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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２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、
　広報課へご連絡ください。

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。
見学会では、学校の概要説明や施設案
内などをします。　　※申込不要・無料▲

とき／ 3月 23 日（土）～ 29 日（金）
　10:30 ～ 11:30、14:00 ～ 15:00▲

問／国際園芸アカデミー教務係
　☎ 0574(60)5250　可児市塩 1094-8

国際園芸アカデミー
学校見学会

　県内の市町村では、古い木造住宅の耐震診断を無
料で行っています。専門家が現地調査をした後、耐
震診断の結果を報告します。
　診断の結果、補強が必要と判断され、耐震補強工
事をして一定の要件を満たした場合、最大 84 万円の
補助を受けられます。

Web 検索

ぎふ耐震リフォームネット Web 検索命を守る地震対策

　東北地方を中心に甚大な被害をもたらした東日本大震災から 2 年が経過します。
本県でも近い将来、活断層による内陸型地震や南海トラフ巨大地震による甚大な
被害が懸念されています。地震による被害を最小限に食い止めるには、自宅の安
全度合いを把握し、対策を講じる必要があります。

　県では、県内で地震が発生した場合に、　　生命　　家屋の
全壊 　　避難生活　　予想被害額それぞれの危険度（リスク）
をホームページで確認できる「ぎふ耐震リフォームネット」
を名古屋大学と共同で開設しました。
　自宅の「広さや耐震評点（ま
たは、築年代と想定する強度）、
所在地などの情報」を入力し、
耐震改修を「いつ頃」「どの程
度まで」しようとしているかを
選択すれば、地震リスクが点数
化されて表示されます。選択肢
の設定を変えると、それに応
じた地震リスクも比較できま
す。大地震に備えた耐震化の
判断の一助とするなど、早め
に地震対策を進めましょう。

いつ起こるか分からない巨大地震
から命を守るための対策や行動に
ついて、分かりやすく動画で知ることができます。
動画で学び、日ごろから地震に備えましょう。

ホームページでリスクを確認

岐阜県手話通訳者養成講座
手話通訳に必要な手話語彙（ごい）
や手話表現技術などを習得します。
※要申込・無料（テキスト代実費）▲

とき／ 4 月～平成 26 年 3 月の土曜
日（全 23 回）

▲

ところ／岐阜県聴覚
障害者情報センター（岐阜市）ほか▲

定員／ 20 人（抽選）

▲

対象／手話
奉仕員養成課程修了者および同程度

ひきこもり
グループミーティング

ひきこもりがちな若者とその家族が、
同じ悩みをもつもの同士で共に学び、
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／いずれも 13:30 ～ 15:30　
「本人のつどい」毎月第 3水曜日（4月～）
「家族のつどい」第4水曜日（4月～ 9月）▲

ところ／県精神保健福祉センター
岐阜市下奈良 2-2-1　福祉農業会館内▲

定員／各 10 人程度（事前面接有）▲

申込方法／申込先へ電話▲

申込先・問／県精神保健福祉センター
　☎ 058(273)1111（内 2252）

講演会
「発達障がい児支援の
　今までとこれから」

三重県立小児心療センターあすなろ学
園の西田寿美園長（児童精神科医）を
迎え、自閉症・発達障害の特徴や支援
方法について学びます。※要申込・無料▲

とき／ 4月13日（土）13:30 ～ 16:00▲

ところ／大垣市情報工房

▲

定員／
300 人（先着順 ※定員を超えた場合
のみ連絡）

▲

申込方法／ FAX に氏名、
所属、電話番号を記載し、申込先へ▲

申込期限／ 3月 22 日（金）▲

申込先・問／
県発達障がい支援センターのぞみ
☎ 058(233)5116　　 058(233)7123

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 18 日（月）▲

申込先・問／
岐阜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

平成 25 年度　
県政モニター募集

県民の皆さんのご意見を県の政策・
事業に活用するため、県政に関する
アンケート（年 5 回程度）に協力い
ただける方を募集します。▲
参加（回答）方法／インターネット

または郵送

▲

任期／ 5 月下旬から平成
26 年 5 月末までの１年間

▲

募集人数
／ 250 人程度

▲

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。または申込先へお問い合わ
せください。

▲

応募期間／3月4日（月）～4月30日（火）▲

申込先・問／広報課☎ 058(272)1118

Web 検索岐阜県県政モニター

自宅の　　　　　　を把握しましょう！ 「地震リスク」
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C D

木造住宅の無料耐震診断

申し込み窓口は、木造住宅が建っている市町村です。
申込期間や受付件数は市町村によって異なりますので、
市町村の耐震診断担当窓口にご確認ください。
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予想被害額
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生命の
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避難生活
のリスク

現状
耐震改修後

基準法レベル

地震リスクの評価結果（例）

地震から命を守るために！

危機管理課　☎ 058(272)1121

動画で分かる
地震対策



ガーデンデザイナーの阿部容子氏がプロデュース
する早春のフラワーショーです。春を代表する花々
を主役に、植物の息吹を感じさせる空間を演出。
大温室で一足早く春を感じてみませんか。▲

