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窓の籍戸

飛騨市ホームページでもお知らせしています 
飛騨市ホームページ http://www.city.hida.gifu.jp/ 

携帯サイト http://www.city.hida.gifu.jp/mobile/ 

QR コード 
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①減免申請のご案内
市では、障がいのある方等が所有される軽自動車等について、軽自動車税の減免を行います。
現在、平成31年度分の申請を受け付けていますので、減免を希望される方は次のとおり手続きをしてください。

お
知
ら
せ
軽自動車税の各種手続きについて

■減免対象となる軽自動車
①身体障害者手帳等をお持ちで、一定の要件に該当する方が所有（使用）する軽自動車等
②主に身体障がい者等が利用するための構造となっている軽自動車等

■持ち物
①の場合：車検証の写し、身体障害者手帳等、運転免許証、印鑑、生計同一証明書
　　　　 （新規に申請される場合で運転する方が障がい者本人でない場合のみ）
②の場合：事前に税務課までお問い合わせください

■申請について
期限：４月16日（火）まで
場所：税務課または各振興事務所（税務担当）

《ご注意いただきたいこと》
・平成30年度に減免を受けられた方は、３月上旬に送付しました申請書をご利用ください（毎年手続きが必要です）

・減免を受けられる方の範囲は、障がいの区分や年齢・使用目的等により異なりますので、税務課までお問い合
　わせください。

・減免対象となる軽自動車等は、障がいのある方お一人につき１台限りです。
  なお、普通自動車で減免を受けている方は対象外となります。

②口座振替のご案内
軽自動車税などの納税には便利で確実な口座振替がおすすめです。
口座振替を希望される方は、通帳および通帳印をご用意いただき、次の金融機関窓口にてお申込みください。

■取扱金融機関
・北陸銀行・大垣共立銀行・十六銀行・富山第一銀行・高山信用金庫・飛騨信用組合・飛騨農業協同組合の本店
　及び各支店
・全国のゆうちょ銀行

《ご注意いただきたいこと》
・軽自動車税の口座振替は４月上旬までにお申し込みください
　（４月中旬以降のお申込み分は、平成32年度からの適用となる場合があります）

・口座振替により軽自動車税を納税された方には、５月下旬に車検用納税証明書（はがき）をお届けします。

・口座振替のお申込みは、税務課または各振興事務所の窓口ではお取り扱いできませんのでご注意ください。

情

税務課 0577-73-3742



こころの健康相談カレンダー（平成31年度版）

相談名 飛騨市 
こころの相談室

飛騨保健所 
精神保健福祉相談 

（こころの健康相談）

飛騨保健所 
法律とこころの相談会

内容
・精神保健福祉士が対応 
・通院中の方や 
　家族の相談も可能

・精神科医師と 
　保健所保健師が対応 
・主治医のない方に限る

・弁護士と臨床心理士が対応

時間 13：00～15：00 
予約制・無料

13：30～15：00 
予約制・無料

13：00～16：00　予約制・無料 
（１人45分程度）

場所 ハートピア古川 下記をご覧ください 高山市保健センター2階

予約先 憩いの家 
0577-73-0160

飛騨保健所 
0577-33-1111（内線312）

飛騨保健所 
0577-33-1111（内線312）

4月 10日（水） 24日（水） 
神岡町保健センター

5月 10日（金） 22日（水） 
ひきこもり講演会（古川町公民館）

6月 10日（月） 19日（水） 
河合町公民館

7月 10日（水） 24日（水） 
ハートピア古川

8月 9日（金） 28日（水） 
神岡町保健センター

9月 10日（火）

9月に2回、3月に1回
開催予定です 

 
詳しくは広報等で
お知らせします

10月 10日（木） 30日（水） 
宮川町保健センター

11月 11日（月） 27日（水） 
神岡町保健センター

12月 10日（火） 18日（水） 
ハートピア古川

1月 10日（金）
飛騨市以外でも
開催しています 
飛騨保健所に

お問い合わせください

2月 10日（月）

3月 10日（火）
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平成31年度こころの相談窓口を次のように設けます。つらいことや苦しいことがあれば、無料ですので予約の上
ご相談ください。

国の昨年（平成30年）の自殺者は２万人にのぼりました。
特に15～19歳、20～30代の死因第１位となっており、また、自殺者全体の35%を40～60代の男性（父親世代）が占めてい
るため、大きな社会問題となっています。
全国的に３月は最も自殺者が多いことから「自殺対策強化月間」と定められています。強化月間にあたり、自殺を特別なこ
とではなく身近な問題として受け止め、一人ひとりが自殺対策の主役となって支えあう社会づくりをすすめましょう。

お
知
ら
せ
自殺対策強化月間

古川町保健センター 0577-73-2948
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ら
せ

お
知
ら
せ

神原峠運行バスの
運行開始について

ふるかわ循環乗合タクシーの運休に伴う
通院支援タクシー助成制度の開始について

■開始日　４月１日（月）～
■対象者
　市内に住所を有する次のいずれかの市民（いきいき券交付対象者と同じ方）
　①70 歳以上の方（昭和 25 年４月１日以前生まれの方）
　②身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方
　③介護保険の認定を受けた方
■申請方法
　診察後、医療機関窓口で対象者である証明書（保険証、手帳）を提示して交付
を受けてください。
■助成金額
　一人１枚 400 円の助成券で診察日の当日限り有効です。
　400 円以上は自己負担になります。
■利用方法
　古川町内の医療機関（※）または最寄の調剤薬局から１回の乗車に限ります。
　古川タクシー・宮川タクシーのみ使用できます。
※古川町内の医療機関（順不同）
古川病院、垣内病院、玉舎クリニック、かじ眼科、江尻内科・循環器科クリニック、
こどものこころクリニック、牛丸歯科医院、大高医院、河合医院、高島歯科、山下歯
科医院、ふるた歯科医院

