
医療整備課　☎ 058(272)8267

災害拠点病院を追加指定
県内 11病院体制になりました
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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1月5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。

災害拠点病院

ぎふを旅して
日本を元気に！　第 5弾

Web 検索ぎふ旅キャンペーン

岐阜県の私たちが、
今、できること。

楽天㈱が運営する日本最大級のオンラ
インショッピングモール「楽天市場」

岐阜・鹿児島合同物産展

で、飛騨牛、かごしま黒豚など “両県
自慢のうまいもの” を取り揃えた
Web物産展を開催します。▲

とき／2月17日(金)～3月19日(月)
※「楽天市場」特設ページをご覧ください▲

問／商工政策課　☎ 058(272)8350

Web 検索まち楽岐阜

県内の食料品販売店で、消費者の目
線で食品の表示状況を確認し、県に
報告していただきます。事前に食品
表示に関する研修 ( 平日２時間程度 )
があります。　　
※謝礼はありません▲

活動期間／ 6月～平成 25 年 2月末

岐阜県食品表示
ウォッチャー

▲

応募資格／県内在住で満 20 歳以上
(4 月 1日現在 ) の方▲

定員／ 130 人（地域バランスなど
を考慮し決定・新規申込者優先）▲

申込方法／
応募用紙に必要事項を記入し、郵便、
FAX またはメールで申込先へ
（応募用紙は、県庁生活衛生課、県各
保健所・センターで配布。ホームペー
ジからも入手可）▲

期限／ 3 月 23 日（金）（消印有効）▲

申込先・問／生活衛生課
　　☎ 　058(272)8284
　〒500-8570（住所不要）
　　　058(278)2627　　　　　　　　
　　c11222@pref.gifu.lg.jp　　　　

Web 検索岐阜県食品表示

●飛騨ほおのき平スキー場　●鈴蘭シャンツェ
●鈴蘭高原クロスカントリーコース
※期間中はシャトルバスを運行（無料）：
　　　　　　　高山駅 ⇔ ジャイアントスラローム会場
　　　　　　　高山駅 ⇔ ジャンプ会場 ⇔ クロスカントリー会場
　　　　　　　○詳細は、高山市国民体育大会推進課　 ☎ 0577(35)3185 へ

開催地／高山市　

スキー競技会

競技式典課　☎058(272)8197

国体本大会まで

あと 7カ月 

購入することで東日本大震災の被災地
復興に役立つ宝くじが発売されます。
また、県内で購入された宝くじの販売
額のうち、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
に役立てられます。宝くじはぜひ県内
の売り場でお求めください。▲

発売期間／ 2月 14 日 ( 火 ) ～ 3 月
　14 日 ( 水 )▲

問／財政課　☎ 058(272)1130

東日本大震災復興支援
グリーンジャンボ宝くじ

発売

基幹 県内全域の災害医療の中心的役割を果たす病院

2月14日（火）～ 17日（金）

岐阜地域

西濃地域

中濃地域

東濃地域

飛騨地域

岐阜県総合医療センター　　（岐阜市）

岐阜赤十字病院（岐阜市）

岐阜大学医学部附属病院　　（岐阜市）

岐阜市民病院（岐阜市）

松波総合病院（笠松町）

大垣市民病院（大垣市）

木沢記念病院（美濃加茂市）

中濃厚生病院（関市）

中津川市民病院（中津川市）

県立多治見病院（多治見市）

高山赤十字病院（高山市）

基幹

基幹　県では、災害発生時に地域の中心となり 24 時間体制
で対応する「災害拠点病院」を指定しています。昨年発
生した東日本大震災の教訓を踏まえ、災害医療体制を一
段と強化するため、新たに 5病院を追加指定しました。

　今後は、各災害拠点病院に、放射線・化学物質を取
り除く除染設備や被災時の通信手段としての衛星電話
の設置など、災害医療設備の増強を計画しています。

災害拠点病院の機能
○大規模災害時における重篤救急患者への高度診療
○地域の医療体制だけでは対処できない患者を地域外
　へ搬出する広域搬送
○医療救護チーム（DMAT）の派遣
○地域における災害医療活動の指導調整　など

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

じゅうとく

追加

追加

追加

追加

追加



第 6回円空大賞展
　　　大地との共鳴 ― 創造の原風景
円空大賞は、岐阜県が生んだ偉大な先人「円空」
を連想させるような顕著な業績を収めた芸術
家を表彰するものです。今回は、受賞者 5 名
の作品とともに、円空仏を展示します。
円空大賞…フランス・クライスバーグ　
円空賞……高山　登、田中　泯、流　政之、
　　　　　林　武史

