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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)1115  　　 058(278)2506
●この情報は4月1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、
　広報課へご連絡ください。

　　環境保全を目的とした水源林等の整備
　　●水源林などの間伐　1,624ha
　　●森林の公有林化　1カ所（4.03ha）
　　里山林の整備・利用の促進
　　●里山林整備　205ha
　　●環境モデル林指定　1カ所（美濃市）
　　生物多様性・水環境の保全
　　●流域一体での河川清掃　2流域（長良川・揖斐川）
　　●ニホンジカの個体数調整のための捕獲　1,361 頭
　　●鳥獣対策の調査研究（岐阜大学への寄附講座）
　　●里地生態系保全活動　4団体、4市町村
　　●河川魚道の点検　673 カ所
　　公共施設等における県産材の利用促進
　　●学校などの木造化・木質化　3施設
　　●保育・教育施設への木育教材導入　70 施設
　　●木質バイオマス設備の導入　98 基
　　●市町村による未利用材の搬出　492ｔ
　　地域が主体となった環境保全活動
　　●環境保全活動　31 団体
　　●子どもたちへの環境教育　100 校
　　●カーボン・オフセットの実施　8団体
　　●エコツアーの実施　4団体
　　市町村が提案する事業への助成　
　　　25 市町村 67 件　　　　　　　　　　　　　　など　

　平成 24 年 4月に新たに導入した「清流の国ぎふ森林・
環境税」は初年度、8 億 7,000 万円を財源に、水源林や
里山林の整備、生物多様性の保全、県産材の利用促進な
ど、公募事業を含む 21 の事業に活用しました。これらの
事業は 6 月に第三者機関で評価され、結果が公開される
とともに、その結果は今後の事業内容に反映されます。
なお、本年度は 11 億 7,700 万円で各事業を進めます。

清流の国ぎふ森林・環境税を
21の事業に活用しました

平成24年度の主な活用実績

Web 検索岐阜県　森林環境税

税のしくみ
●課税方式…県民税均等割に加算
●納める人…県民税均等割を納めている人
●税率………個人：年額 1 千円
　　　　　　法人：年額 2 千円～ 8万円
●課税期間…平成 24 ～ 28 年度の 5年間

清流ミナモ

先へ郵送または FAX（申込書は、道路
維持課、県土木事務所で配布。ホーム
ページからも入手可）

▲

申込先・問／道路維持課
☎ 058(272)8535　　058(271)7682
〒500-8570（住所不要）

希望講座名を申込先へ

▲

申込先・問／
（福）岐阜アソシア（視覚障害者生活
情報センターぎふ）岐阜市梅河町 1-4
☎ 058(263)1310 　　 058(266)6369

安全・安心まちづくり
リーダー養成講座

地域安全活動の担い手となる防犯ボラ
ンティアのリーダーを養成します。
※要申込・無料▲

とき／ 6～ 8 月の毎月第 4 土曜日 
13:00 ～ 16:30

▲

ところ／美濃加茂市
生涯学習センター

▲

定員／ 40 人（申
込多数の場合、書類選考有）

▲

受付／
5月 31 日（金）まで▲

申込方法／応募用紙を郵送または
FAX（応募用紙は、地域安全室、県振
興局、市町村の生活安全担当課で配布。
ホームページからも入手可）

▲

申込先・問／地域安全室
☎058(272)8205　　 058(278)2605 
〒500-8570（住所不要）

点訳・音訳奉仕員
養成講習会

65 歳以下のボランティア希望者が対
象の講習会です。（各 28 回）
※要申込・無料
[ 点訳 ]……各会場 30 人（先着）　
①視覚障害者生活情報センターぎふ　
　6月 7日（金）～平成 26 年 3月
②池田町中央公民館
　 6 月 4日（火）～平成 26 年 3月　
いずれも 13:00 ～ 15:00
 [ 音訳 ]……各会場 20 人（先着）　
③視覚障害者生活情報センターぎふ　
　6月 5日（水）～平成 26 年 3月
④羽島市立図書館ほか　
　6月 6日（木）～平成 26 年 3月
いずれも 10:00 ～ 12:00
※②④の 1・2・27・28 回目は岐阜市で開催▲

受付／ 5 月 24 日（金）までに電話
または FAX で、住所、氏名、電話番号、

養育里親研修会
里親登録を希望する方向けの研修会を
開催します。　　　　　※要申込・無料▲

とき／ 6月 2日（日）、7月 7日（日）、
21 日（日）、このほか、施設での実習
3 日間

▲

ところ／子ども家庭支援セン
ターぎふ「はこぶね」（岐阜市）ほか▲

申込方法／ 5 月 28 日（火）までに
申込先へ電話

▲

問／子ども家庭課
☎ 058(272)8325

社会基盤メンテナンス
サポーター

普段利用する道路の舗装状況などを、
ボランティアで点検してくださる方を
募集します。事前に道路のメンテナン
スに関する講習会があります。
※要申込・無料▲

申込期間／ 5 月 13 日（月）～ 6 月
14 日（金）

▲

申込方法／申込書を申込

Web 検索岐阜県まちづくりリーダー

Web 検索社会基盤メンテナンスサポーター

疾患ごとに毎月開催　※要申込・無料
●5月 24 日（金）
強皮症、天疱瘡、乾癬などの皮膚科疾患
◇担当／清島　真理子氏
　　　　（岐阜大学医学部附属病院）
●6月6日（木）
めまい、メニエール病などの耳鼻科疾患
◇担当／伊藤　八次氏
　　　　（岐阜大学医学部附属病院）
※それぞれの相談に事前申込が必要▲

