
　「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」を通じた県民
の皆さんのスポーツに対する機運の高まりを受
け、スポーツに関する施策を総合的・計画的に
推進し、明るく豊かなくらしと活力のある地域社
会を実現するため、議員提案による「岐阜県清流
の国スポーツ推進条例」が平成 25 年３月に施行
されました。

・スポーツを通じた地域の絆づくりや地域の活性化
・スポーツを通した青少年の健全な育成
・生涯スポーツの推進と、生涯にわたり生き生きと生活す
るための社会づくり

・障がい者スポーツの推進と、障がいのある人たちが元気
に安心して暮らすための社会づくり

・スポーツ選手の計画的な育成、岐阜方式（※）の継続など、
競技水準の向上

　※岐阜方式：一つのスポーツチームが複数の企業から選
手の雇用などの支援を受けながら活動していく方式

　地域スポーツを振興するため、一流
アスリートや地域スポーツクラブによる
スポーツ教室の開催などスポーツに親
しむ機会の創出や、市町村が誘致する
全国レベルの競技会、地域スポーツイ
ベントの開催を支援します。

　高齢者や障がい者などすべての人に
優しいまちづくりを推進するため、市町
村体育施設のユニバーサルデザイン改
修などへの支援を行います。

　今後、条例に基づくさまざまな取り組みをお伝
えしていきます。

「岐阜県清流の国スポーツ推進条例」が施行されました。
●主な取り組み

＜条例の内容＞

清流の国づくり推進課　 ☎ 058（272）1830

すべての人に優しいまちづくりの推進

地域スポーツ・健康づくりの推進

ぎふの木を使用した
新築・増改築への助成

岐阜県産材「ぎふ性能表示材」を柱や梁
などの構造材に 80％以上かつ梁桁な
どに６㎥以上使用した住宅を県内に新
築した場合に 20 万円を先着順（前期
100 棟）で助成します。内装仕上げ材に
も「ぎふ証明材」を使用した場合は 10
万円を上乗せし先着順（前期 80 棟）で
助成。「フラット 35」などの住宅ローン
利用者には金利の優遇もあります。ま
た、増改築で内装仕上げ材に 20 ㎡以
上の県産材を使用した場合に、最大 10
万円を先着順で 20 人に助成します。▲

申請方法／申請書を県農林事務所へ

▲

申請期間／
●新築・内装／前期：９月13日（金）まで
　※上棟の 14 日前まで
●増改築／平成26年２月28日（金）まで
　※工事完了後　▲

問／県産材流通課　☎058（272）8483

「清流の国ぎふづくり」「地震対策」「食
の安全」など、さまざまなテーマについ
て、県職員が直接出向いてお話します。
テーマ一覧は県庁ホームページに掲
載。　※要申込・無料　

県職員出前トーク

三日里親事業
県内の児童養護施設で生活している子
どもたちを、８月３日（土）～５日（月）の
３日間、無償で預かっていただけるご家
庭を募集します。▲

受付／６月 21 日（金）まで　▲

申込先／各市町村児童福祉担当課　▲

問／子ども家庭課　
　☎058（272）8325

消費生活相談員
資格取得支援講座

消費生活相談業務への就業を目指す方
を対象に資格取得を支援する講座を開

Web 検索ぎふの木で家づくり

Web 検索岐阜県消費者の窓

Web 検索岐阜県職員出前トーク

▲

とき／いずれも13：00 ～15：50　
　６月５日（水）・19日（水）
　７月３日（水）・17日（水）▲

ところ／県民生活相談センター
　（ふれあい福寿会館（岐阜市））▲

相談方法／面接　※要申込（事前に
相談員が相談内容を聞き取ります）▲

定員／各日８人（先着順）▲

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

催します。※要申込（書類選考）・無料▲

とき・ところ・定員／各回 9:30 ～
16:30　計 10 回（土曜日または日曜日）
①中濃会場：６月29日（土）～９月７日
（土）・美濃加茂市生涯学習センター・
30人　②飛騨会場：６月30日（日）～９
月８日（日）・高山市民文化会館・20人▲

申込方法／応募用紙に記入し、６月
20 日（木）までに郵送、FAX またはメー
ルで申込先へ▲

応募用紙／申込先に請求。各市町村
消費者行政担当窓口、県振興局（事務
所）、県民生活相談センターでも配布。
県庁ホームページからも入手可。

▲

申込先・問／
㈱東京リーガルマインド名古屋駅前支社
☎052（586）5891 　　052（586）1598
〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-26-8 
KDX 名古屋駅前ビル 6階
　　nag-hrd@lec-jp.com

▲

対象／おおむね20人以上の会合（営
利目的などを除く）　

▲

時間・場所／
休日、夜間を含め相談に応じます。▲

問／広報課　☎058（272）1118
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７月５日の「富山・岐阜交流の日」にちなみ、富山
県の魅力に触れる日帰りバスツアーを行います。
①富山コース（恵那総合庁舎発）７月 18日（木）
②射水・氷見コース（揖斐総合庁舎発）７月24日（水）▲

料金／①3,900 円　②3,900 円▲

申込方法／往復はがきに住所、氏名、電話番号、
参加人数を明記し申込先へ送付▲

申込期限／６月 29 日（土）（当日消印有効）▲

申込先・問／
　岐阜バス観光　☎058（246）6226　
　〒501-6013 岐南町平成 1-135

ぎふ・富山交流バスツアー
参加者募集！

清流をたどりながら、森・川・海の自然にふれる
親子ツアー。原生林の散策や里山サイクリング、
川や干潟の生物観察、カヤック体験など、楽しみ
ながら学ぶ夏の 13 コースです。▲

