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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7月3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。

お近くの金融機関で納期限までに納め
てください。便利で確実な口座振替に
よる納税もできます。口座振替の手続
きは県税事務所へ。　　▲

問／税務課
　☎ 058(272)1111( 内線 2198)

個人事業税の
第 1 期分の納期限は、
8月31日（金）です

結婚支援セミナー
出会いの場で活用できるマナーや会話
などを習得します。 　※要申込・無料▲

とき／ 11 月 11 日（日）、18 日（日）
いずれも 13:30 ～ 16:30※両日参加で
きること

▲

ところ／ソフトピアジャパ
ンセンター（大垣市）

▲

定員／60人（抽
選・男女各 30 人）　

▲

申込方法／申込
書を郵送または FAX で申込先へ（申
込書は市町村役場または県庁ホーム
ページから入手）
　

▲

申込期限／ 9月 28 日（金）▲

申込先・問／少子化対策課
　〒500-8570（住所不要）
　☎ 058(272)8077 　　 058(278)2880 

Web 検索しあわせへのとびら

盲ろう者通訳・介助者
養成講座　　　　　　　　　　　　※要申込▲

とき／ 9 月～平成 25 年 1 月までの
第 2・4日曜（全 8回・40 時間）▲

ところ／瑞穂市民センター

▲

定員／
20 人（抽選）

▲

費用／ 2,500 円（テキ
スト代など）

▲

申込方法／申込書を郵
送または FAX で申込先へ（申込書は
岐阜盲ろう者友の会で配布）▲

申込期限／ 8月31日（金）▲

申込先／岐阜盲ろう者友の会
　　　　058(275)7709　
　〒500-8384 岐阜市薮田南 5-14-53
　ふれあい福寿会館　岐阜県聴覚障害
　者情報センター内▲

問／障害福祉課　☎058（272）8309
　または岐阜盲ろう者友の会
　☎ 058(247)7321（午後8時以降に応対）

 

▲

ところ／ソフトピアジャパンセン
ター（大垣市）

▲

講師／名古屋大学大
学院教授　森保宏 氏 

▲

定員／ 200 人 ▲

申込方法／氏名、電話番号を申込先
へ FAX

▲

申込期間／ 8 月 6 日（月）～
17 日（金）（定員になり次第、締切）▲

申込先・問／建築指導課
　☎ 058(272)8691　　058(278)2782

住宅耐震講演会
「すまいの耐震化のススメ」をテーマ
に開催します。　　　　※要申込・無料▲

とき／ 9月5日（水）14:00 ～ 16:00

　雇用環境が改善しない中、県内高等学校の新規
卒業者の就職は厳しい状況が続いています。こう
した状況下で、普通科高校では就職希望者が増加
する一方、就職先がなかなか決まらない生徒が専
門高校と比べて非常に多くいます。
　このため県教育委員会では、普通科高校を中心
に、就職に関する専門知識を持つキャリアカウン
セラーを県内 13 校に配置し、生徒の個別相談に応
じるなど、支援体制の強
化を図っています。

　特別支援学校に通う生徒が増加傾向にある中、
企業への就職を希望する軽度の知的障がいのある
生徒も増加しています。
　このため、学校と企業とが一体となって職業教
育・就労支援を進める「働きたい！応援団ぎふ」
への登録企業の拡大に努めています。こうした取
り組みとともに、今年度、キャリアコーディネー
ターを県内 5 圏域に配置し、受け入れ先企業を開
拓しています。

教育の現場でも 就職支援体制を強化しています

普通科高校など

キャリアカウンセラーを
県内 13校に配置

男女共同参画に関する基礎講座や子育
て、DV、地域で仲間を募る方法など
のテーマで、10 講座を開催します。
テーマや日程はお問い合わせくださ
い。ホームページでも確認できます。
※要申込・無料

▲

とき／［初回］ 9 月 28 日（金）13:30
～ 15:00（以降　平成 25 年 2 月まで）

▲

ところ／ふれあい福寿会館　男女共同参
画プラザ研修室（岐阜市）

▲

定員／各回
30 人（定員になり次第、締切）

▲

受付／
8 月 1 日（水）～

▲

申込方法／はがき、
FAXまたはメールに氏名・住所・電話番号・
講座月日（複数可）を記入し、申込先へ
※託児あり（詳細は問い合わせください）▲

申込先・問／ＮＰＯ法人くすくす　
　☎ ・　　0584(82)5113　　　　　　
　　　danjo12kouza@yahoo.co.jp　　
　〒503-0887　大垣市郭町 2-6

