
●

　県では、医療・福祉・教育が一体となった障がい児療育の拠
点としての機能を強化するため、岐阜市にある希望が丘学園
（病院、医療型障害児入所施設）・岐阜希望が丘特別支援学校
の再整備を進めています。今月、建設工事に着手し、平成27年
９月の供用開始を目指します。

希望が丘学園、岐阜希望が丘特別支援学校の機能を充実・強化！

手話通訳に必要な手話語彙（ごい）や表現
技術などを習得します。
※要申込・無料（テキスト代実費負担）▲
とき／４月～平成27年３月の土曜日（全
23回）　

▲

ところ／美濃加茂市生涯学習セ
ンター（美濃加茂市）および県聴覚障害者情
報センター（岐阜市）　

▲

定員／20人（抽選）▲

対象者／手話奉仕員養成課程修了者およ
び同程度の手話技術の習得者　

▲

申込方法
／はがきまたはFAXに、講座名、住所、氏名
（ふりがな）、年齢、職業、電話・FAX番号を記
入し、申込先へ　

▲

申込期限／３月20日（木）▲

申込先・問／県聴覚障害者情報センター
　☎058（213）6786　　  058（275）6066
　〒500-8384 岐阜市薮田南5-14-53　
　ふれあい福寿会館６階

手話通訳者養成講座

▲

とき／３月５日（水）・19日（水）、４月２日（水）
　いずれも13:00～15:50　※要申込・無料▲

ところ／県民生活相談センター（岐阜市）▲

定員／各日８人（先着順）▲

受付／開催日の２日前までに申込先に電
話（相談員が相談内容を聞き取ります）▲

申込先・問／県民生活相談センター　
　☎058（277）1001

弁護士による無料法律相談 家族を自死で亡くされた方を対象とし
て、悲しみや深い想いを安心して語り
合える「分かち合いの集い」を開催し
ます。　※申込不要・無料▲

とき／３月16日（日）13:30～16:00▲

ところ／ふれあい福寿会館 407小会
議室（岐阜市）▲

問／県精神保健福祉センター
　☎058（273）1111（内線2252）

自死遺族の会「千の風の会」

交通事故による過失割合や損害賠償
などのさまざまな相談に応じます。
※要申込・無料 ▲

ところ：とき／
多治見市役所：３月20日（木）、４月３日(木）
可茂総合庁舎：３月14日（金）、４月11日（金）
飛騨総合庁舎：３月26日（水）
いずれも10：00～15：00▲

受付／開催日前日までに申込先に
電話　

▲

申込先・問／県民生活相談
センター　☎058（277）1001　※電話
での相談も随時受け付けています。

交通事故巡回相談

　県教育委員会特別支援教育課　☎058（272）8751

Web 検索岐阜県特別支援教育ＮＥＴ

　県庁地域医療推進課  総合療育推進室　☎058（272）8279

Web 検索希望が丘学園

病床数を増加
53床に増床し、より多くの重度障
がい児を受け入れます。

短期入所の定員・機能を拡充　
在宅障がい児の家族をサポート
します。

希望が丘学園　～障がい児医療・福祉の中核拠点に～

重度の障がいへの対応を強化

児童精神科外来を常設
より多くの方が受診できるように
なります。

親子病室を新設
親子で一緒に短期間入院し、家
庭での療育方法を学んでいただ
くことができます。

ニーズの高まっている発達障がい児への支援を強化

岐阜希望が丘特別支援学校
～肢体不自由教育の拠点
　としての機能を充実～

多重債務でお困りの方に、法律専門家
が相談に応じます。　
※要申込・無料▲

とき／３月14日（金）13:00～16:00▲

ところ／恵那総合庁舎（恵那市）▲

定員／６人（先着順）▲

受付／３月13日（木）までに申込先
に電話▲

申込先・問／県民生活相談センター
　☎058（277）1003

多重債務無料相談会

ひきこもりがちな若者とその家族が、
共に学び、話し合うグループミーティ
ングを開催します。　※要申込・無料▲

とき／
家族のつどい：４月～８月の第４水曜日
本人のつどい：毎月第３水曜日
いずれも13:30～15:30▲

ところ／県精神保健福祉センター
（岐阜市）▲

定員／各10人程度（面接あり）▲

申込方法／申込先に電話▲

申込先・問／県精神保健福祉センター
　☎058（273）1111（内線2253）

ひきこもりグループ
ミーティング

特別支援学校の整備を進めています！
平成28年度　岐阜南部特別支援学校（仮称）
平成29年度　岐阜高等特別支援学校（仮称）
を新設予定。

心身の発達を促す設備を充実
屋内運動場やジャグジープールを新設します。

障がい児を支える人材の育成・確保
医師・看護師・心理士などの育成・確保を進め、障がいの状態に
応じたきめ細やかな支援を行います。

職業教育を強化
陶芸、被服、パソコンなどの特別教室を新設し、
職業教育を強化し、自立につなげていきます。

一貫した教育を実現
高等部を新設し、小学部から高等部までの一貫
した教育を実現します。
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この紙面に関するお問い合わせは、岐阜県広報課まで
　058（272）1111 ㈹  　　 058（278）2506
　この情報は2月3日現在のものです。

｢ 岐阜県からのお知らせ」点字版・音声版を
ご希望の方は、県庁広報課へご連絡ください。



●県の人口／ 2,050,218 人（973 人減）　　●世帯数 745,815 世帯（120 世帯減）　　
　　　　男／　991,312 人（503 人減）
　　　　女／ 1,058,906 人（470 人減）

