
し（県庁ホームページからも入手可）、
6 月 15 日（金）までに郵送、FAX ま
たはメール　　　　　※書類選考あり

▲

申込先・問／㈱東京リーガルマインド
岐阜本校　☎058(265)2771
〒500-8847　岐阜市金宝町 1-1  
UT ビル 4階　 　　058(265)2772
　　kk-gifu@lec-jp.com

ジョブステーションが就職を
総合的に支援します

問／労働雇用課　☎ 058(272)8406

    6
2012 JUN. 

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5月7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。

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。「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30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14日（金）まで　後期：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▲

問／県産材流通課　☎ 058(272)8483

ぎふの木を使用した
新築・増改築に助成

●西濃会場（大垣市情報工房）／ 60人
6 月 23 日（土）～ 9月 9日（日）
計 10 回　9：30 ～ 16：30
●東濃会場（多治見市文化会館）／ 30 人
7 月 1日（日）～ 9月 15 日（土）
計 10 回　9：30 ～ 16：30▲

申込方法／申込書を申込先へ請求

消費生活相談員
資格取得支援講座

里親登録を希望する方に対する研修会
を開催します。　　　　※要申込・無料▲

とき／6月17日（日）、7月1日（日）、
22 日（日）、ほか 3 日間の実習あり▲

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／ 6 月 15 日（金）までに
申込先へ電話

▲

申込先・問／子ども
家庭課　☎ 058(272)8325

岐阜県養育里親研修会

Web 検索ぎふの木で家づくり

Web 検索岐阜県消費者の窓

県民生活相談センター　　
弁護士法律相談　☎058(277)1001
交通事故相談　　☎058(277)1001
消費生活相談　　☎058(277)1003
岐阜市薮田南 5－14－53 ふれあい福寿会館１棟５階

無　料

大雨や洪水の情報を携帯電話にメール
でお知らせしています。梅雨の時期に
備えて、ぜひご登録ください。
●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／河川課　☎ 058(272)8585

ぎふ河川情報
アラームメール

登録
無料

 　県では、就職するために必要となる生活面の支援
から具体的な就職活動の助言など、就職を総合的に
支援する「ジョブステーション」を開設しました。
　各種制度の利用窓口や必要な手続きについての案
内、職業訓練や求人情報の提供、職業相談・紹介など、
職に就くための様々な支援を提供します。

ジョブステーションたじみ
多治見市本町 1-2

多治見駅前プラザ・テラ 4階
[ 開所時間 ] 10:00 ～ 19:00

☎ 0572(25)0057
※休館日／日・祝日・年末年始

ジョブステーションぎふ　
岐阜市橋本町 1-10-1　
アクティブG 2 階 
西側スクールエリア
[ 開所時間 ] 9:00 ～ 18:00　
☎ 058(212)0070
※休館日／日・祝日・年末年始

ジョブステーションジョブステーション 利用
無料

生活維持

各種貸付金制度など
に関する情報や、担
当窓口を案内します

職業紹介

相談員による職業相
談・紹介を行います

職業訓練

就職に必要なスキ
ルを習得するため
の職業訓練情報を
提供します

弁護士による法律相談

賃金未払いや解雇など
の労働問題、生活資金、
多重債務などの相談に
応じます
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要申込

県職員出前トーク
県政の課題や地震対策、食の安全な
ど、様々なテーマについて、職員が
皆さんのもとへ直接出向き、説明や
意見交換をします。　　※要申込・無料▲

対象／概ね 20 人以上の会合（営利

住居の確保

公営住宅（県・市・
町営住宅）などの
情報を提供します

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

就職相談

就職活動で役立つ応募
書類作成・面接対応策
などの個別相談やセミ
ナーを開催します



7 月 5 日の「富山・岐阜交流の日」にちなみ、両
県で観光ツアーを実施しています。
①滑川コース（可茂総合庁舎発）7 月 20 日（金）
②富山・八尾コース（県庁発）7 月 26 日（木）　▲

定員／各 40 人（抽選）▲

料金／①2,700 円　②3,100 円▲

申込方法／往復はがきで申込先へ送付▲

申込期限／ 7月 3日（火）当日消印有効▲

申込先・問／岐阜バス観光株式会社
　☎ 058(246)6226
　〒501-6013　羽島郡岐南町平成 1-135

ミナモがいっぱいぎふ清流国体展示
昭和 40 年の岐阜国体およびぎふ清流国体の競
技や選手紹介、関連資料を展示しています。
～ 10 月 14 日（日）

昭和 40年岐阜国体紹介コーナー
昭和 40 年の岐阜国体で大会役員が着用したブ
レザーや閉会式入場券、新聞記事などを展示
しています。　　　　　　　　～ 10 月 21 日（日）
入館料／一般 320 円、大学生 110 円（特別展期間は別料金）
　

ぎふ・富山交流バスツアー
参加者募集！

※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。

●県の人口／ 2,066,229 人（3,484 人減）　●世帯数 742,092 世帯（730 世帯増）　　
　　　　男／ 998,958 人（2,110 人減）
　　　　女／ 1,067,271 人（1,374 人減）