男女共同参画講座

Web 検索岐阜県男女共同参画講座

キャリアカウンセラー
生徒の適性・能力・経
験などに応じて適切な
職業選択や能力開発が
できるよう、就職相談・
指導をします。

キャリアコーディネーター
生徒の職業適性や希望
に応じた実習先企業の
開拓や、福祉・労働な
ど関係機関との連絡調
整をします。

●特別支援学校とは……
障がいのある幼児・児童・生
徒が、幼稚園、小学校、中学校、
高等学校に準じた教育を受け
ることを目的とした学校

東海地方初！

配置校

●岐阜地区 2校　●西濃地区 2校
●美濃地区 2校　●可茂地区 3校
●東濃地区 3校　●飛騨地区 1校

特別支援学校

キャリアコーディネーターを
県内 5圏域に配置



旬の夏野菜の収穫や魚のつかみ
取りなどの日帰り体験から、農
家民宿でのお泊り体験まで、豊
かな自然や農林漁業を満喫でき
るメニューが盛りだくさんです。
キャンペーンでは、抽選で県産
品などを 100 人にプレゼントし
ます。

▲

期間／ 10 月 31 日（水）まで▲

応募先・問／農村振興課　☎ 058(272)8460

ぎふの田舎へいこう！キャンペーン2012
～ぎふグリーン・ツーリズム～

●県の人口／ 2,066,512 人（447 人減）　●世帯数 744,243 世帯（304 世帯増）　　
　　　　男／     999,167 人（381 人減）
　　　　女／ 1,067,345 人（　66 人減）

※平成 24 年 6月１日現在、
（　）内は前月の人口・世帯数との比較

今夏も厳しい電力需給が見込まれます。県では、電力の安定供給
に寄与するため、県全体で 2010 年のピーク時の電力消費量に対
して 5％以上の削減を目標としています。
平日の昼間、主に午後 1 時から３時は電力需要が一日のうちで最
大となります。皆さんのご家庭でもこの時間帯を中心に、消費電
力の大きい家電製品の使用を控えたり、使用時間をずらしたりし
て、無理のない範囲で節電をお願いします。

無駄をなくして、
無理のない範囲で節電しましょう！

Web 検索ぎふの田舎へいこう

▲

試験日／ 11 月 10 日（土）・11 日（日）▲

試験場所／朝日大学 ( 瑞穂市 )▲

願書／学校支援課で 9月 18 日（火）まで配布▲

受付／ 9月 3日（月）～ 18 日（火）消印有効▲

問／学校支援課　☎ 058(272)1111（内線 3699）

第 2回高等学校卒業程度認定試験

▲

試験日／ 11 月 11 日（日）

▲

試験場所／岐阜大学（岐阜市）▲

受験手数料／ 7,000 円

▲

願書／法務・情報公開課または県
振興局（事務所）で 9月 7日（金）まで配布▲

受付／ 8月 6日（月）～ 9月 7日（金）▲

問／法務・情報公開課　☎ 058(272)1111（内線 2113）
　または（財）行政書士試験研究センター　☎ 03(3263)7700

行政書士試験

試　　　験

魚のつかみ取りの様子

●冷房温度は 28℃を目安に
　（扇風機を併用）
●フィルターの定期的な清掃
●設定を「強」から「中」へ　
●扉を開ける回数を少なく
●食品を詰め込み過ぎない
●こまめに消灯
●長時間使用しない電化製品
　はプラグを抜く
●「すだれ」や「よしず」を設置

エアコン

その他

冷蔵庫

照　明

家庭でもできる節電のポイント！

　　　熱中症に注意

節電を意識するあまり、
無理に我慢 して健康を
害しないよう、適度にエ
アコンなどを利用して暑
さを避けてください。

▲

問／次世代エネルギー室
　☎ 058(272)8354

午後 1時から 3時
（特に午後 2時頃）は
電力需要が最大に！

学校生活や家庭に関する
さまざまな相談にお答えします相談

不登校や学習、進路など教育
全般の相談▲

 月～金 8:30 ～ 17:15 
※携帯電話からはご利用になれません。

非行や犯罪被害、家庭問題、
交友関係に関する相談　▲

24 時間対応

いじめについての相談▲

24 時間対応　

0120(745)070

0120(740)070

0120(783)800

教育相談ほほえみダイヤル

いじめ相談 24

ヤングテレホンコーナー（少年相談窓口）

気軽にご利用ください。一緒に考えましょう。

既に配信中の大雨・洪水情報に加え、9 月から
土砂災害警戒情報および県管理道路の通行規
制情報を携帯電話に即時にメール配信します。
水害や土砂災害への対策として、ぜひご登録・
ご活用ください。
●登録方法１
●登録方法２
　　　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

　災害に備えて、登録しましょう！

…QR コードで登録
…次のメールアドレスに空メールを送信

365 日・24 時間

間もなく開催！

ココを
選択

ぎふ清流国体・ぎふ清流大会の情報を
タイムリーにお届けします！

国体本大会まで
　あと１カ月
ぎふ清流大会まで
　あと２カ月 

総合開会式／ 9月 29 日（土）
岐阜メモリアルセンター長良川競技場
会期●9月 29 日（土）～ 10 月 9日（火）

開会式／ 10 月 13 日（土）
岐阜メモリアルセンター長良川競技場
会期●10 月 13 日（土）～ 15 日（月）

ぎふチャン (8ch) データ放送トップ画面


