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医療整備課　☎ 058(272)8267

    11
2012 NOV. 

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10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。

乾燥度合いや強さを表示した「ぎふ性
能表示材」を柱や梁などの構造材に
80％以上使用した住宅を県内に新築
した場合に 20 万円を、さらに内装に

ぎふの木を使用した
新築・増改築に助成

も県産材を 50 ㎡以上使用した場合は
10 万円を上乗せし、助成します。
　また増改築で内装に 20 ㎡以上の県
産材を使用した場合、最大 10 万円を
助成します。▲

募集棟数／（すべて先着順 )
　［新築 20 万円］……………86 棟
　［内装 10 万円］……………50 棟
　［増改築・最大 10 万円］…20 棟▲

申請期間／
　●新築・内装／ 11 月 1 日（木）～
　平成 25 年 2月 14 日（木）
　※上棟の 14 日前まで
　●増改築／平成25年 2月28日（木）
　まで　※工事完了後▲

申請方法／申請書を県農林事務所へ

▲

問／県産材流通課　☎ 058(272)8483

員がタブレット端末を使って直接入力することで、
情報が随時更新され、他の救急隊員がそれらの最
新情報を現場で即、利用できるようになりました。
救急隊員は医療機関ごとの最新の搬送情報を即時
に把握し、患者の搬送先を検討・確認できます。
　ETIS の導入で、搬送先医療機関の選定時間の短
縮や、特定医療機関への集中搬送の回避につなげ、
救急搬送の迅速化を実現し、患者の救命率向上を
図ります。

福祉の仕事就職フェア
福祉・介護の仕事に就きたい人を対
象に、就職合同説明会（求人事業所
との面談会など）を開催します。
※申込不要・無料・入退場自由▲

とき／ 11月18日（日）13:00 ～ 16:00▲

ところ／可児市福祉センター▲

問／県福祉人材総合対策センター
（県社会福祉協議会）　☎ 058(276)2510

　ぎふオレンジリボンフェア2012
児童虐待防止に社会全体で取り組む
「ぎふオレンジリボン運動」の一環とし
て、親子で楽しめる各種イベントを開
催します。▲

とき／ 11月17日（土）10:00 ～ 17:00▲

ところ／河川環境楽園（各務原市）
　　　藤岡弘、トークショー
親子の絆を深める｢サムライ親子道」を
伝授します。（11：00 ～、13：30 ～）
※申込不要・無料
　　　河川環境楽園 “探検” ツアー　
自然派タレントの鉄崎幹人さんを迎え、
親子で河川環境楽園を探検します。　
（10：00 ～ 16：00）※要申込・食材実費　

定員／ 100 人（抽選）

　

申込方法／
はがき、FAX またはメールに、氏名、
参加人数、住所、電話番号を記載し、
11 月 13 日（火）までに申込先へ▲

申込先・問／ぎふオレンジリボンフェ
ア2012 事務局　〒500-8289 岐阜市須
賀 1－1－5　日本イベント企画（株）

児童虐待防止運動イベント

救急搬送の迅速化を実現

Web 検索ぎふの木で家づくり

▲

とき／いずれも 13：00 ～ 15：50　
　11　月7日（水）・　　21日（水）
　12月5日（水）・19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（要予約）▲

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

配備されたタブレット端末を使う救急隊員
　救急搬送においては、適切な医療機関を素早く
選定することが必要不可欠です。そのため、救急
隊員の情報把握が十分でないと、複数の医療機関
に受入可否の確認をしなければならなかったり、
特定の医療機関に搬送先が集中したりして、救急
患者への対応が遅れます。
　県では、県内すべての救急車にタブレット端末
を配備し、他の救急車や医療機関と情報共有でき
る「救急搬送情報共有システム（ETIS）」を新たに
導入しました。
　搬送先の選定に重要な患者の事故種別や重症
度、受入可否、搬送日時などの最新情報を救急隊

救急搬送情報共有システム（ETIS）
県内全域で運用を開始！

エティス

　岐阜オレンジリボンたすきリレー

　ゴールイベント

　親子ふれあい童話ランド
ちびまる子ちゃんでおなじみの声優・
TARAKO さんの童話ライブや、読み
聞かせライブなどを開催します。　　
※申込不要・無料▲

とき／ 11月18日（日）11:00 ～ 16:30▲

ところ／マーサ 21（岐阜市）　 　 　

問／子ども家庭課
　　　　　☎ 058(272)8325

年末ジャンボ宝くじの購入は
県内で！　11 月 26 日（月）発売
販売額の約 40％が県の収入となり、
市町村振興や高齢化・少子化対策など、
身近なところで役立てられます。

