
東日本大震災を教訓とした
県の防災対策
　昨年 3月11日に発生した東日本大震災から1年
が経過します。これまでに、県民の皆さんや行
政が、支援物資・義援金の提供やボランティア
活動、警察をはじめとする職員派遣など、それ
ぞれの立場で様々な被災地支援活動に取り組ん
できました。
　一方、本県においても、活断層による内陸型
地震の発生や、東海・東南海・南海の三連動地
震による甚大な被害が懸念されています。

　震災後いち早く設置した、様々な分野の有識
者からなる「震災対策検証委員会」によって県
の防災体制が総点検され、110 項目の提言とし
てまとめられました。
　県では、この提言を着実に実行すると同時に、
地震被害想定調査や放射性物質拡散想定などを
実施し、それらを踏まえて計画を見直すなど、
継続して防災体制を更に強化していきます。

防災体制を総点検しました

　岐阜県と鹿児島県
は、宝暦年間の薩摩
義士による木曽三川
の治水工事を縁に、
昭和 46 年に姉妹県
盟約を締結しました。
　両県は直線距離で
700km 以上離れてお
り、同時に被災する可能性が低いことから、昨年 11 月
に｢災害時相互応援協定｣を締結し、どちらかの県で
災害が発生した場合、もう一方の県が迅速かつ集中
的に支援することとしました。

握手を交わす両県知事

防災課 ☎ 058(272) 1125

　県では、防災対策の基本計画「岐阜県地域防災計画」
を見直し、それを踏まえて木造住宅や防災拠点施設
の耐震化、災害拠点病院の体制強化、食料・物資輸
送の仕組みづくりなど、各種の対策を追加・拡充し
ました。皆さんも、家屋の耐震補強や家具の転倒防
止対策、避難所の確認など、自らの命を守る「自助」
を実践し、日頃から災害に備えましょう。

県民一人一人が進める防災対策
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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。

鹿児島県と災害時応援協定を
締結しました

協定
締結

学生生活を応援する貸付金制度をご利用ください！

応　援
します

岐阜県奨学金　

放射線などの情報をお届けしています！
県庁ホームページ、地デジ（８ch）のデータ放送
「岐阜県からのお知らせ」をご覧ください。

東日本
大震災

関 連 情
報

岐阜県介護福祉士等修学資金
卒業後、県内の介護保険施設などで 5年以上勤務した場合、
返還が全額免除されます。▲

募集期間／ 4月2日（月）～ 5月31日（木）
　※ 申請書は学校を通じて提出してください。▲

対象／県内介護福祉士養成校の入学生、在学生▲

貸付限度額／月額 5万円、入学・就職準備金各 20 万円▲

問／岐阜県社会福祉協議会　☎ 058(273)1111（内線 2538）

イクメン料理研究家コウケンテツ氏によるトークショーやイ
クメン料理の紹介、親子で楽しめるおもちゃづくり教室など
を開催します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※申込不要・無料▲
とき／3月24日（土） 11:30～16:00

▲

ところ／マーサ21（岐阜市）▲

問／少子化対策課　☎ 058(272)8077

ぎふイクメンハッピーフェスティバル 2012

現在のカードの有効期限は、3月31日です。
未就学（園）児や妊婦のいる世帯は、市町
村の窓口で保険証や母子健康手帳を提示
し、更新してください。▲

問／少子化対策課　☎ 058(272)8077

「ぎふっこカード」更新

手話通訳に必要な手話語彙、手話表現技術が習得できます。▲

とき／ 4月～平成 25 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 21 日（水）▲

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　

岐阜県手話通訳者養成講座
ご　い

※要申込・無料

▲

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。

▲

問／ [ 公立高等学校、高等専門学校、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、大学
（所得要件と成績要件があります）

高等学校、高等専門学校
（所得要件があります）

高等学校等、高等専門学校
（ 第 3子以降の方が対象です）

広告欄

※お子さんが保育所、
幼稚園、小中高校に在
籍する世帯は、学校など
を通じて配布されます。

広告欄

※卒業後に返還が必要



チェコ・プラハ音楽院の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。　　　　※無料▲

とき／ 3月 19 日（月）～ 21 日（水）
　　　　9:30 ～ 16:30 （21 日は 15:30 まで）▲

問／ ( 財 ) 岐阜県教育文化財団　☎ 058(277)1139

リニューアルオープン記念
三幕の物語　第三幕：ルドン氏が見た夢
開館 30 周年を迎え、リニューアルオープンし
た岐阜県美術館では、約 4,000 点の所蔵品から
主要な作品を三幕に分けて展示しています。第
三幕は、ルドンとその周辺の作家を紹介します。