　なお、この路線開通に伴い、以下の
便が廃止となりますのでご理解いただ
きますようお願いします。

■柏原線
　７便（18：16 柏原発）
　８便（17：30 濃飛バス神岡営業所発）

総務課 0577-73-7461 総務課 0577-73-7461

全国健康保健協会岐阜支部
058-255-5155

NISSAN e-シェアモビ　コールセンター　
0120-23-1723
https://e-sharemobi.com/

古川町市街地を巡回運行していました『ふるかわ循環乗合タクシー』は、３月31日
をもって運休となります。これに伴い、市では通院にかかる移動を支援するため、
通院支援タクシー助成制度を開始します。

４月から、ひだまる柏原線を延伸し、
神原峠を越えて飛騨古川駅まで運行
します。乗継なしで、神岡町－神原峠
－飛騨古川駅の移動が可能になり、
通院、買い物、入浴施設等へのバス
利用が便利になります。

お
知
ら
せ

協会けんぽの保険料率の
変更について

　平成31年度の健康保険料率・介護
保険料率が次のとおり変更となりま
す。

詳しくは全国健康保険協会（協会けん
ぽ）ホームページにてご確認くださ
い。

平成31年３月分（４月納付分）から
●健康保険料率
　　　　　9.86％（0.05％引下げ）
●介護保険料率
　　　　　1.73％（0.16％引上げ）

全国健康保険協会（協会けんぽ）岐
阜支部に加入の皆さまへ

　このサービスは、観光客等の移動用としてだけでなく、市民も会員登録するこ
とで利用いただけます。
　入会手続きや車の予約は専用サイトですぐに行え、登録完了後は運転免許証
が会員カード代わりとなり現地で車を借りることができます。詳しくは専用サイト
をご確認ください。

■料金体系　
　ショート利用  　200円/15分
　６時間パック　　　3,500円
　12時間パック　　　5,500円
　24時間パック　　　6,500円
　（いずれも距離加算料金なし）

日産自動車㈱では、２月下旬からJR飛騨古川駅前の旧古川石油跡地でカー
シェアサービス「NISSAN e-シェアモビ」を開始しました。

お
知
ら
せ
飛騨市初！日産のカーシェアサービスが始まりました

場
版らわか
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ハローワーク出張相談
相

　
　談

市内において、ハローワークの相談員
による職業相談窓口を開設します。
お気軽にお問い合わせください。

■相談内容
・求人情報の提供
・就職に関する相談
・職業紹介
・シルバー人材センターに関する相談
■日時　４/17（水）　11：00～15：00
■場所　古川町公民館（総合会館）

岐阜県若者サポートステーション
　 058-216-0125

・予約先

相

　
　談

就活に踏み出せない、うまくいかない
理由はなんだろうとお悩みの方のサ
ポートを行っています。一人一人の状態
に合わせた相談と専門的な支援が受
けられるよう、必要に応じて適切な支
援機関や団体等も紹介します。
お気軽にお問い合わせください。
※支援対象者は15歳以上39歳以下の
　ニート状態の若年者とその保護者
※出張相談を希望される方は
　ご相談ください
■日程　毎週水曜日
■時間　13：00～16：00
■場所　古川町公民館（総合会館）
※１組50分、予約制です
　下記の予約先へご連絡ください

若者を対象とした就労相談

岐阜県行政書士会
058-263-6580

■日時　４/10（水）　13：00～16：00
■場所　神岡振興事務所
※予約優先のため、ご相談を希望さ
　れる方は事前にご連絡ください

行政書士による
無料相談

行政書士が相続・遺言手続から各種
許認可や権利義務関係手続などの相
談を受け付けます。

相

　
　談

ハローワーク高山
0577-32-1144

古川会場　市民保健課（市役所）　

飛騨市シルバー人材センター
0577-73-7386

相

　
　談

障がいのある方を対象
としたパソコン相談会

身体の不自由な方を対象としたパソコ
ン相談会です。

文章入力などの基本的な指導や、視
覚や肢体の障がいに応じた入力支援
機器の相談を受け付けます。ご気軽に
ご利用ください。
また、外出が困難な重度障がいの方
は訪問で対応できる場合があります
ので、お問い合わせください。

■神岡町ふれあいセンター
　３/23（土）13：00～15：00
　　　　　（受付は14：00まで）

福祉メディアステーション飛騨ブランチ
0577-34-1316

福祉メディアステーション飛騨ブランチ

神岡窓口
0578-82-1456

飛騨市地域包括支援センター
認知症地域支援推進員
0577-73-6233

などのご相談を、認知症地域支援推
進員が受け、ご本人やご家族、地域の
方が安心して生活できるようにお手
伝いします。ぜひ、お気軽にご相談く
ださい。
神岡会場
■日時　４/11（木）9：30～11：30
■場所　神岡町公民館
古川会場
■日時　４/25（木）9：00～12：00
■場所　ハートピア古川