※平成 24 年 4月１日現在、
（　）内は前月の人口・世帯数との比較

岐阜県博物館
関市小屋名 1989（百年公園内）
☎ 0575(28)3111
休／月曜日（祝日の場合は翌平日）
開館時間／ 9:00 ～ 16:30

県展青年部

Web 検索岐阜県健康福祉政策課

▲

試験日／ 7 月 18 日（水）

▲

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 11 日（月）～ 29 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／助産師・看護師 7 月 28 日（土）、そ
の他医療職 8月 4日（土）

▲

試験場所／各病院▲

問／
●岐阜県総合医療センター　　☎ 058(246)1111
●岐阜県立多治見病院　　　☎ 0572(22)5311
●岐阜県立下呂温泉病院　　☎ 0576(25)2820
※募集は病院によって異なります。事務職員の試験日や
　その他詳細は、各病院へ直接お問い合わせください。

地方独立行政法人
岐阜県立病院職員採用試験（医療職）

▲

試験日／ 10 月 28 日（日）▲

試験場所／岐阜経済大学（大垣市）ほか▲

願書／県社会福祉協議会、各市町村、高齢
福祉課で、6月 27 日（水）～ 7月 31 日（火）
まで配布

▲

受付／ 7月 10 日（火）～ 31 日（火）▲

問／岐阜県社会福祉協議会　☎ 058(273)2181

介護支援専門員実務研修受講試験

岐阜県美術展　一般部・青年部・少年部
［一般部］6 月 2 日（土）～ 10 日（日）

［青年部（高校生）］6 月 14 日（木）～ 17 日（日）

［少年部（3歳～中学生）］6月21日(木)～24日(日)

7 月 1 日から、県立高等学校の卒業生に対する卒
業証明書などの交付には手数料が必要となります。▲

料金／一通 300 円（岐阜県収入証紙）▲

問／学校支援課　☎ 058(272)1111（内線 3546）

県立高等学校各種証明書の交付が
有料になります

　競技種目

●陸上競技
●水泳 
●アーチェリー
●卓球

●フライングディスク 
●ボウリング 
●バスケットボール 
　車椅子バスケットボール
　ソフトボール
●グランドソフトボール
●バレーボール 　身体・知的
　バレーボール 　精神
●サッカー
●フットベースボール

開催地

岐阜市
岐阜市
関市
大垣市

関市
瑞穂市
岐阜市
岐阜市
羽島市
揖斐川町
山県市
安八町
大垣市
本巣市

競技会場

岐阜メモリアルセンター長良川競技場
岐阜メモリアルセンター長良川スイミングプラザ
中池公園陸上競技場
総合体育館

グリーン・フィールド中池
岐阜グランドボウル
ヒマラヤアリーナ
岐阜メモリアルセンターふれ愛ドーム
羽島市運動公園
揖斐川健康広場ビッグランド
山県市総合体育館
安八町総合体育館
浅中公園総合グラウンド
しんせい運動広場グラウンド  

▲

問／ぎふ清流大会推進課　☎ 058(272)8818

試　　　験

（サウンドテーブル
テニスを含む）

6 月 2日（土）・3日（日）
● の種目は、6月3日（日）のみ開催

入場
無料

皆さんの温かい応援を
お願いします。

ぎふ清流大会まで
あと４カ月 
国体本大会まで
あと３カ月 

岐阜県図書館
岐阜市宇佐 4-2-1　☎058(275)5111
休／月曜日（祝日の場合は翌平日）
開館時間／ 10:00 ～ 20:00
（土日祝 10:00 ～ 18:00）

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
　6 月 30 日（土）～ 7月 8日（日）
●多治見移動展　　　　　岐阜県現代陶芸美術館
　7月 14 日（土）～ 22 日（日）

日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真、グラフィックデザイン

絵画、デザイン、立体造形、書道、写真

絵画・デザイン、書写

●最終日は 14：00 まで

●最終日は 15：00 まで

第 67 回国民体育大会「ぎふ清流
国体」馬術競技リハーサル大会
6月 9日（土）9：00 ～
　　10日（日）8：30 ～
場所／山県市特設馬術競技場

馬　

術

第 26 回
リード・ジャパンカップ岐阜大会
6月 9日（土）9：30 ～
　　10日（日）9：00 ～
場所／岐阜市文化センター、岐阜市金公園

山　

岳

6月 30日（土）～7月2日（月）8：30 ～　
場所／①北公園野球場（大垣市）②養老町中央公園野球
場③朝倉運動公園野球場（垂井町）④輪之内アポロンス
タジアム⑤各務原市民球場⑥本巣市民スポーツプラザ糸
貫川スタジアム　※②～④は6月30日（土）・7月1日（日）、

野　

球

天皇賜杯　第 67回　全日本軟式野球岐阜県大会競技別リハーサル大会開催！
　お問い合わせは、開催市町の国体担当課へ。

６月の
競技日程