4月 5日（木）～ 5月 13 日（日）
※第二幕は 4 月 1 日（日）まで開催して
　います。

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

井田照一展　―土に挑む―
現代美術作家として活躍した井田照一（1941 ー
2006）は、1980 年代から晩年にかけて、土を使っ

た陶の作品を手掛けました。この展覧
会では、土による作品、約 50 点を通
じて、氏の斬新な芸術を紹介します。
7月 1日（日）まで
観覧料／一般 320 円、大学生 210 円

サラマンカホール

ぎふ・プラハ音楽院セミナー（聴講）

第16回　東海高等学校選抜
ラグビーフットボール大会　
17日（土）～20日（火・祝）　
場所／関市
（グリーン・フィールド中池、
中池多目的広場）
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第57回　東海四県対抗剣道大会
第17回　東海四県対抗女子剣道大会
4日（日）　
場所／関市（総合体育館）

剣　

道

第 30 回　全国高等学校
女子ソフトボール選抜大会　
18日（日）～21日（水）　
場所／揖斐川町
（健康広場ビッグランド、市場グラウンド）

ソ
フ
ト
ボ
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。

●県の人口／ 2,071,551 人（759 人減）　●世帯数 741,138 世帯（48 世帯減）　　
　　　　男／ 1,001,969 人（420 人減）
　　　　女／ 1,069,582 人（339 人減）

※平成 24 年 1月１日現在、
（　）内は前月の人口・世帯数との比較

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

[Descended　Level
―Between Descended 
and Ascended O-51]
1994ー 98 年

オディロン・ルドン
[ 青い花瓶の花々 ]
1904 年頃

Web 検索岐阜県警察

▲

試験日／5月13日（日）一次試験
▲

受験資格／昭和56年4月2日以降に生まれ、
大学を卒業した者（卒業見込みを含む）

▲

願書／警察本部、最寄りの警察署、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 4日（水）～ 20 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）

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

岐阜県庁ホームページ

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」4月から毎月第 3水曜日　　
「家族のつどい」4月～ 9月の第 4水曜日▲

ところ／岐阜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）▲

申込先・問／岐阜県精神保健福祉センター　☎ 058(273)1111( 内線 2253)

ひきこもりグループミーティング

　　岐阜市内 3 つの有料道路を
　　4 月 1 日から無料開放します
●長良川リバーサイド有料道路　
●島大橋有料道路●長良川右岸有料道路
問／岐阜県道路公社　☎058(277)1020

ぎふ清流国体・ぎふ清流大会　
ワークショップ参加者募集中！

国体本大会まで

あと６カ月
 

竹や和紙を使って数字を表す行灯の製作▲

期間／4月～7月

▲

場所／県内12市町：岐阜市、
大垣市、高山市、多治見市、関市、中津川市、瑞浪市、
美濃加茂市、各務原市、郡上市、揖斐川町、御嵩町

日比野さんが描いた大きな布「ギフとフラッグ」への
まちのお宝を表現した絵の貼り付けや色付け▲

期間／4月～7月

▲

場所／全市町村公共施設など

清流こよみぶね

ギフとフラッグ

Web 検索岐阜国体ワークショップ

▲

申込方法／申込用紙を郵送または FAX。申込用紙は国体推進局およ
び各市町村の国体担当課で配布。ホームページからも入手可

▲

問／ぎふ清流国体推進局 報道・振興課
　☎  058(272)8853　　　058(278)2882　〒500-8570（住所不要）

お問い合わせは、
開催市町の国体担当課へ。

３月の
競技日程

ぎふ清流国体
競技別リハーサル大会

あんどん

ぎふ清流国体・ぎふ清流大会文化プログラム事業

「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」に向け、総合プロデューサーで、アー
ティストの日比野克彦さん監修のもと、両大会で使用する「清流こ
よみぶね」と「ギフとフラッグ」を製作するワークショップです。

ギフとフラッグのもとになる市町村の「これぞわが
まちのお宝」を表現した絵

▲

期間／3月下旬まで
作品募集


