿泊研修や
野外活動、サ
ークル活動、

スポーツクラブ・吹奏楽等の練習合宿な
ど幅広く御利用いただけます。 
〒444－3432 岡崎市千万町町字大平田 1
7－5  
☎0564－83－2221 Fax0564-83-2222
HP http://yagaicenter.sports.coocan.
jp 
休み：月(祝日の場合は次の平日)､12/
28～1/3

野鳥の保護地として、樹林や池などが
整備されており、展望室からは大型双眼
鏡で様々な野鳥が観察できます。 
〒498－0067 弥富市上野町 2－10 
☎0567－68－2338 
HP https://www.aichi-park.or.jp/ya
chou/ 
休み：月(祝日の場合は次の平日)､12/
29～1/1 

か つ て 伊
良湖地域に存
在していた原
風 景で ある
「砂丘とオア
シス（湧水）」
を再生し、地
元の希少な海

浜性植物を保全している園地です。 
エコツアーや自然観察会、保全活動な

ど、環境学習・環境活動の拠点として、
ぜひ御利用ください。 
〒441-3615 田原市中山町大松上 1 
☎0531-35-6411 （休暇村伊良湖） 
HP http://www.pref.aichi.jp/kankyo/

sizen-ka/shizen/irago/irago.html 
休み：年中無休 

緑に囲ま
れた広大な公
園です。植物
園で自然観察、
運動施設で乗
馬やテニス、
一般公園で散
策やボート遊

びなどをお楽しみいただけます。 
〒488－8555 尾張旭市大字新居 5182－1 
(一般公園・植物園)  
☎0561－53－1551 Fax0561-53-4414 

愛知県総合射撃場 

海南こどもの国 

愛知県青年の家 

愛知こどもの国 

愛知県森林公園 ※

（一般公園・植物園・運動施設）

愛知県弥富野鳥園 

茶臼山高原牧場 

愛知県旭高原少年自然の家

愛知県美浜少年自然の家 

憩 い ・ 休 養 ・ 宿 泊 施 設 

愛知県野外教育センター 

いらご さららパーク 
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(運動施設) 
☎0561－53－1552 Fax0561-53-9876  
休み：有料施設のみ:月(祝日の場合は
次の平日)､12/29～1/1 

家畜とのふれあいを通じ､家畜への親
しみや理解を深めていただけます。研修
館には､パネル展示､畜産物加工体験(ﾊﾑ､
ｿｰｾｰｼﾞ作り教室を週 4 日開設)コーナー
等があります。 
〒444－0006 岡崎市丸山町字亀山 9－1 
☎0564－21－0201 
休み：12/29～1/3 

愛知県森
林公園に
あるパブ
リックゴ
ルフ場で
す。36 ホ
ール､2 つ
の練習場

があります。
〒488-0081 尾張旭市大字新居 5182-1 
☎0561－53-9777(予約専用) 
☎0561－53－3993 Fax0561-53-8993 
休み：毎月第 2・第 4月(祝日の場合は
次の平日)12/31～1/1 

緑豊かな
奥三河にあ
り、広大な森
林の中を清
流が流れて
います。宿泊
施設(モリト
ピア愛知 P4

5)やキャンプ場に滞在して、森林浴、ハ
イキングや水遊びなどをお楽しみいた
だけます。 
〒441－1693 新城市門谷字鳳来寺 7－60 
☎0536－32－1262 Fax0536-32-1273  
休み：月(7・8月を除く､祝日の場合は
次の平日)

県政 100
年を記念し
て建設され､
日本庭園な
どの見本園
があります。
緑化に関す
る知識を普

及するため、相談・研修等を行っていま
す。

〒470－0431 豊田市西中山町猿田 21－1 
☎0565－76－2106 
休み：本館等は月(祝日の場合は次の
平日)､12/29～1/1 

昭 和 天 皇
御在位 50 年
を記念して
つくられ､設
楽町方面か
ら瀬戸市方
面に延びる
東海自然歩

道も通過しており､広域的な森林レクリ
エーションの拠点となっています。 
〒470－0431 豊田市西中山町長根 1-1 
☎0565－76－1304(交流館)  
休み：交流館等は月(祝日の場合は次の
平日)､12/29～1/1