※平成 26 年１月１日現在、
（　）内は前月の人口・世帯数との比較

読む
テレビで d

岐阜県現代陶芸美術館
多治見市東町4-2-5　　
☎0572（28）3100
休／月曜日（祝日の場合は翌平日）
開館時間／10:00 ～ 18:00（入館は17:30 まで）

デミタスとは、食後に、深く
濃い味わいのコーヒーを飲む
ための小さな器のことです。
18世紀後期から20世紀初頭に
かけて、マイセンやセーヴ
ル、コールポートなどで作ら
れた約300点を紹介します。

▲

期間／３月８日（土）～６月
22日（日）▲

料金／一般800円、大学生
600円、高校生以下無料

ＪＲ岐阜駅前にて県内の特産品販売やご当地グルメの
出店コーナー、歌やゲーム、パフォーマンスのステージ、ま
ち歩きなどを開催します。▲

とき／３月15日（土）10:30～15:00▲

ところ／ＪＲ岐阜駅北口駅前広場（岐阜市）▲

問／日本イベント企画（株）　☎058（274）6334

どうさん楽市を開催！

デミタス コスモス
～宝石のかがやき
　★カップ＆ソーサー～

平成26年度県政モニター募集！

岐阜県公式フェイスブックページ
「清流の国ぎふ」岐阜県ミナモだより

Web 検索岐阜県愛のともしび基金

平成26年度愛のともしび基金補助金の申請を募集します。▲

対象者／社会福祉法人および知事が助成を必要と認
める福祉活動を行う非営利団体▲

対象事業／施設整備、備品整備など▲

申請書／市町村福祉担当課で配布。ホームページから
も入手可。

▲

募集期間／３月26日（水）～５月７日（水）▲

問／県庁地域福祉国保課
　☎058（272）8261

愛のともしび基金補助金

県内での就農希望者などを対象として、農業の基礎技術
を講義・実習で学ぶ研修の受講生を募集します。
※要申込・無料（実費負担）▲

とき／４月14日（月）～８月８日（金）▲

ところ／農業大学校（可児市坂戸938）▲

定員／10人程度（面接あり）▲

申込方法／３月19日（水）までに申込先に電話▲

申込先・問／農業大学校　☎0574（62）1226

「農業で夢再発見研修」受講生募集

花と緑を扱う職業園芸人を育成する、実践的学習を重視
した専修学校です。学校の概要説明や施設案内などを行
います。　※申込不要・無料▲

とき／３月21日（金・祝）～29日（土）10:30～11:30、14:00～15:00▲

ところ／国際園芸アカデミー（可児市塩1094-8）▲
問／国際園芸アカデミー　☎0574（60）5250

国際園芸アカデミー学校見学会

岐阜県新五流域総合治水対策プラン（改定案）に対する
意見を募集します。▲

改定案の閲覧場所／県庁河川課、県土木事務所
　※ホームページにも掲載。▲

募集期限／３月14日（金）▲

意見書／提出先、県土木事務所で配布。ホームページ
からも入手可。

▲

提出先・問／県庁河川課　☎058（272）8593

県民意見募集（パブリックコメント）

コールポート
《金彩ジュールめのう模様カップ＆ソーサー》

県民の皆さんのご意見を県の政策・事業に活かすため、県政に関
するアンケート（年５回程度）にご協力いただける方を募集します。▲

アンケートの回答方法／インターネットまたは郵送▲

任期／５月下旬から１年間　

▲

募集人数／250人程度▲

応募資格／県内在住で20歳以上の方▲

応募方法／ホームページから応募。
　または申込先に電話。

▲

募集期間／３月17日（月）～４月30日（水）▲

申込先・問／県庁広報課　☎058（272）1118

　県からのお知らせやイベント情報
など、暮らしに役立つ身近な情報を
ぎふチャン（８ch）のデータ放送でお
届けしています。新鮮な情報をいつ

高校授業料に対する就学支援金制度の改正
公立高校の授業料無償制度の廃止に伴い、市町村民税所
得割額が30万4200円未満の世帯の高等学校等生徒に対
して、就学支援金が支給されます（授業料またはその一部
と相殺）。　※要申請▲

対象者／平成26年４月以降の入学者（在学者には引き
続き旧制度を適用）　

▲

申請書／各学校で配布　▲

問／[公立]県教育委員会教育財務課 ☎058（272）8734
　　　[私立]県庁人づくり文化課 ☎058（272）8240

広報テレビ番組ぎふチャン（8ch）

ぎふ県政ほっとライン（第 1・第 3水曜日 18:00 ～）

でも簡単にご覧いただけます（毎週木曜日更新）。イベント情報は
週単位で検索もできます。ぜひ、ご利用ください。
[見かた]
①テレビを「ぎふチャン８ch」に合わせ、リモコンのｄボタンを押す。
②リモコンの上下左右ボタンを押して、データ放送画面右上の「岐
阜県からのお知らせ」を選択して「決定」を押す。▲

問／県庁広報課　☎058（272）1115

Web 検索岐阜県 県民意見募集

岐阜県奨学金（貸付金）

▲

申請書／各学校で配布▲

募集期間／４月上旬～５月中旬▲

問／[公立高等学校等、高等専門学校、短大、大学]
 県教育委員会教育財務課　☎058（272）8734
　　　[私立高等学校等、専修学校高等課程]　
 県庁人づくり文化課　☎058（272）8240

岐阜県選奨生奨学金

岐阜県高等学校奨学金

岐阜県子育て支援奨学金

高等学校等、高等専門学校、短大、大学
※所得要件および成績要件あり
高等学校等、高等専門学校
※所得要件あり
高等学校等、高等専門学校
※第３子以降の方が対象

Web 検索岐阜県県政モニター

Web 検索岐阜県ミナモだより

※卒業後に返還が必要です。


