
　県では、４月から「清流の国ぎふ森林・環
境税」を活用し、緑豊かな「清流の国ぎふ」
づくりに取り組んでいます。
　これにより、私たちの生活や地域の産業に
欠かせない、森林や河川が持つ大切な働き（県
土の保全、飲用水と農業・工業用水の水源や
生物多様性の維持、地球温暖化の防止など）
を維持増進させ、豊かな森や清らかな川を次
の世代に継承します。

林政課 ☎ 058(272) 8472
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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。

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／ソフトピア
ジャパン（大垣市）

▲

定員／ 45 人▲

受付／ 5月 31 日（木）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
〒500-8570（住所不要）　　　058(278)2605
　

安全・安心まちづくり
リーダー養成講座

（金）～平成 25 年 3月　10:00 ～ 12:00
●音訳講習会……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 6日（水）～平成 25 年 3月
10:00 ～ 12:00　
④美濃加茂市生涯学習センター／ 6 月 6
日（水）～平成 25 年 3月 10:00 ～ 12:00

▲

申込方法／ 5 月 25 日（金）までに
電話または FAX で、住所、氏名、電
話番号、希望講座名を申込先へ▲

申込先・問／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

65 歳以下のボランティア希望者を対
象とした講習会です。（全 28 回）
※要申込・無料
●点訳講習会……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（木）～平成 25 年 3月　
13:30 ～ 15:30
②美濃加茂市総合福祉会館／ 6月 8日

点訳・音訳奉仕員
養成講習会

新たに就農を考えている人を対象に、
個別面談方式の相談会を開催します。
※申込不要・無料
●岐阜会場／ 6 月 3 日（日）ふれあい
福寿会館●可児会場／ 6月 10 日（日）
可児市文化創造センター
※いずれも 10:30 ～ 15:30▲

問／農業経営課　☎ 058(272)8421 

就農・就業相談会

普段利用する道路の舗装や側溝などを、
ボランティアとして点検する方を募集
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 14 日（月）～ 6 月
15 日（金）

▲

申込方法／申込書を申込
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)8576　〒500-8570（住所不要）
　　058(271)7682

社会基盤メンテナンス
サポーター

Web 検索岐阜県社会基盤メンテナンスサポーター

Web 検索岐阜県安全安心まちづくりリーダー

清流の国ぎふ森林・環境税を
活用した事業が始まりました

平成24 年度
森林・環境税使途事業
8億 7,000万円

清流　馬瀬川●テーマ／源流の森からの贈り物
　～森と共に歩み・学び・そして暮らす～
●内　容／記念式典・記念植樹、里山の演奏会、
　体験教室（パン、バター、アイスクリーム作
　りほか）、地元の特産品販売など

６月9日（土）10:00 ～ 15:00　
奥飛騨山之村牧場（飛騨市神岡町森茂）

ぎふ清流国体・ぎふ清流大会応援事業
第 41回　岐阜県みどりの祭り

　　　豊かな森づくり・
　　　清らかな川づくり 
●水源林等の環境保全林の整備………………………　2,200ha
●生活に身近な里山林の整備・管理の促進……………280ha
●里地における生態系保全の推進…………………4地区ほか
●教育施設等の木造化・内装木質化の推進……………6施設
●上下流が連携した河川清掃活動の推進………………2流域
●岐阜大学と連携した有害鳥獣対策の調査研究
●魚道カルテによる河川魚道の点検・機能回復……　50 箇所
●教育現場における県産木製品の利用促進……1,000 セット

　　　人づくり・
　　　仕組みづくり 
●団体等が実践する環境保全活動の推進
　…………………………………………　20 団体
●子どもたちへの環境教育の推進…………80 校
●エコツーリズムの促進…………………　　3 団体
●生物多様性保全に係る専門家の派遣

　　　市町村が提案する事業への助成
●清流の国ぎふ市町村提案事業……………100 事業程度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など 21 事業を実施

あすはちゃん

テーマごとに毎月開催　※要予約・無料 
●5 月 28 日（月）…脊柱管狭窄症、
後縦靭帯骨化症など整形外科疾患▲

担当／宮本敬　氏
　（岐阜大学医学部附属病院）
●6 月 19 日（火）…潰瘍性大腸炎、
クローン病など消化器内科疾患▲

担当／佐々木誠人　氏
　（愛知医科大学病院）▲

申込先・問／月～金 10:00 ～ 16:00
　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

※②④の 1・ 2・27・28 回目は、岐阜市で開催



岐阜県庁ホームページ

●県の人口／ 2,069,713 人（1165 人減）　●世帯数 741,357 世帯（1世帯減）　　
　　　　男／ 1,001,068 人（　536 人減）
　　　　女／ 1,068,645 人（　629 人減）

  ※平成 24 年 3月１日現在、
 （　）内は前月の人口・世帯数との比較

開・閉会式の一般入場者募集 !