「もの忘れ相談窓口」
のお知らせ

毎月１回「もの忘れ相談窓口」を開設し
ます。
「最近ちょっと物忘れをするような気がするけ
れど、認知症かしら？」
「ご飯を食べたばかりなのに、何度もご飯を食
べたいと言うけれどどう対応したらいいの？」
「近所の人が認知症ではないかと思うけれど、
どう対応したらいいの？」
「認知症の人の介護について教えてほしい」
「地域で認知症について話をしてほしい」

相

　
　談

から
４月15日（金）

一般向けのオススメ

児童向けのオススメ

図 書 館 に お い で よ

新着図書ピックアップ

　受験戦争はらくらく通過、就職活動は
売り手市場。苦労知らずで、おめでたく
50代になっても後輩気分。愛すべきバブ
ル世代に切り込む、自虐的（？）新・世代
論。メディア、ファッション、名付け、ITな
ど、世代代表・酒井順子が見る、バブル
世代の功罪とは。

酒井　順子／著　KADOKAWA

アニータ・ガネリ／著　三省堂

　「ビッグバン」「恒星」「内太陽系」
「外太陽系」「宇宙には、ほかになにが
あるのか？」「宇宙地図をつくる」の６章
構成。宇宙の始まりから、最新の宇宙開
発技術まで、30のテーマを30秒で解説。
同シリーズ「発明」「人体」「地球」も新
刊で入ります。

『世界の子どもの？に答える
　　　　30秒でわかる宇宙』

飛騨市図書館
0577-73-5600
http://hida-lib.jp

『駄目な世代』



平成26年度　狂犬病予防集合注射の日程について

・環境課
・各振興事務所（環境担当）

0577-73-7482

■注射料金について　（お釣りがいらないようにご協力をお願いします） 

　　　（獣医） 注射手数料      2,600 円
　　　（市） 注射済票交付手数料　　　550 円

　　　　　　　計    　　　　3,150 円

　　　（市）新規登録手数料　3,000 円（初めて犬を登録する方のみ）

■案内ハガキを必ず持参してください（４月下旬頃に発送します）
■糞は必ず持ち帰りましょう

古川地区 神岡地区
時間 集合場所 時間月日月日 集合場所

５月 14 日
（水）

9:00 ～ 9:35 袈裟丸研修ｾﾝﾀｰ

５月 19 日
（月）

8:50 ～ 8:55 和佐保神社
9:50 ～ 10:10 数河緑地管理ｾﾝﾀｰ 9:20 ～ 9:25 伊西神社

10:20 ～ 10:35 末高研修ｾﾝﾀｰ 9:30 ～ 9:35 森茂農協
10:45 ～ 11:15 杉崎ｾﾝﾀｰ 9:40 ～ 9:50 森茂上バス停
11:25 ～ 11:40 太江農業ｾﾝﾀｰ 9:55 ～ 10:00 岩井谷バス停
12:50 ～ 13:05 谷研修ｾﾝﾀｰ 10:05 ～ 10:10 下之本多目的集会所
13:10 ～ 13:25 五ヶ村研修ｾﾝﾀｰ 10:15 ～ 10:20 和佐府 神明神社
13:30 ～ 13:55 黒内研修ｾﾝﾀｰ 10:50 ～ 11:10 老人保健施設たかはら（入口付近）
14:00 ～ 14:10 下野研修ｾﾝﾀｰ 11:15 ～ 11:55 桜ヶ丘体育館
14:15 ～ 14:25 大村公民館 13:00 ～ 13:20 上村コミュニティー
14:30 ～ 14:40 上野公民館 13:25 ～ 13:40 吉田公民館

５月 15 日
（木）

9:00 ～ 9:20 栗原ｾﾝﾀｰ 13:50 ～ 13:55 割石区集会場
9:25 ～ 9:50 朱雀会館 14:05 ～ 14:10 西漆山正眼寺

10:00 ～ 10:05 高野公民館 14:15 ～ 14:20 牧（国道 41 号線沿い）退避場
10:10 ～ 10:15 平岩公民館 14:25 ～ 14:30 茂住　金龍寺
10:20 ～ 10:25 畦畑公民館 14:35 ～ 14:40 横山旧ドライブイン
10:40 ～ 11:00 トレーニングセンター 14:45 ～ 14:50 谷中山公民館
11:05 ～ 11:20 上気多公民館

５月 20 日
（火）

9:00 ～ 9:05 柏原ﾊﾞｽ停
11:25 ～ 11:50 飛騨市役所 9:10 ～ 9:35 旧山田小学校

宮川・河合地区 9:40 ～ 10:10 寺林公民館
時間月日 集合場所 10:20 ～ 10:40 西野町いこいの広場

５月 16 日
（金）

9:00 ～ 9:05 杉原診療所 10:45 ～ 11:05 蟻川児童公園
9:10 ～ 9:15 祢宜ヶ沢上公民館 11:10 ～ 11:55 神岡振興事務所
9:20 ～ 9:25 桑野バス停 13:00 ～ 13:30 神岡消防署裏
9:30 ～ 9:35 戸谷バス停 13:40 ～ 14:00 麻生野公民館
9:40 ～ 9:45 平成橋　塩屋側
9:50 ～ 10:00 打保防災庫

10:15 ～ 10:20 巣之内バス停
10:25 ～ 10:30 西忍 宮川町老人福祉ｾﾝﾀｰ
10:35 ～ 10:50 宮川保育園（前）
11:00 ～ 11:10 大無雁ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ
11:15 ～ 11:30 河合振興事務所
11:35 ～ 11:40 上村公民館

