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　平成24から25年にかけて、岐阜県内を含め、全国的に風し
んが流行しました。患者の７割以上は男性で、そのうち８割
が20歳代から40歳代でした。
　「先天性風しん症候群」（※）から赤ちゃんを守るためには、
妊娠する前の女性だけでなく、妊娠中の女性の周囲の方も予
防することが大切です。
　県では、「先天性風しん症候群」発生防止のための緊急対策
として、平成26年３月末まで市町村を通じた風しんワクチン
接種の助成を行っています。

風しん予防のためにワクチン接種！

Web 検索難病生きがいサポートセンター

高次脳機能障がいの特性やその支援に
ついて理解を深める講演を行います。
※申込不要・無料▲
とき／１月25日（土）10:00 ～ 15:30▲

ところ／各務原市産業文化センター 
あすかホール▲

定員／ 200人（先着順）▲

問／県精神保健福祉センター
　☎058（273）1111（内線2254）

高次脳機能障がいフォーラム

専門の医師による電話相談を毎月開催
しています。※要申込・無料▲

１月31日（金）／潰瘍性大腸炎、ク
ローン病などの消化器内科疾患　
担当：酒井　勉氏（羽島市民病院）▲

２月28日（金）／特発性間質性肺炎、
慢性気管支喘息などの呼吸器疾患　
担当：加藤達雄氏（長良医療センター）▲

申込先・問／難病生きがいサポート
センター　☎･　  058（214）8733

難病医療電話相談

　県庁保健医療課　
☎058（272）8270

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／１月17日（金）13:00 ～ 16:00▲

ところ／西濃総合庁舎（大垣市）▲

定員／６人（先着順）▲

受付／１月16日 （木）までに申込
先に電話　▲

申込先／県民生活相談センター　
　☎058（277）1003

多重債務無料相談会

県では、消費税率引上げに伴う転嫁
拒否、転嫁を阻害する表示などに関
する相談窓口を設置しています。お気
軽にご相談ください。▲

転嫁拒否に関する相談／県庁商工
政策課　☎058（272）8350▲

消費生活に関する相談／県民生活
相談センター　☎058（277）1003▲

税制に関する相談／県庁税務課　
　☎058（272）1153

消費税引上げに関する
相談窓口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（開催日前日まで）・無料▲

ところ：とき／
多治見市役所：１月16日（木）、２月６日（木）
可茂総合庁舎：１月10日（金）、２月14日（金）
飛騨総合庁舎：１月22日（水）、２月26日（水）
いずれも10:00 ～ 15:00▲

相談方法／面接▲

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

▲

とき／１月８日（水）・22日（水）、
２月５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（ふれ
あい福寿会館（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

Web 検索岐阜県　風しん

女性は妊娠前に･･･
　20歳代から40歳代の約15％は、十分な免疫がありません。妊娠中
は予防接種が受けられませんので、妊娠前にワクチン接種をご検討く
ださい。
成人男性は･･･
・風しんにかかったことがない方
・風しんワクチン接種を受けていない方
・どちらも不明な方　
　ワクチン接種をご検討ください。
　２回接種しても問題はありません。
職場では･･･
　従業員の方が予防接種のために受診を希望
した場合には、ご配慮ください。

　市町村では、妊娠を希望する方や妊
婦の夫などを対象とする風しんワクチ
ン接種の助成事業を行っています。
　助成の対象者、助成金額、手続き方法
などは、市町村ごとに異なりますので、
詳しくはお住まいの市町村にご確認く
ださい。

　妊婦、特に妊娠初期の
女性が風しんにかかると、
赤ちゃんにも感染し、難
聴、白内障、心疾患などの
障がいを引き起こすこと
があります。これらの障が
いを「先天性風しん症候
群」といいます。

※先天性
　風しん症候群とは

風しんワクチンの接種をご検討ください 風しんワクチン接種の助成を
行っています
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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12月４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／ 2,052,861 人（425 人減）　　●世帯数 745,853 世帯（673 世帯増）　　
　　　　男／　992,496 人（142 人減）
　　　　女／ 1,060,365 人（283 人減）

