
場
版ドイワ

広の報情

６

お
知
ら
せ
小さなまちづくり応援事業　市民によるコンペ審査会2019が開催されました！　

地域振興課 0577-62-8904

３月15日に古川町公民館にて、「飛騨市小さなまちづくり応援事業　市民によるコンペ審査会2019」が行われました。こ
の事業は、市内を中心として活動を行う団体等を対象に、市民自らが行う「元気であんきな誇りの持てるふるさと飛騨市」
を目指すまちづくり事業プランを公募し、市民による審査によって、市が助成金を交付する制度です。
どんな小さなまちづくりでも応募可能で、多くの市民に各団体のまちづくり活動を知っていただき、その活動が飛騨市全
体に波及することを期待し、今回で６回目の開催となりました。

▲プレゼン発表の様子 ▲市民の皆さんによる投票の様子 ▲企業賞を受け取った団体

※飛騨市金融協会賞：飛騨農業協同組合、(株)十六銀行、飛騨信用組合、高山信用金庫、(株)富山第一銀行
※三井金属神岡地区企業集団賞：神岡鉱業(株)、神岡部品工業(株)、三井金属エンジニアリング(株)、(株)ユアソフト

応募団体一覧

【種まき部門】
団体名および事業名 企業賞
飛騨日本みつばちの会
日本みつばちの里づくり

飛騨市金融協会賞・
（株）洞口賞・アルプス薬品工業（株）賞

Studiotoshi＋Ｒ
「ひだ」で連続ドラマを撮ろう！（2020 年新春ドラマ）

ＫＡＳＨＩＷＡ賞（柏木工(株)古川工場）・（有）かんや賞・
（株）洞口賞・アルプス薬品工業（株）賞

飛騨古川音楽文化協会
音楽・彫刻・コンテンポラリーダンス

三井金属神岡企業集団賞・
（株）洞口賞・アルプス薬品工業（株）賞

【若葉部門】
団体名および事業名 企業賞
TLSL 実行委員会
飛騨・神岡短歌コンクール「女神に贈るラブレター」

やんちゃ酒賞（（有）蒲酒造場）・
（株）洞口賞・アルプス薬品工業（株）賞

カミオカロボット応援会
第３回、第４回カミオカロボットバトル

やんちゃ酒賞（（有）蒲酒造場）・
（株）洞口賞・アルプス薬品工業（株）賞

Earth as Mother　岐阜エリア
オーガニック寺子屋でコミュニティ創りを進めよう！

飛騨市金融協会賞
（株）洞口賞・アルプス薬品工業（株）賞

【花盛り部門（一次審査のみ）】
団体名および事業名 企業賞
つるしかざり研究会
市民・子供たちに伝える福こい飾り （株）洞口賞・アルプス薬品工業（株）賞
一般社団法人　飛騨古川青年会議所
ひだのはたらく車展 （株）洞口賞・アルプス薬品工業（株）賞
古紫の会
大寄せの茶会 （株）洞口賞・アルプス薬品工業（株）賞
みやがわ親雪まつり実行委員会
みやがわ親雪まつり （株）洞口賞・アルプス薬品工業（株）賞
やってみよう展実行委員会
第 14 回子どもぞうきんコンテスト （株）洞口賞・アルプス薬品工業（株）賞
弐番町ゆめ倶楽部
ぼんぼりゆめ街道 （株）洞口賞・アルプス薬品工業（株）賞



〇医療関係
業務内容 開庁日程 問合先

診療業務 
　 9：00～12：00 
　14：00～17：00

５月２日㈭
8：00～17：15

飛騨市民病院　 
℡0578-82-1150

診療業務 
　 8：30～12：00 
　14：00～16：30

５月２日㈭
8：30～17：15

河合診療所　 
℡0577-65-2020

診療業務 
　 9：00～12：00

５月２日㈭ 
8：30～17：15

宮川診療所　 
℡0577-63-2009

診療業務 
　13：30～16：30

５月２日㈭ 
8：30～17：15

杉原診療所　 
℡0577-62-3006 
宮川診療所　 
℡0577-63-2009

〇ごみ処理関係
業務内容 開庁日程 問合先

可燃ごみの受け入れ

４月29日㈪ 
　　30日㈫ 
５月 2日㈭ 
　　 3日㈮ 
　　 6日㈪ 
8：30～15：30

飛騨市クリーンセンター 
℡0577-75-3069

不燃ごみ 
粗大ごみの受け入れ

５月 5日㈰ 
8：30～15：30

飛騨市クリーンセンター 
℡0577-75-2121

※ごみ収集指定場所における袋収集などは、各家庭に配布し
ております「保健衛生カレンダー」に掲載した内容どおりに実
施します

〇公民館関係
業務内容 開館日程 問合先

施設の利用 
※予約受付

４月27日㈯ 
　　28日㈰ 
8：30～22：00

古川町公民館　 
℡0577-73-6115 
千代の松原公民館　 
℡0577-73-2715 
神岡町公民館　 
℡0578-82-1271 
河合町公民館　 
℡0577-65-2221 
宮川町公民館　 
℡0577-63-2311