13:00 ～ 13:10 羽根高齢者活動
生活支援促進機械施設

13:20 ～ 13:25 レジェンドあすか
13:45 ～ 13:55 稲越多目的研修ｾﾝﾀｰ
14:00 ～ 14:05 ｾｿﾞﾝ稲越
14:10 ～ 14:20 大谷集落ｾﾝﾀｰ
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健康生きがい課 0577-73-2948

予防接種のお知らせ

日本脳炎予防接種については、積極的勧奨を控えていた時期に接種機会を逃した方に特例で接種年齢が延長されてい
ます。日本脳炎予防接種が完了していない方で接種を希望される場合は、医療機関に予約後、接種してください。

特例規定対象者：平成 7 年 4 月 2 日生まれから平成 19 年 4 月 1 日生まれの方
接種が可能な期間：20 歳になるまで（飛騨市に住民票がある方に限ります）
接種時の持ち物：母子健康手帳、日本脳炎予防接種予診票（保護者以外が付き添う場合は委任状の記入が必要）

注）「水ぼうそう」は、今年度秋より１歳 ~３歳程度の幼児は定
　期予防接種になるため、市独自に実施している３歳以上中
　学３年生までの助成は、平成 27 年３月 31 日で助成終了予
　定です。

注）「成人肺炎球菌」については、国で新たな助成事業を行うことから、市
　独自で実施している 75 歳以上を対象とした助成は、平成 27 年３月
　31 日で助成終了予定です。

市では、下記の任意予防接種に対して助成事業を行います。

【任意予防接種申請方法】
医療機関に予約後申請手続きをしてください。

【申請窓口】
古川町保健センター・神岡町保健センター

【接種場所】　飛騨市内委託医療機関
　　　　　　　（その他の医療機関をご希望の方はお問い
　　　　　　 　 合せください）

１期初回
１期追加

２期

回数
２回
１回
１回

標準的な接種年齢
３歳
４歳
９歳

申請時の持ち物：母子健康手帳・印鑑

申請時の持ち物：保険証等で氏名、生年月日が確認できるもの・印鑑
（「風しん」を申請される方は、できるだけご自身の予防接種の記載が
　あるものをご持参ください）

※どこの会場でも注射を受けることができます。都合のよい日時・場所で、注射を受けてください

６～28日までの間隔
初回接種（２回）終了後おおむね１年おく
１期追加終了６日以上あける（おおむね５年おくのが望ましい）

間　　　　　隔

①日本脳炎の予防接種について

②任意予防接種について

■日本脳炎の標準的な接種スケジュール

【小児関係】【成人関係】

種　類 助成限度額
（１回につき）対象年齢 助成

回数種　類

成人肺炎球菌
（23価）

対　象　者 助成限度額
（１回につき）

4,000円１回

助成
回数

（ｱ）接種日時点で75歳以上の方
（ｲ）慢性疾患などで肺炎球菌感染
　　  による危険度が高く医師が必
　　   要と認めた方（ア）または（イ）

※過去５年以内に接種を受けている方は
　補助の対象となりません

風しん 8,000円１回平成２年４月１日以前に生まれた方
（妊婦を除く）

都市整備課　　0577-73-0153
神岡振興事務所（基盤環境水道係）　0578-82-2254

サンアルプ旭F棟
公営住宅

１戸
神岡町殿

木造２階建
２DK

サンアルプ旭Ｂ棟
公営住宅

1戸
神岡町殿
RC６階建

3DK

森茂住宅
特定住宅

（単身用）３戸
神岡町森茂
木造２階建

１K

嶋団地
特定公共賃貸住宅

（世帯用）１戸
河合町角川

木造２階建（車庫付）
３LDK

山之村住宅
公営住宅

１戸
神岡町森茂

木造２階建（車庫付）
２DK

昭和町団地
地域優良賃借住宅

（単身用）1戸
神岡町殿
RC４階建

1DK

林団地
公営住宅

1戸
宮川町林

木造２階建（車庫付）
3DK

市営住宅の入居者を募集します
公募住宅
住宅の種類
募集戸数

所在地
構造・規模

間取り

家賃

敷金
申込期間
入居予定日

家賃の３カ月分
平成26年４月24日～平成26年５月１日

平成26年６月１日

※入居資格について所得等の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください

共益費、駐車場使用料別途 共益費、駐車場使用料別途共益費別途
入居者の所得に応じて決定

募
集

おたふくかぜ
水ぼうそう

2,700円
3,500円

満１歳以上中学３年生まで １回

場
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■日　　時　３/30(土)・３/31（日）　9：00～16：00
■開設場所　市役所市民保健課窓口
　　　　　　※各振興事務所は開設しません
■取扱事務
　・住民票の転入・転出・転居届
　・住民票の交付
　・印鑑登録と証明書交付
　・戸籍関係証明書の交付
　・戸籍関係届（後日改めて来庁していただく場合もあります）
　※税関係の証明、パスポートの申請・交付、国民健康保険・国民年金の取得・喪失手続きはできません
■その他　
　市役所市民保健課のみ、３月28日（木）から４月３日（水）の間は、18：15まで窓口を延長します。
　また、毎週月曜日は、18：15まで、窓口延長をしています。（各振興事務所は電話予約制）