※平成 25 年 11 月１日現在、
（　）内は前月の人口・世帯数との比較

試　　　験

▲

試験日／２月13日（木）　

▲

試験場所／多治見工業高校（多治
見市）　

▲

願書／郵送します。ホームページからも入手可。▲

受付／１月14日（火）～ 31日（金）　▲

資格／高校卒業以上▲

試験内容／面接、小論文、実技検査　▲

問／多治見工業高校　☎0572（22）2351

▲

試験日／２月10日（月）　

▲

試験場所／国際たくみアカデミー
（美濃加茂市）　

▲

願書／国際たくみアカデミーで配布　

▲

受付
／１月20日（月）～ 30日（木）　

▲

試験料／ 18,000円　

▲

受験資
格／高校卒業程度　

▲

問／国際たくみアカデミー　☎0574（25）
2423　※二次募集は実施しないことがあります。職業能力開発校
の入試についてはお問い合せください。

県立多治見工業高校専攻科（陶磁科学芸術科）
平成 26 年度入学者選抜（一般選抜）

国際たくみアカデミー職業能力開発短期大学校一般推薦（後期日程）・
一般入試（二次募集）（生産技術科、建築科）

▲

試験日／４月３日（木）　

▲

受付／３月４日（火）～ 28日（金）
○学校説明会　※要申込▲

とき／１月23日（木）、２月９日（日）・17日（月）、３月20日（木）
　いずれも14:00 ～ 16:00▲

ところ／華陽フロンティア高校（岐阜市）▲

申込先・問／華陽フロンティア高校　☎058（275）7185 

県立華陽フロンティア高校平成 26 年度通信制課程入学者選抜

▲

試験日／３月29日（土）　

▲

受付／３月４日（火）～ 28日（金）
○学校説明会　※要申込▲

とき／２月２日（日）・16日（日）　いずれも13:20 ～▲

ところ／飛騨高山高校・岡本校舎（高山市）▲

申込先・問／飛騨高山高校　☎0577（32）6013 

県立飛騨高山高校平成 26 年度通信制課程入学者選抜

ぎふチャン（8ｃｈ）
のデータ放送で
県広報をご覧い
ただけます。読む

テレビで d

ぎふ県政ほっとライン
広報テレビ番組 （１月は第２・第４水曜日　18:00～）

ぎふチャン（8ch）

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）

当美術館のコレクション展。
ヨーロッパの「ラテン」諸国の
作品に加えて、これまであま
り紹介されていないラテンア
メリカの陶芸作品を展示！▲
期間／１月25日（土）～６月
22日（日）▲

料金／一般320円、大学生
210円、高校生以下無料

Web 検索多治見工業高校

　   オープニングイベント　
ご当地グルメが大集合！お腹をすかせて
お越しください。※申込不要▲

とき／１月25日（土）11:00 ～ 15:00▲

ところ／河川環境楽園 自然発見館前（各務原市）

　   食の体験プログラム　
食用ひょうたんを使った珍しい料理や、白川茶の火入れ
体験＆淹れ方講座など、その土地ならではの食の体験プ
ログラムが盛りだくさんです。※要申込。詳しくはお問い
合せいただくか、ホームページをご覧ください。▲

とき／１月26日（日）～２月25日（火）　

▲

ところ／美濃
地方各地　

▲

申込方法／申込先に電話。ホームページか
らも申込可。

▲

申込先・問／岐阜まんぷくジャーニー事務局
　☎058（267）6090

岐阜まんぷくジャーニー

ラテン！

県民意見募集（パブリックコメント）

Web 検索岐阜まんぷくジャーニー

福祉・介護の仕事に就きたい方を対象に「就職合同説明
会」（事業者との面談会・就職相談など）と「就職セミナー」
を開催します。※申込不要・無料▲
とき／２月11日（火・祝）
　　　　就職セミナー　12:00 ～ 13:30
　　　　就職合同説明会　13:00 ～ 16:00▲

ところ／岐阜市文化センター（岐阜市）▲

定員／就職セミナーは定員80人（先着順）▲

問／県福祉人材総合対策センター　☎058（276）2510

福祉の仕事就職総合フェア

詰め替え商品など環境にやさしい商品を買って応募する
と抽選でエコ商品などが当たるキャンペーンを行います。▲

期間／１月15日（水）～２月14日（金）▲

応募方法／店舗に備え付けの応募用紙で応募。ホーム
ページからも応募可。

▲

問／県庁廃棄物対策課　☎058（272）8214

東海三県一市グリーン購入キャンペーン

個人住民税の給与天引き（特別徴収）は、所得税を源泉徴
収している事業主に義務付けられています。ご理解とご協
力をお願いします。▲

問／県庁税務課　☎058(272)1111（内線2194）
　　　県庁市町村課　☎058(272)1111（内線2372）
　　　県内市町村の住民税担当課

個人住民税の給与天引きにご協力をお願いします

ビルマ・ビリャベルデ≪体操選手≫2000年

県の政策・制度などの案について、
皆さんのご意見をお聞かせください。
※募集開始に合わせて、内容をホームページに掲載します。
○平成26年度岐阜県食品衛生監視指導計画（案）▲

問／県庁生活衛生課　☎058（272）8280
○岐阜県動物愛護管理推進計画（改正案）▲

問／県庁生活衛生課　☎058（272）1986

県内の４つのローカル鉄道を舞台に「グ
ルメ列車」「沿線まち歩き」など、鉄道旅
が好きになる体験プログラムをお楽し

ぎふローカル鉄道博覧会 2014

Web 検索ぎふローカル鉄博

Web 検索東海三県一市グリーン購入

Web 検索県民意見募集

みください。※要申込。詳しくはお問い合せいただくか、
ホームページをご覧ください。▲

とき／２月１日（土）～３月23日（日）　

▲

ところ／各
ローカル鉄道沿線　

▲

申込方法／申込先に電話。ホーム
ページからも申込可。

▲

申込先・問／ぎふローカル鉄道博覧会2014事務局　
　☎058（267）6717 