2月 10 日（金）～ 3月 4日（日）　
観覧料／一般 800円、大学生 600円、高校生以下 無料

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／ 9:30 ～ 16:30

 

休館のお知らせ
2月20日（月）～ 3月5日（月）
図書総点検と設備工事のため、休館します。
○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、3月 6日（火）以降に窓口へ

我が国を代表するオーケストラの大阪フィルハー
モニー交響楽団によるコンサートです。バレエ組
曲｢くるみ割り人形｣ などを演奏します。▲

とき／ 3月 17 日（土） 18:30 ～ 20:30▲

ところ／サラマンカホール（岐阜市）▲
料金／Ｓ席 5,000 円 Ａ席 3,000 円（チケットは、
ふれあい福寿会館サービスセンターで販売）▲

問／（財）岐阜県教育文化財団　☎ 058(277)1139

長良川ふれあいコンサート

新たに就農を考えている人を対象とした個別面
談方式の相談会を開催します。※申込不要・無料▲

とき・ところ／いずれも 10:30 ～ 15:30
　○可児会場／ 2月 26 日（日）
　　可児市文化創造センター
　○岐阜会場／ 3月 4日（日）
　　岐阜市文化センター▲

問／農業経営課　☎ 058(272)8421

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

●県の人口／ 2,072,310 人（673 人減）　●世帯数 741,186 世帯（168 世帯増）　　
　　　　男／ 1,002,389 人（321 人減）
　　　　女／ 1,069,921 人（352 人減）

※平成 23 年 12 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

山本芳翠
[ 浦島図 ]1893－1895 年

フランス・
クライスバーグ
[Sculptures]
 2010 年

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）

※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。

県の政策に加え、おでかけ・く
らしなどの身近な情報を豊富に
お届けします。365 日 24 時間
いつでもご覧いただけます。

　清流の国ぎふ森林・環境税は、県内の豊かな
森林や清らかな河川が持つ公益的機能を将来に
わたり享受するため新たに行う、森林・環境施
策の財源となります。県内に住所のある方や、
事務所・事業所などがある法人の皆さんの、ご
理解とご協力をお願いします。

岐阜県警察就職説明会
採用試験の説明や警察官との対談、警察車両・各種施設の紹介
などを行います。　※要申込　▲

開催日／ 2月17日（金）、24日（金）、3月2日（金）
いずれも13:00 ～ 16:30　

▲

場所／警察本部（岐阜市）▲

定員／各日50 人

▲

申込方法／申込先へ電話（定員になり次第、締切）▲

申込先・問／警察本部警務課　☎ 058(271)2424（内線 2633）

2012.5.20

●水源地域などの森林整備、里山林の整備
●希少野生生物の保護、外来生物の駆除、
　流域河川清掃
●教育施設の木造・木質化、木製学習教材、
　木質燃料ボイラーの導入
●地域主体の環境保全活動、子どもたちへ
　の環境教育

●課税方式…県民税均等割に加算
●納める方…県民税均等割を納めている方
　　　　　　（個人・法人）
●税率…[ 個人 ] 年額 1千円
　　　　[ 法人 ] 年額 2千円～ 8万円
●課税期間…5年間

▲

問／
[ 税の使いみちについて ] 林政課　☎ 058(272)8470
[ 税のしくみについて ] 税務課　☎ 058(272)1153

Web 検索ぎふ清流マラソン

「自然を楽しむ科学の眼 2011-2012 」  
自然を撮影した様々な写真
を通して、自然の中の不思
議や自然と人間との関わ
り、自然の大切さを考える
写真展です。
2月 11 日（土・祝）
～ 3月 25 日（日） 
入館料／一般 320円、大学生 110円、高校生以下無料

ピグミーシーホース
（森本一宏撮影）

日本自然科学写真協会写真展

リニューアルオープン記念
三幕の物語　第二幕：郷土作家逍遥
所蔵品展示室の増築を記念し、岐阜県にゆかり
のある作家の作品を紹介します。
2月 23 日（木）～ 4月 1日（日）
※第一幕は 2月 19 日（日）まで開催しています
観覧料／一般320円、大学生 210円、高校生以下 無料

税
の
し
く
み

税
の
使
い
み
ち（
例
）

あなたの活動が 10,000 人のランナーとぎふの街を笑顔にする ボランティア
募集中！