年度始めは人事異動、就職、入学等により多くの市民の方が住所変更等をされる時期です。
そこで、市民保健課では、皆さまの便宜と平日の待ち時間の緩和を図るため、下記のとおり、窓口を開設します。お気軽に
ご利用ください。

お
知
ら
せ
３月30日(土)、31日（日）に市民保健課窓口を開設します

市民保健課（市役所） 0577-73-7464

商工課 0577-62-8901

市民保健課（市役所）
0577-73-7464

飛騨市こどものこころクリニック
0577-57-7110

お
知
ら
せ

消費税軽減税率が
実施されます！

　中小企業・小規模事業者等に対し
ては、複数税率対応レジの導入や、受
発注システムの改修等が必要になる
場合に、これに要する経費の一部を補
助する国の制度があります。ぜひご活
用ください。

事業者の皆さま準備はお済みですか？
✓帳簿・請求書・レシート等の記載を
税率ごとに区分することが必要にな
ります。
✓レジや受発注システムの導入・改修
が必要になることがあります。

軽減税率については「国税庁」のホー
ムページをご覧ください。
軽減税率補助金については「軽減税
率対策補助金事務局」のホームページ
をご覧ください。

2019年10月１日から消費税率が10％
に引き上げられ、それと同時に消費税
軽減税率制度が実施されます。

お
知
ら
せ

飛騨市こどものこころクリ
ニック初診の予約について

　詳細は下記の通りです。別の日にお
電話いただいても、受付業務時間内
にかけ直していただくことになります
ので、ご了承ください。

●初診の予約受付
　毎週水曜日　12：30～16：30
（電話予約もご来院での予約も同様）
※予約時、お話を伺うのに10分ほど
時間がかかります

３月１日より、初診の予約受付を毎週
水曜日の午後のみと変更させていた
だきました。

お
知
ら
せ

柔道整復師（整骨院・接骨
院）のかかり方について

【〇保険が適用されるもの】
・外傷性の打撲・ねんざ
・挫傷（肉離れなど）
・骨折・脱臼の応急処置

【×保険が適用されないもの】
・単純な疲労や肩こり・腰痛など
・神経痛、リウマチ、慢性関節炎など
・脳疾患後遺症などの慢性病
・仕事や通勤時の負傷（労災保険の
　対象）

※施術を受けてもなかなか症状が改
善しないときは、医師の診断を受ける
ようにしてください

ケガなどで柔道整復師（整骨院・接
骨院）による施術を受けるときは、国
保や健康保険などの医療保険が使え
ない場合がありますのでご注意くだ
さい。

場
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岐阜県警察官Ａ採用試験について

飛騨警察署　 0577-73-0110（内線211）

募

　
　集

※試験資格
　年齢…昭和 59 年４月２日以降に生まれた方
　学歴…ＡⅠ：大学を卒業または 2019 年９月 30 日までに卒業見込み
　　　　ＡⅡ：大学を卒業または 2020 年３月 31 日までに卒業見込み
※採用試験申込書は、飛騨警察署または神岡警部交番で配布します
　（岐阜県公式ホームページからダウンロードした「申込書」の使用も可能です）
※採用試験申込書は、受付期間中に申込書を岐阜県警察本部まで持参
　（平日の 8：30 から 17：15 までの間）
　または郵送（郵便追跡が可能な特定記録または簡易書留）で受け付けています
※詳しくは、飛騨警察署（警務課）までお問い合わせください

市営住宅入居者募集について
募

　
　集

・都市整備課
・神岡振興事務所（基盤環境水道係）

0577-73-0153
0578-82-2254

※１RC造…鉄筋コンクリート造
※　入居資格について、所得等の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください
※　個人番号の記載箇所があるため郵送での受付ができません
　　都市整備課または各振興事務所（基盤環境水道係）まで直接ご提出ください

■敷　　金　家賃の３ヵ月分
■申込期間　３/22(金)～３/29(金)　■入居予定日　５/１(水)

試験区分 採用予定人員 受付期間 第１次試験 第２次試験 最終合格日 採用予定日

AⅠ（大卒男性） 10 人程度

AⅠ（大卒女性） ５人 程度

AⅡ（大卒男性） 65 人程度

AⅡ（大卒女性） 10 人程度

３月13日（水）

４月10日（水）

５月12日（日）
岐阜市

５月下旬
から

６月下旬
７月中旬

2019年
10月１日

2019年
４月１日

から

公募住宅 諏訪田団地
A棟 新栄町団地 サンアルプ

B棟
サンアルプ

G棟
大和団地

2号棟 打保住宅 森茂住宅

種類 特公賃 特公賃 公営 公営 公営 特定 特定
募集戸数 (世帯用)4戸 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (単身用)1戸 (単身用)3戸
所在地 古川町杉崎 古川町新栄町 神岡町殿 神岡町殿 神岡町船津 宮川町打保 神岡町森茂

構造・規模 
※1 RC5階建 RC造3階建 RC造6階建 木造2階建 RC造4階建 木造2階建 木造2階建

間取り 2LDK
3LDK 3DK 3DK 2DK 3DK 2DK 1K

家賃
入居者の所得に応じて決定

共益費、駐車場使用料別途 共益費別途
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飛騨市美術館
0577-73-3288