とき／
3月 25日（月）まで
9:30 ～ 16:30
（最終入園 16:00）▲

料金／
大人 300 円、
高校生以下は無料▲

問／花フェスタ記念公園
　☎ 0574(63)7373 　可児市瀬田 1584-1

石田泰尚バイオリンコンサート
「篠田桃紅　百の譜」展を記念し、
バイオリニストの石田泰尚氏を招
いてコンサートを開催します。　
※申込不要・無料
3月 17 日（日）14:00 ～　
多目的ホール

※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。

▲

試験日（第 1次）／ 5月 12 日（日）▲

試験場所／岐阜市

▲

受験資格／昭和 57 年 4月
2 日以降生まれで 4 年生大学を卒業又は平成 26
年 3月31日までに卒業見込みの者▲

願書／警察本部、警察署、交番・駐在所で配布。
ホームページからも入手可

▲

受付期間／ 4月 3日（水）～ 19 日（金）▲

申込先・問／警察本部警務課
　☎ 058(271)2424（内線 2633）

警察官採用試験・警察官Ａ（大学卒）

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

石田泰尚氏

チェコのプラハ音楽院教授を招いて行われる、
ピアノとバイオリン各部門の公開レッスンと留
学選考会の模様をご覧いただけます。
※申込不要・無料▲

とき／ 3 月 21 日（木）～ 23 日（土）9:30 ～
16:30（23 日は 14:30 まで）

▲

ところ／サラマン
カホール　岐阜市薮田南 5-14-53▲

問／（財）県教育文化財団　☎ 058(277)1139

　岐阜振興局

振興課振興・防災係

振興課産業労働係
環境課
福祉課

岐阜地域産業労働室
岐阜地域環境室
岐阜地域福祉事務所

●県の人口／ 2,062,835 人（1,209 人減　）　●世帯数 743,188 世帯（453 世帯減）　　
　　　　男／    997,514 人（   675 人減 ）
　　　　女／ 1,065,321 人（    534 人減）

※平成 25 年 1月１日現在、
（　）内は前月の人口・世帯数との比較

もも　　ふ

Web 検索岐阜県警察

岐阜総合庁舎内の県機関が　　　　　します
岐阜総合庁舎が 3 月末で閉庁することに伴い、岐阜総合庁舎内に所在
する岐阜振興局および岐阜建築事務所で行っている業務は、4 月 1 日
（月）から以下のとおり岐阜県庁舎などで行います。

　　3月 31 日まで　　                     4 月 1 日から　　　　

　　　岐阜総合庁舎内県機関　　　　　　　　新機関名　　　　　　　　新所在地・連絡先

岐阜県庁舎
岐阜市薮田南 2-1-1
☎ 058(272)1111（代）

ふれあい福寿会館
第１棟７階
岐阜市薮田南 5-14-53 
☎058(214)6947

西濃総合庁舎
大垣市江崎町 422-3
☎ 0584(73)1111（代）

出納管理課　
地域出納審査係

出納課
（平成 24年 12 月移転）

　岐阜建築事務所 岐阜・西濃建築事務所
（西濃建築事務所と統合）

□法務・情報公開課

□岐阜地域調整室

□環境生活政策課

　（選挙管理委員会事務局）

▲

問／管財課岐阜総庁移転係　☎058(272)1137

「篠田桃紅　百の譜」展

一般 320 円、大学生 210 円 ( 所蔵品展観覧料）

行政書士に関する業務

消防、防災業務

宗教法人の境内地・境内建物証明業務

政治団体に関する業務

選挙管理委員会
岐阜地方事務局

ぎふ・プラハ音楽院セミナー（聴講）

大温室「花の地球館」フラワーショー
スプリングメドーショー

映像作品を通じて県の魅力を発信する「岐阜フィ
ルムコミッション」の活動や県内で撮影した作
品を、これまでに数々の作品の舞台となり、今
月末で行政機能としての役目を終える岐阜総合
庁舎 ( 旧県庁 ) を開放して展示・紹介します。
※申込不要・無料▲

とき／ 3月 16 日（土）・
17 日（日）10:00 ～ 16:00▲

ところ／岐阜総合庁舎
岐阜市司町 1

▲

問／観光課
☎ 058(272)8078　当日は
岐阜総合庁舎☎ 058(264)1111 岐阜総合庁舎

岐阜フィルムコミッション展

自死遺族の会「千の風の会」分かち合いの集い
家族を自死で亡くした方が、
悲しみや深い想いを安心して
語り合える集いを開催します。
※申込不要・無料

▲

とき／ 3 月 17 日（日）13:30 ～ 16:00▲

ところ／ふれあい福寿会館（岐阜市）▲

問／県精神保健福祉センター
　☎ 058(273)1111（内線 2252）

岐阜県奨学金（貸付金）
募集期間／4月上旬～5月中旬　※申請書は学校を通じて提出してください。

[公立高等学校、高等専門学校、短大、大学 ] 教育財務課　☎ 058(272)8734
[ 私立高等学校、専修学校高等課程 ]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
（所得要件と成績要件があります）

高等学校等、高等専門学校
（第３子以降の方が対象です）

高等学校等、高等専門学校
（所得要件があります）

※卒業後に返還が必要

▲

問／