〒456－0027 名古屋市熱田区旗屋一丁
目 10－45  
☎052－681-5204 Fax052-681-9835 
Hp http://www.atsutajingu-park.co

m/ 
ﾒｰﾙ atsutajingu_koen@ybb.ne.jp  
休み：有料施設のみ:月(祝日の場合は
次の平日)､12/29～1/3 

〒459-8001 名古屋市緑区大高町字高
山 1－1
☎052-622-2281 Fax052-622-2282 
HP https://www.aichi-koen.com/oda

ka/ 
ﾒｰﾙ oodaka@aichi-toshi.or.jp 
休み：有料施設のみ:月（祝日の場合
は次の平日)､事務所休業日 12/29～1/
3

〒463-0094 名古屋市守山区大字牛牧
字中山 1632-1  
☎052-791-9492 Fax052-791-9500 
HP https://www.aichi-koen.com/oba

ta/ 
ﾒｰﾙ obata@aichi-toshi.or.jp 

休み：有料施設のみ:月(祝日の場合は
次の平日)､事務所休業日 12/29～1/3 

〒465-0067 名古屋市名東区猪高町大
字高針字梅森坂 52-175 
☎052－701－3089 Fax052-701-3047 
HP https://www.aichi-koen.com/maki

no/ 
ﾒｰﾙ makino@aichi-toshi.or.jp 
休み：事務所休業日 12/29～1/3 

〒441-1312 新城市浅谷字ヒヨイタ 40 
☎0536-25-1144 Fax0536-25-0090
HP https://www.aichi-koen.com/shins

hiro/ 
ﾒｰﾙ shinshiro@aichi-toshi.or.jp 
休み：有料施設のみ:月(祝日の場合は
次の平日)､事務所休業日 12/29～1/3 

〒495-0001 稲沢市祖父江町祖父江鍋
島 132 
☎0587-97-4255 Fax0587-97-2066 
HP http://www.sobue-park.com/ 
ﾒｰﾙ sobue_ryokuchi@ybb.ne.jp  
休み：有料施設のみ:月(祝日の場合は
次の平日)､事務所休業日 12/29～1/3 

〒485－0821 小牧市大字本庄字南浦 102
0 
☎0568－78－1110 Fax0568-78-0521 
HP https://www.aichi-koen.com/owar

i/ 
ﾒｰﾙ owari@aichi-toshi.or.jp 

畜産総合センター 

（家畜ふれあい広場・ドーム・研修館） 

小幡緑地 ※

愛知県昭和の森 

（ウェルグリーン愛知） 

尾張広域緑道（フレッシュパーク）※

牧野ケ池緑地 ※

愛知県緑化センター 

（ウェルグリーン愛知） 

大高緑地 ※

愛知県民の森 

熱田神宮公園 ※
ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 

新城総合公園 ※

木曽川祖父江緑地 

（サリオパーク祖父江） ※
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本冊子を御覧いただきありがとうございます。 

今後の編集の参考とするため、アンケートへの御協力をお願いし

ます。 

（無記名でのアンケートです）

休み：有料施設のみ:月(祝日の場合は
次の平日)､事務所休業日 12/29～1/3 

〒474－0038 大府市森岡町 9丁目 300 
☎0562－47－9222 Fax0562-47-1109 
HP https://www.aichi-koen.com/kenm
ori/ 
ﾒｰﾙ kenmori@aichi-toshi.or.jp 
休み：事務所休業日 12/29～1/1 