環境課 0577-73-7482

生涯学習課 0577-73-7495

飛騨市美術館「日本画教室」
お
知
ら
せ

■日時　全６回　13:00～16:00
　４/14（日）、５/12（日）、５/26（日）、
　６/２（日）、６/16（日）、６/30（日）
■対象　中学生以上
■定員　25人（申込多数の場合は抽選）
■参加費　3,000円
■申込方法　※締切３/29（金）
　申込書を美術館または教育委員
会までお持ちいただくか、郵送また
はFAXにてお申し込みください。
※申込書については、美術館または
教育委員会にご用意しています。
また、美術館ホームページよりダ
ウンロードできます

美術館では、日本画教室を開催しま
す。描きたいもの（写真・花・果物な
ど）をお持ちいただき、日本画の技法
を学びます。経験者・初心者は問いま
せん。皆さんのご参加をお待ちしてい
ます。　しかし、利用者の中には対象外（雑紙、写真、缶、ビン、小型家電等）のものを

出される人や衣類を持ち去る人が確認されました。
　これらの行為は罰則の対象となる可能性もありますので、ルールを守り、よ
り多くの方に利用していただけるよう、ご理解の程よろしくお願いします。

　「捨てればごみ、分ければ資源」、
資源回収ステーションを利用して、
限りある資源を有効に活用し、環境
に優しいまちづくりを目指しましょう。

飛騨市スポーツ施設整備
計画の策定について

お
知
ら
せ

　今後は、この計画に基づき整備を
進めると共に、優先度や必要性の検
討を要する事業については都度検討
していきます。また、パブリックコメン
トで寄せられたご意見は、今後の施策
の参考とさせていただきます。ご協力
ありがとうございました。
　なお、計画書は市ホームページでご
覧いただけます。

市では、スポーツ施設整備について計
画的かつ効果的・効率的に事業を実
施し、市民のスポーツ活動を支える良
好な環境を整えていくため、整備計画
について市民参画の委員会により検
討を重ね、委員会計画案に対するパブ
リックコメント（市民意見募集）を実
施し、２月に「飛騨市スポーツ施設整
備計画」を策定しました。

資源回収ステーションの利用状況について
お
知
ら
せ

資源回収ステーションの利用、市のリサイクル事業へのご協力ありがとうござい
ます。11月に開設した資源回収ステーションでは、1月末までに衣類1,918kg、ダ
ンボール1,938kg、新聞1,580kg、雑誌1,460kg、合計6,896kgもの資源ごみが回
収されました。

　４月からの利用者を募集しますので、野菜づくりに興味がある方、春から野
菜を育ててみませんか？ご希望される方は、下記申込先までご連絡ください。

【申込について】
■期　限　４月５日（金）

■申込先　飛騨市役所農林部農業振興課
　　　　　※なお、申込者多数の場合は、後日抽選会を開催します

【施設内容】
■所在地　古川町上町(増島保育園付近)…全28区画

■利用料　年間3,000円／１区画（約50㎡）　
　　　　　※途中契約でも同額です

■諸注意
　・栽培に必要な、農機具・資材・種苗・肥料等は、すべて借主負担となります
　・販売のための農作物を栽培することはできません
　・使用期間は４月１日～翌年３月31日までの１年間です
　・定期的な草刈りなどの管理が可能な方

市民農園利用者募集
募

　
　集

市では、土に親しみ花や野菜の栽培を楽しみたいという市民の方に、レクリエー
ション農園をお貸ししています。

農業振興課
0577-73-7466
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飛騨市美術館
0577-73-3288

環境課 0577-73-7482

生涯学習課 0577-73-7495

飛騨市美術館「日本画教室」
お
知
ら
せ

■日時　全６回　13:00～16:00
　４/14（日）、５/12（日）、５/26（日）、
　６/２（日）、６/16（日）、６/30（日）
■対象　中学生以上
■定員　25人（申込多数の場合は抽選）
■参加費　3,000円
■申込方法　※締切３/29（金）
　申込書を美術館または教育委員
会までお持ちいただくか、郵送また
はFAXにてお申し込みください。
※申込書については、美術館または
教育委員会にご用意しています。
また、美術館ホームページよりダ
ウンロードできます

美術館では、日本画教室を開催しま
す。描きたいもの（写真・花・果物な
ど）をお持ちいただき、日本画の技法
を学びます。経験者・初心者は問いま
せん。皆さんのご参加をお待ちしてい
ます。　しかし、利用者の中には対象外（雑紙、写真、缶、ビン、小型家電等）のものを

出される人や衣類を持ち去る人が確認されました。
　これらの行為は罰則の対象となる可能性もありますので、ルールを守り、よ
り多くの方に利用していただけるよう、ご理解の程よろしくお願いします。

　「捨てればごみ、分ければ資源」、
資源回収ステーションを利用して、
限りある資源を有効に活用し、環境
に優しいまちづくりを目指しましょう。

飛騨市スポーツ施設整備
計画の策定について

お
知
ら
せ

　今後は、この計画に基づき整備を
進めると共に、優先度や必要性の検
討を要する事業については都度検討
していきます。また、パブリックコメン
トで寄せられたご意見は、今後の施策
の参考とさせていただきます。ご協力
ありがとうございました。
　なお、計画書は市ホームページでご
覧いただけます。

市では、スポーツ施設整備について計
画的かつ効果的・効率的に事業を実
施し、市民のスポーツ活動を支える良
好な環境を整えていくため、整備計画
について市民参画の委員会により検
討を重ね、委員会計画案に対するパブ
リックコメント（市民意見募集）を実
施し、２月に「飛騨市スポーツ施設整
備計画」を策定しました。