救急車

救急車
救急車

医療
機関



職務内容や試験制度の説明、職員との懇談など
を行います。　　　　　　　　　※要申込・無料▲

とき／いずれも 13:30 ～ 15:30
①12 月 26 日（水）　②平成 25 年 1 月 7 日（月）
③　2月 25 日（月）　④3月 6日（水）▲

ところ／県庁（岐阜市）▲

定員／各 80 人（先着）▲

申込方法／メールに、参加希望日・氏名（ふ
りがな）・電話番号・質問（職員に聞きたいこと
など） ・志望職種（行政、警察行政、土木、農学など）
を記載し、申込先へ

▲

受付／①②11 月 19 日（月）～ 12 月 7日（金）
　　　　③④平成 25 年 1月 15 日（火）～ 2月 6日（水）▲

申込先・問／人事委員会事務局
　☎ 058(272)8796　　　c13201@pref.gifu.lg.jp

冬季営業を開始する 11 月 23 日（金・祝）は、
滑走料が無料となります。
クリスマスイベントとして 12 月 23 日（日）は、
高校生以下の滑走料が無料となり、ビンゴ大会
などを行います。▲

冬季営業期間／
　11月 23 日（金・祝）～ 平成 25 年 2月 17 日（日）▲

料金／【滑走料 1 回券】一般 1,000 円、高校
　生 800 円、小中学生 500 円【貸靴】500 円　
　※お得な回数券、ナイター券、シーズン券も
　　あります。▲

問／岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場
　☎ 0573(28)3390　恵那市武並町竹折 970－1

開館 30周年記念
岐阜県美術館の歴史  30 年の歩み展
開館 30 周年を記念し、岐阜県美
術館がたどった歩みを、ポスター
や図録、映像と共に振り返りま
す。感動の歴史を再確認しなが
ら、これからの美術館の姿を思
い描ける作品を紹介します。
11 月 2日（金）～ 12月 24 日（月・振休）
一般 500 円、大学生 400 円

小早川コレクション　麗しのマイセン人形
小早川春信氏から寄贈いただいた 19 世紀のマ
イセンコレクションを紹介する展覧会です。
約 100 点のマイセン人形とディナーセットの
優雅な世界をお楽しみください。
11 月 23 日（金・祝）～
平成 25年 5月 6日（月・振休）
一般 800 円、大学生 600 円

※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。

▲

試験区分／
●衛生専門学校（岐阜市） 
　助産師・看護師（2年課程・3年課程）・
　歯科技工士・歯科衛生士
●多治見看護専門学校（多治見市） 
　看護師（3年課程）　
●下呂看護専門学校（下呂市）
　看護師（3年課程） 　　　　　▲

試験日／平成 25 年 1月 23 日（水）　▲

試験場所／各校　▲

試験料 ／ 6,000 円（収入証紙）　▲

受付／ 11月29日（木）～ 12月13日（木）▲

願書配布・問／
　衛生専門学校　　　　☎ 058(245)8502　
　多治見看護専門学校　☎ 0572(23)1214　
　下呂看護専門学校　　☎ 0576(25)5775

県立衛生専門学校
県立看護専門学校
平成 25年度生一般入学試験

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

●県の人口／ 2,065,360 人（327 人減）　●世帯数 742,799 世帯（463 世帯増）　　
　　　　男／    998,561 人（207 人減）
　　　　女／ 1,066,799 人（120 人減）

※平成 24 年 9月１日現在、
（　）内は前月の人口・世帯数との比較

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

マイセン
［雄羊とテーラー］19 世紀中期

クリスタルパーク恵那スケート場

11月23日　　　　は無料開放（金・祝）

岐阜県職員ガイダンス

11月は、岐阜県「男女共同参画推進強調月間」です
一人ひとりが個性と能力を十分に発揮し、
男女が互いを尊重する、
誰もが自分らしく輝ける社会を目指しましょう。

●業務内容に関するお問い合わせは
　[移　転　前]岐阜総合庁舎各事務所　☎ 058(264)1111（代表）
　[移転日以降 ] 上記移転先へ▲

問／管財課 岐阜総庁移転係　☎ 058(272)1137

岐阜総合庁舎内の県機関が　ふれあい福寿会館　へ移転します
　岐阜総合庁舎内県機関

岐阜保健所
本巣・山県センター

岐阜農林事務所

岐阜県税事務所

岐阜土木事務所
岐阜駅周辺鉄道高架
工事事務所

　　　移転日

12 月 10 日（月）

12 月 10 日（月）

12 月 17 日（月）

12 月 25 日（火）

移転先階

6 階

8・9階

7階

8階

　　移転後の連絡先

☎ 058(213)7268

☎ 058(278)0051

☎ 058(214)6704

☎ 058(214)9525

第 1・3水曜日　18:00 ～
　　　放送直後の日曜日……　7:45 ～
　　　　　　　（30分拡大版は7:30～） 
　　　　　第 2・4水曜日……18:00 ～

広報テレビ番組　
ぎふ県政ほっとライン11月

ぎふチャン

Web 検索岐阜県職員採用

男女共同参画

11月26日（月）～ 12月10日（月）
図書総点検を行うため休館します。
休館期間中は、資料の貸出、調べもののお手伝い
など、すべてのサービスを休止します。
○図書の返却は、図書館北側の「返却ポスト」へ
○ビデオ、ＣＤなどのＡＶ資料や大型絵本、紙芝
　居などは、12 月 11 日（火）以降に窓口へ

岐阜県図書館
岐阜市宇佐 4-2-1
☎058(275)5111

休館のお知らせ

再放送

予告

岐阜振興局および岐阜建築
事務所は、平成 25 年 3 月末
に移転する予定です。