申込先・問／難病生きがいサポート
センター　☎･　　058(252)3567

難病医療電話相談



●テーマ／未来へ続く恵みの森づくり
●内容／記念式典・記念植樹 

森や自然に関する展示や体験、木の
おもちゃ広場、地元特産品販売など▲

と　き／ 5月 18 日（土）10:00 ～ 15:00▲

ところ／四国山香りの森公園（山県市大桑）▲

問／恵みの森づくり推進課　☎ 058(272)8472

ぎふ清流ハーフマラソン　 Web 検索

新たに IAAF のブロンズラベル（※）を取得し、こ
れまで以上に世界の有名・有力 選手の出走が予定
されています。
メイン会場の岐阜メモリアルセンターでは、大会
の前日と当日、各種イベントを開催します。

▲

問／ぎふ清流ハーフマラソン実行委員会事務局　☎ 058(263)1295

●県の人口／ 2,059,896 人（1,585 人減　）　●世帯数 742,463 世帯（610 世帯減）　　
　　　　男／    995,923 人（   848 人減 ）
　　　　女／ 1,063,973 人（    737 人減）

※平成 25 年 3月１日現在、
（　）内は前月の人口・世帯数との比較

※IAAFブロンズラベル　
国際陸上競技連盟（IAAF）が認定する世界のロードレース
の格付け。日本のハーフマラソンでこの格付けを取得して
いるのは、2レースのみ。

第１回高等学校卒業程度認定試験　

▲

試験日／ 8
月 1日（木）･2 日（金）

▲

試験場所／朝日大学（瑞穂市）▲

受付／ 5 月 15 日（水）まで（消印有効）

▲

願書・
問／学校支援課　☎ 058(272)1111（内線 3699）

岐阜県職員採用試験（大学卒程度など）　▲
試験日／第 1 次試験 6 月 30 日（日）

▲

試験場所／
岐阜市

▲

願書／人事委員会事務局、各振興局（事務
所）、東京事務所などで 5月 7日（火）から配布（郵
便での請求や、ホームページからの入手も可）▲

受付／ 5月 7日（火）～ 24 日（金）▲

問／人事委員会事務局　☎ 058(272)8796

平成 25年度調理師試験　▲

試験日／ 8 月 28 日（水）

▲

試験場所／岐阜女子大
学（岐阜市）、多治見市文化会館（多治見市）、飛騨
総合庁舎（高山市）

▲

願書／県保健所（センターを
含む）、岐阜市保健所、生活衛生課で配布▲

受付／ 5月 27 日（月）～ 6月 7日（金）　▲

問／生活衛生課　☎ 058(272)8281

危険物取扱者試験（甲・乙・丙種）　

▲

試験日・場
所 ／①6月 9日（日）瑞穂市 ②6月 23 日（日）大垣市・
多治見市 ③6月30日（日）岐阜市・高山市

▲

願書／（一
財）消防試験研究センター岐阜県支部または各消防
本部、消防課、県振興局（事務所）で配布

▲

受付／ 
①5 月 1 日（水）～ 10 日（金）②③5 月 16 日（木）
～ 24 日（金）

▲

問／（一財）消防試験研究センター
岐阜県支部　☎ 058(274)3210

試　　験

第 42回岐阜県みどりの祭り

自動車税は、教育や福祉など行政サービスを行うための大切な財
源です。期限までに必ず納めてください。金融機関の窓口、コン
ビニでの納付のほか、パソコンや携帯電話から 24 時間、クレジッ
トカードによるネット納付もできます。
詳しくは、納税通知書（5月 7日発送予定）をご確認ください。▲

問／自動車税事務所　☎ 058(279)3781

自動車税の納期限は5月31日です！

※県博物館、県美術館、県現代陶芸美術館、高山陣屋、花フェスタ記念公園は、
　高校生以下の観覧料・入館料が無料。

施設整備のため、5月 20 日 ( 月 ) ～ 24 日（金）　まで臨時休館します。
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

陶芸の魅力×アートの
ドキドキ展
画家や彫刻家が挑戦した陶芸作品
とともに、他分野の美術と関連し
ながら成熟してきた現代陶芸の一
断面を、滋賀県立陶芸の森や当館
の収蔵品を中心に紹介します。
5 月 25 日（土）
　　～ 8月 25 日（日）
一般 800 円、大学生 600 円

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

ピーター・ヴォーコス
《歩く女》
1956 年、現代陶芸美術館蔵

新たに就農を考えている人
を対象とした個別面談方
式の相談会および就農支
援セミナーを開催します。
※要申込・無料　▲

申込方法／
5 月 22 日（水）までに
申込先へ電話▲

申込先・問／農業経営課
　☎ 058(272)8421

就農・就業相談会「ぎふアグリチャレンジフェア 2013」

可児会場

岐阜会場

5月 26 日（日）
可児市文化創造センター
[ 相談会 ]　10:30 ～ 15:30
　
6月 2日（日）
ふれあい福寿会館（岐阜市）
[ 相談会 ]　 10:30 ～ 15:30
[ セミナー ]　①10:30～ 12:00
　　　　　②13:30～ 15:00 

山県市合併10周年記念

9:05 スタート　
(雨天決行 )

岐阜メモリアルセンターでのイベント

○マラソン EXPO　○楽市楽座（屋台村）
○「高橋尚子」トークショー 

○マラソン EXPO　○楽市楽座（屋台村）
○「高橋尚子」トークショー　○「サンプラザ
中野くん」トーク＆ライブ　○ゆるキャラ　など

岐阜県美術館●臨時休館のお知らせ

併設イベント

18日（土）10:00 ～ 18:00

19日（日）　　8:00 ～ 15:30

千
鳥
橋

長良橋

金華橋