資源回収ステーションの利用状況について
お
知
ら
せ

資源回収ステーションの利用、市のリサイクル事業へのご協力ありがとうござい
ます。11月に開設した資源回収ステーションでは、1月末までに衣類1,918kg、ダ
ンボール1,938kg、新聞1,580kg、雑誌1,460kg、合計6,896kgもの資源ごみが回
収されました。

　４月からの利用者を募集しますので、野菜づくりに興味がある方、春から野
菜を育ててみませんか？ご希望される方は、下記申込先までご連絡ください。

【申込について】
■期　限　４月５日（金）

■申込先　飛騨市役所農林部農業振興課
　　　　　※なお、申込者多数の場合は、後日抽選会を開催します

【施設内容】
■所在地　古川町上町(増島保育園付近)…全28区画

■利用料　年間3,000円／１区画（約50㎡）　
　　　　　※途中契約でも同額です

■諸注意
　・栽培に必要な、農機具・資材・種苗・肥料等は、すべて借主負担となります
　・販売のための農作物を栽培することはできません
　・使用期間は４月１日～翌年３月31日までの１年間です
　・定期的な草刈りなどの管理が可能な方

市民農園利用者募集
募

　
　集

市では、土に親しみ花や野菜の栽培を楽しみたいという市民の方に、レクリエー
ション農園をお貸ししています。

農業振興課
0577-73-7466

場
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子育て応援課 0577-73-2458
岐阜県飛騨子ども相談センター 0577-32-0594

募

　
　集

市では家庭教育の充実を図るため、乳幼児（0 ～ 3 歳児）とその保護者を対象とした乳幼児学級を開催しています。
「子育てについて考える」「親と子のふれあい」「子育ての仲間づくり」を目的に地域ごとに学級を設け、親と子の育ちを応援しま

す。ぜひご参加ください。

■対象
　市内にお住まいの平成28年４月２日～平成31年４月１日中に生まれた乳幼児とその保護者
　※対象となる方には別途案内を送付します
■ 開催日時
　各学級とも５月～翌３月　毎月１回程度（年間10回）9：30～11：30まで
■申込期間
　４月１日（月）から４月19日（金）まで
■年会費
　1,000円（１学級・子ども１人とその保護者につき）

平成31年度　乳幼児学級生募集

募

　
　集

県では、さまざまな事情により親元を離れ生活している子どもたちを、保護者に代わって育ててくださる「里親」を広く募
集しています。

　子どもたちにとって、家庭的な環境の中で生活し大人になっていくことは最も大切なことです。その一環として、県内の児
童養護施設で生活し、夏期の帰省時に家庭の事情等で帰省できない子どもを、下記の期間に民間ボランティアの家庭にて
生活をさせていただく「施設入所児童ホームステイ事業」の受け入れボランティアを募集します。
　平成30年度においては、飛騨市では２家族の方が受け入れてくださいました。

■委託期間　８月３日（土）～５日（月）　
■申込方法　応募される方は、「ボランティア里親申込書」を記入の上、下記まで提出をお願いします。
　　　　　　※申込書が必要な方には郵送します
■申込期間　３月１日（金）～４月15日（月）
■決定　　
　決定者の方には、７月５日（金）までに
　県子ども相談センターからご連絡します。
■その他　
　事業の実施にあたって、１日程度の研修を受講いただきます。

「ボランティア里親」募集

古川乳幼児学級

○場所：ハートピア古川
★はいはい学級（０～１歳児クラス）
★すくすく学級（１～２歳児クラス）
★のびのび学級（２～３歳児クラス）

生涯学習課 0577-73-7495
子育て応援課 0577-73-2458（４月以降の問い合わせはこちら）

河合・宮川乳幼児学級

○場所：河合保育園
★サンさいキッズ
（０～３歳児までの合同クラス）

神岡乳幼児学級

○場所：神岡子育て支援センター
★よちよち学級（０～１歳児クラス）
★にこにこ学級（１～２歳児クラス）
★きらきら学級（２～３歳児クラス）
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岐阜県警察官Ａ採用試験について

飛騨警察署　 0577-73-0110（内線211）

募

　
　集

※試験資格
　年齢…昭和 59 年４月２日以降に生まれた方
　学歴…ＡⅠ：大学を卒業または 2019 年９月 30 日までに卒業見込み
　　　　ＡⅡ：大学を卒業または 2020 年３月 31 日までに卒業見込み
※採用試験申込書は、飛騨警察署または神岡警部交番で配布します
　（岐阜県公式ホームページからダウンロードした「申込書」の使用も可能です）
※採用試験申込書は、受付期間中に申込書を岐阜県警察本部まで持参
　（平日の 8：30 から 17：15 までの間）
　または郵送（郵便追跡が可能な特定記録または簡易書留）で受け付けています
※詳しくは、飛騨警察署（警務課）までお問い合わせください

市営住宅入居者募集について
募

　
　集

・都市整備課
・神岡振興事務所（基盤環境水道係）

0577-73-0153
0578-82-2254

※１RC造…鉄筋コンクリート造
※　入居資格について、所得等の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください
※　個人番号の記載箇所があるため郵送での受付ができません
　　都市整備課または各振興事務所（基盤環境水道係）まで直接ご提出ください

■敷　　金　家賃の３ヵ月分
■申込期間　３/22(金)～３/29(金)　■入居予定日　５/１(水)