〒441-0211 豊川市御油町滝ヶ入 11-2 
☎0533-87-9301 Fax0533-87-9302
HP https://www.aichi-koen.com/furu

sato/ 
ﾒｰﾙ hurusato@aichi-toshi.or.jp 
休み：事務所休業日 12/29～1/3 

〒480-1342長久手市茨ケ廻間乙1533-
1 
☎0561-64-1130 Fax0561-61-2150 
HP https://www.aichi-koen.com/mori

coro/ 
ﾒｰﾙ chikyu@aichi-toshi.or.jp 
休み：有料施設のみ：月（祝日の場合
は次の平日）、事務所休業日 12/29～1/
1

〒447-0083 碧南市油渕町 2-33 
☎0566-41-1515 Fax0566-41-1516 
HP https://www.aichi-koen.com/abu

ragahuchi/ 
ﾒｰﾙ abura@aichi-toshi.or.jp 
休み：12/29～1/3

佐布里池は
知多半島のほ
ぼ中央､愛知
用水の幹線水
路沿いにあっ
て､自然の丘
陵地帯につく

られた広大な人工調整池です。池の周り
は「水源の森」として自然林が育成され、
特に梅の名所として親しまれています。 
〒478-0015知多市佐布里地内(知多浄
水場) 
☎0562-55-3501 
休み：年中無休、佐布里池は現在、堤
防の耐震補強工事を行っております。
（2021 年３月に完了予定です） 

最大収容人員1,000人のホールを備え､
国際会議や地域の会合等に御利用いた
だけます。また､天然温泉｢もりの湯｣に
はサウナもあり､心も体もリフレッシュ
していただけます。 
〒470-2101 知多郡東浦町大字森岡字
源吾山 1-1 
☎0562-82-0235 Fax0562-82-0239 
ﾒｰﾙ ahvadmin@ahv.pref.aichi.jp 
休み：12/29～1/1、施設維持管理のた
め、臨時休業する場合があります。

愛知県民
の森にある
宿 泊 室
(和・洋)､会
議室 ､レス
トラン等を
備えた宿泊
施設です。

緑深い森林の中でゆっくりお過ごしい
ただけます。 
〒441-1693 新城市門谷字鳳来寺 7－60
(愛知県民の森)  
☎0536-32-1262 Fax0536-32-1273 
休み：月(7・8 月を除く､祝日の場合は
次の平日)

お値打ちな宿泊料金で清潔､設備充実。
国宝犬山城がある犬山市にあって、日本
モンキーパーク・寂光院(もみじでら)ま
で徒歩 10 分。宿泊・研修・合宿にぜひ
御利用ください。
〒484-0091 犬山市大字継鹿尾字氷室 1
62-1 
☎0568-61-1111 
休み：年中無休 

園内には約
150 種類の薬
草やハーブを
植栽するとと
もに、体験薬
草農園での栽
培体験や薬草
やハーブにつ 

いて学べる講座の開催など、薬草につい
て、見て、体験して楽しんでいただける
施設です。
〒474-0038大府市森岡町9丁目319番

地 
☎0562-43-0021､Fax0562-43-0041 

 ﾒｰﾙ info@yakusouen.jp 
 HP http://www.yakusouen.jp 
休み：月(祝日の場合は次の平日)、12
/29～1/3 

障害のある方やその付き添いの方 1名は、個人利用に限り入場料が無料になる場合があります。詳しく

は各施設へお問い合わせください。 

あいち健康の森公園 ※

佐布里“水源の森” 

あいち健康の森健康科学総合センター 

健康宿泊館（あいち健康の森プラザホテル） 
愛・地球博記念公園 

（モリコロパーク）※

愛知県 

〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目 1番 2号

☎ 052-961-2111（代表） 

2020 年 7月発行 

 （特段の記載がない限り、2020 年 4 月 1 日時点の

情報に基づき作成）

編集・発行/愛知県政策企画局広報広聴課 

☎ 052-954-6169（ダイヤルイン）  

Fax 052-961-4016

油ヶ淵水辺公園 

あいち健康の森薬草園

犬山国際ユースホステル 

（リバーサイド犬山） 

本紙への御意見や視覚障害者向けの「音声コード版」を御希望の方は、愛知県広報広聴課☎052-954-6169 までお問い合わせください。

東三河ふるさと公園  

モリトピア愛知 