とき／７月下旬～８月下旬▲

対象／小中学生とその保護者
　　　　（コースにより年齢制限あり）
※コースの詳細や定員、料金、申込方法について
は、お問い合わせください。▲

問／名鉄観光サービス　岐阜支店
　☎ 058（265）8103

　　　　　　　清流の国ぎふ
上下流交流ツアー参加者募集！

Web 検索岐阜県健康福祉政策課

Web 検索岐阜県毒劇試験

▲

試験日／７月 28 日（日）　

▲

試験場所／朝日大学（瑞穂市）▲

願書／消防試験研究センター岐阜県支部、各消防本部・消防署、
　　　　県振興局（事務所）、消防課で配布。▲

受付／●書面／ 6月 20 日（木）～ 28 日（金）　
　　　　●電子／ 6月 17 日（月）～ 25 日（火）▲

問／消防試験研究センター岐阜県支部　☎058（274）3210

消防設備士試験（甲種・乙種） 

▲

試験日／７月 18 日（木）　

▲

試験場所／県議会東棟２階（岐阜市薮田南）　▲

願書／健康福祉政策課で配布。ホームページからも入手可。▲

受付／６月３日（月）～ 28 日（金）▲

問／健康福祉政策課　☎058（272）8260

県職員採用試験（助産師・看護師）　

▲

試験日／９月 13 日（金）　

▲

試験場所／ワークプラザ岐阜（岐阜市）ほか　▲

願書／６月 14 日（金）～７月 12 日（金）、県保健所（センター）、
　　　　岐阜市保健所、生活衛生課で配布　▲

受付／ 7月 8日（月）～ 12 日（金）　

▲

問／生活衛生課　☎058（272）8281

製菓衛生師試験

▲

試験日／ 10 月 13 日（日）　

▲

試験場所／岐阜聖徳学園大学（岐阜市）ほか▲

願書／県社会福祉協議会、各市町村、高齢福祉課で配布　

▲

配布期間／ 6
月 10 日（月）～ 7月 16 日（火）　

▲

受付／ 6月 25 日（火）～ 7月 16 日（火）▲

問／県社会福祉協議会　☎058（273）2181

介護支援専門員実務研修受講試験

▲

試験日／8月21日（水）　

▲

試験場所／岐阜薬科大学三田洞キャンパス（岐阜市）　▲

願書／県保健所（センター）、薬務水道課で配布。ホームページからも入手可。　▲

受付／６月 10 日（月）～ 21 日（金）　▲

問／薬務水道課　☎058（272）8285

毒物劇物取扱者試験

岐阜県美術展　※観覧無料

［一般部］６月８日（土）～ 16 日（日）●最終日は 14：00 まで
日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真、グラフィックデザイン

［青年部］６月 20 日（木）～ 23 日（日）●最終日は 16：00 まで
絵画、デザイン、立体造形、書道、写真

［少年部（3歳～中学生）］6 月 27 日（木）～ 30 日（日）
絵画・デザイン、書写

大雨で河川が氾濫した場合に浸水するおそれがある場所（浸水想定区域）や
土砂災害のおそれがある場所（土砂災害警戒区域）を簡単に検索できる「ぎ
ふ山と川の危険箇所マップ」の運用を６月１日（土）から開始。ぜひ、ご利用
ください。　▲
問／砂防課　☎058（272）8621

ぎふ山と川の危険箇所マップ

試　　　験

岐阜県美術館
岐阜市宇佐 4-1-22　
☎058(271)1313
休／月曜日
　　（祝日の場合は翌平日）
開館時間／ 10:00 ～ 18:00

●高山移動展 飛騨・世界生活文化センター
７月６日（土）～ 14 日（日）
●多治見移動展 岐阜県現代陶芸美術館
７月 20 日（土）～ 28 日（日）

●岐阜展（本展） 岐阜県美術館

Web 検索ぎふ山と川

大雨や洪水、土砂災害、県管理道路の通行規制の情報を携帯電話にメールで
お知らせします。梅雨の時期に備えて、ぜひご登録ください。　※登録無料
●登録方法 1／ QRコードで登録　
●登録方法 2／次のメールアドレスに空メールを送る。
　　　t-gifu＠sg-m.jp（返信メールに記載された手順で登録）▲

問／【河川情報】　河川課　☎058（272）8585　
　　　【土砂情報】　砂防課　☎058（272）8621　
　　　【道路情報】　道路維持課　☎058（272）8572

ぎふ川と道のアラームメール

ぎふチャン（8ｃｈ）の地デジ・データ放送で、
県広報がご覧いただけます。▲

見かた／①ぎふチャンをご覧のときにリ
モコンの＜ｄ＞ボタン（データ放送）を押す。
②リモコンの上下左右ボタンで＜『岐阜県か
らのお知らせ』＞ボタンに移動して＜決定＞
ボタンを押す。

読む
テレビで d

夏休み親子体験

県展少年部

ぎふ県政ほっとライン
広報テレビ番組 （第 1・第 3水曜日 18:00 ～ 18:15）

ぎふチャン（8ch）

●県の人口／ 2,055,516 人（4,380 人減）　　●世帯数 742,677 世帯（214 世帯増）　　
　　　　男／　993,389 人（2,534 人減）
　　　　女／ 1,062,127 人（1,846 人減）

※平成 25 年 4月１日現在、
（　）内は前月の人口・世帯数との比較