試験区分 採用予定人員 受付期間 第１次試験 第２次試験 最終合格日 採用予定日

AⅠ（大卒男性） 10 人程度

AⅠ（大卒女性） ５人 程度

AⅡ（大卒男性） 65 人程度

AⅡ（大卒女性） 10 人程度

３月13日（水）

４月10日（水）

５月12日（日）
岐阜市

５月下旬
から

６月下旬
７月中旬

2019年
10月１日

2019年
４月１日

から

公募住宅 諏訪田団地
A棟 新栄町団地 サンアルプ

B棟
サンアルプ

G棟
大和団地

2号棟 打保住宅 森茂住宅

種類 特公賃 特公賃 公営 公営 公営 特定 特定
募集戸数 (世帯用)4戸 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (単身用)1戸 (単身用)3戸
所在地 古川町杉崎 古川町新栄町 神岡町殿 神岡町殿 神岡町船津 宮川町打保 神岡町森茂

構造・規模 
※1 RC5階建 RC造3階建 RC造6階建 木造2階建 RC造4階建 木造2階建 木造2階建

間取り 2LDK
3LDK 3DK 3DK 2DK 3DK 2DK 1K

家賃
入居者の所得に応じて決定

共益費、駐車場使用料別途 共益費別途
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ハローワーク出張相談
相

　
　談

市内において、ハローワークの相談員
による職業相談窓口を開設します。
お気軽にお問い合わせください。

■相談内容
・求人情報の提供
・就職に関する相談
・職業紹介
・シルバー人材センターに関する相談
■日時　４/17（水）　11：00～15：00
■場所　古川町公民館（総合会館）

岐阜県若者サポートステーション
　 058-216-0125

・予約先

相

　
　談

就活に踏み出せない、うまくいかない
理由はなんだろうとお悩みの方のサ
ポートを行っています。一人一人の状態
に合わせた相談と専門的な支援が受
けられるよう、必要に応じて適切な支
援機関や団体等も紹介します。
お気軽にお問い合わせください。
※支援対象者は15歳以上39歳以下の
　ニート状態の若年者とその保護者
※出張相談を希望される方は
　ご相談ください
■日程　毎週水曜日
■時間　13：00～16：00
■場所　古川町公民館（総合会館）
※１組50分、予約制です
　下記の予約先へご連絡ください

若者を対象とした就労相談

岐阜県行政書士会
058-263-6580

■日時　４/10（水）　13：00～16：00
■場所　神岡振興事務所
※予約優先のため、ご相談を希望さ
　れる方は事前にご連絡ください

行政書士による
無料相談

行政書士が相続・遺言手続から各種
許認可や権利義務関係手続などの相
談を受け付けます。

相

　
　談

ハローワーク高山
0577-32-1144

古川会場　市民保健課（市役所）　

飛騨市シルバー人材センター
0577-73-7386

相

　
　談

障がいのある方を対象
としたパソコン相談会

身体の不自由な方を対象としたパソコ
ン相談会です。

文章入力などの基本的な指導や、視
覚や肢体の障がいに応じた入力支援
機器の相談を受け付けます。ご気軽に
ご利用ください。
また、外出が困難な重度障がいの方
は訪問で対応できる場合があります
ので、お問い合わせください。

■神岡町ふれあいセンター
　３/23（土）13：00～15：00
　　　　　（受付は14：00まで）

福祉メディアステーション飛騨ブランチ
0577-34-1316

福祉メディアステーション飛騨ブランチ

神岡窓口
0578-82-1456

飛騨市地域包括支援センター
認知症地域支援推進員
0577-73-6233

などのご相談を、認知症地域支援推
進員が受け、ご本人やご家族、地域の
方が安心して生活できるようにお手
伝いします。ぜひ、お気軽にご相談く
ださい。
神岡会場
■日時　４/11（木）9：30～11：30
■場所　神岡町公民館
古川会場
■日時　４/25（木）9：00～12：00
■場所　ハートピア古川

「もの忘れ相談窓口」
のお知らせ

毎月１回「もの忘れ相談窓口」を開設し
ます。
「最近ちょっと物忘れをするような気がするけ
れど、認知症かしら？」
「ご飯を食べたばかりなのに、何度もご飯を食
べたいと言うけれどどう対応したらいいの？」
「近所の人が認知症ではないかと思うけれど、
どう対応したらいいの？」
「認知症の人の介護について教えてほしい」
「地域で認知症について話をしてほしい」

相

　
　談

から
４月15日（金）

一般向けのオススメ

児童向けのオススメ

図 書 館 に お い で よ

新着図書ピックアップ

　受験戦争はらくらく通過、就職活動は
売り手市場。苦労知らずで、おめでたく
50代になっても後輩気分。愛すべきバブ
ル世代に切り込む、自虐的（？）新・世代
論。メディア、ファッション、名付け、ITな
ど、世代代表・酒井順子が見る、バブル
世代の功罪とは。

酒井　順子／著　KADOKAWA

アニータ・ガネリ／著　三省堂

　「ビッグバン」「恒星」「内太陽系」
「外太陽系」「宇宙には、ほかになにが
あるのか？」「宇宙地図をつくる」の６章
構成。宇宙の始まりから、最新の宇宙開
発技術まで、30のテーマを30秒で解説。
同シリーズ「発明」「人体」「地球」も新
刊で入ります。

『世界の子どもの？に答える
　　　　30秒でわかる宇宙』

飛騨市図書館
0577-73-5600
http://hida-lib.jp

『駄目な世代』