Web 検索ぎふ清流国体

▲

ところ／岐阜メモリアルセンター長良川競技場（岐阜市）▲

定員／国体総合開会式 9,300 席（申込多数の場合、抽選）▲

料金／国体総合開会式…大人（中学生以上）1,000 円、
小人（小学生以下）500 円（その他の開・閉会式は無料）　▲

申込方法／ホームページ、または申込用紙で申込。
（申込用紙は実行委員会事務局および市町村国体担当課で配
布。ホームページからも入手可）

▲

申込締切／6月29日（金）
消印有効

▲

問・申込先／ぎふ清流国体・ぎふ清流大会
　実行委員会事務局　☎ 058(272)8841

岐阜放送／第 1～ 4水曜　18:00 ～ 18:15
　　　　　第 1・3日曜　　7:45 ～    8:00
県政のホットな情報や、身近な暮らしの情報をお届けします！

広報テレビ番組　ぎふ県政ほっとライン

5月
ぎふチャン

悩み、ひとりで抱えず、電話相談

いじめ、不登校、引き
こもり、親子関係など気
軽に相談してください。

※夜 8 時～翌朝 9 時の相談は
　緊急時のみでお願いします
岐阜県青少年SOSセンター

24 時間 0 1 2 0 ( 2 4 7 ) 5 0 5

命を抱いて
収蔵品から、生物を思わせる抽象形態の
作品約 50 点を紹介します。柔らかい土
の性質を生かして作られた作品を通じ、
命とは何かを考える機会となるでしょう。
8月 19 日（日）まで
観覧料／一般 320 円、大学生 210 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

※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。

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。納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
携帯電話で 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、納税通知書を確認ください。▲

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！

千
鳥
橋

長良橋

金華橋

ぎふ清流ハーフマラソン　 Web 検索

全国から集まった１万人のランナーが岐阜市を駆
け抜けます。沿道での声援をぜひお願いします。
また岐阜メモリアルセンターでは、大会前日と当日、
各種イベントを開催します。

岐阜メモリアルセンター　(メイン会場 )
　

▲

問／
ぎふ清流ハーフマラソン実行委員会事務局
☎ 058(263)1295

　岐阜メモリアルセンターでのイベント

○楽市楽座（屋台村）○高橋尚子トークショー
○hitomiトーク＆ライブ　など

○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○ぎふ清流国体
応援ステージイベント○ゆるキャラ　など

START

9:05スタート　( 雨天決行 )

当日は会場周辺で交通規制が行われます
ので、公共交通機関をご利用ください。

イベント･試験などの情報は、県庁ホーム
ページの「イベント･お知らせ」をクリック
してください。

▲携帯はこちら

試　　験

第１回高等学校卒業程度認定試験　

▲

試験日／ 8
月 1日（水）･2 日（木）

▲

試験場所／朝日大学（瑞穂市）▲

受付／～ 5月 16 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 24 日（日）

▲

願書／人事委員会事
務局、県振興局（事務所）、県東京事務所などで配
布

▲

受付／ 5月 8日（火）～ 25 日（金）▲

問／人事委員会事務局　☎ 058(272)1111（内線3256）

調理師試験　

▲

試験日／ 8 月 22 日（水）

▲

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28日（月）～6月8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／ 6
月 10 日（日）、17 日（日）、24 日（日）

▲

願書／消
防試験研究センター岐阜県支部又は各消防本部、消
防課、県振興局（事務所）で配布

▲

受付／ 5月2日（水）
～ 11 日（金）　

▲

問／消防試験研究センター岐阜県
支部（岐阜市薮田南 1-5-1）　☎ 058(274)3210

国体本大会まで

あと４カ月
 

5 月は、約 7,000 品種のバラが咲く一年で最も美しい季節です。
ニューローズや国体推奨花の花飾りなど、見所が盛りだくさん。▲

とき／ 5月 12 日（土）～ 6月 10 日（日）▲

ところ／花フェスタ記念公園

▲

料金／大人 1,000 円 ▲

問／花フェスタ記念公園　☎ 0574(63)7373

花フェスタ春のバラまつり国体応援

入場
無料

19日（土）10:00 ～ 18:00　

20日（日）　　9:00 ～ 16:00
　

国体　●総合開会式 9 月 29日（土）　●総合閉会式 10月 9日（火）

大会　●開会式 10月 13日（土）　　●閉会式 10月 15日（月）