〇文化施設関係
業務内容 開館日程 問合先

本の閲覧・貸し出し

４月27日㈯～５月６日㈪ 
9：00～19：00 

（火～土、祝日） 
（日曜日が祝日の場合17：00）

飛騨市図書館 
℡0577-73-5600

４月27日㈯～５月６日㈪ 
9：00～20：00 

（火～土、祝日） 
（日曜日が祝日の場合17：00）

神岡図書館　 
℡0578-82-1764

〇住民異動関係
業務内容 開庁日程 問合先

窓口開設（本庁舎のみ） 
・転入、転出、転居届等住民票の異動 
・戸籍関係届 
・住民票、戸籍関係証明書の交付 
・印鑑登録と印鑑証明書の交付

５月３日㈮ 
本庁舎のみ 
8：30～17：15

市民保健課　 
℡0577-73-7464

※５月１日㈬、２日㈭は、住民票・印鑑登録証明書の休日発行ができません 
※出生届・死亡届・婚姻届等戸籍関係届は、連休中も本庁・各振興事務所で受付　
　ます 
※パスポートの申請・交付とマイナンバーカードの交付はできません 
※マイナンバーカードによる転入届はできません

〇子育て支援関係
業務内容 開場日程 問合先

休日保育
４月28日㈰～５月６日㈪
※要予約（既に保育園を利用さ
れている保護者の方が対象）

宮城保育園　 
℡0577-73-2015 
子育て応援課　 
℡0577-73-2458

放課後児童クラブ
４月30日㈫ 
５月 2日㈭ 
8：30～17：30

学校教育課　 
℡0577-73-7494

〇スポーツ施設関係
業務内容 開場日程 問合先

施設の利用

４月27日㈯～29日㈪ 
５月 １日㈬～６日㈪ 
6：00～22：00

杉崎公園グラウンドについては
古川町公民館へ　 
℡0577-73-6115 
※古川町公民館の閉館時 
飛騨市役所　 
℡0577-73-2111

４月27日㈯ 
　　28日㈰ 
４月30日㈫～５月５日㈰ 
8：30～22：00

桜ヶ丘体育館 
サンビレッジ神岡については
桜ヶ丘体育館へ 
℡0578-82-0240

※予約は４月26日㈮までです、学校体育施設は学校行事がある場合は利用できません 
【指定管理施設への問合せ】 
※古川トレーニングセンター：0577-73-6147 
※森林公園、サン・スポーツランドふるかわ：0577-73-2901 
※黒内屋内運動場：0577-75-3111（桃源郷温泉すぱーふる）または0577-75-3311（ホテル季古里） 
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10連休に伴う市役所業務の対応について

４月 27 日（土）から５月６日（月）までの 10 連休に対応するため、次のように行政サービスを行います。市民の皆さまには、ご
理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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予防接種のお知らせ

古川町保健センター 0577-73-2948

古川町保健センター 0577-73-2948

お
知
ら
せ

■特例対象者　平成11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）

■申請方法　医療機関に予約後に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

①日本脳炎の予防接種について
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お子さんは、医療機関に予約後、接種をしてください。

精神保健講演会の開催
お
知
ら
せ

テーマ「ひきこもりの理解と対応」　講師：須田病院　副院長　廣瀬　靖雄先生
■日時　５/22（水）13:30～14:30　■場所　古川町公民館（総合会館）

ひきこもりは、「怠けている」わけでも、「甘えている」わけでもありません。ひきこもっているご自身もその現状に苦し
んでいらっしゃるのではないでしょうか。また、ご家族もご本人にどう接していけばよいのか悩んでいらっしゃるので
はないでしょうか。誰にでも話せることではない、相談するところがわからないという方のお力になればと、講演会を
計画しました。ご家族の方はもちろん、相談を受ける機会がある方などぜひご参加ください。

②任意予防接種について
市では、下記の任意予防接種に対して助成を行います。

日本脳炎の標準的な接種スケジュール
標準的な接種年齢 間　隔 回数

１期初回 ３歳 ６～ 28 日までの間隔 ２回
１期追加 ４歳 初回接種（２回）終了後おおむね１年おく １回

２期 ９歳 １期追加終了６日以上あけて（おおむね５年おくのが望ましい） １回

ロタウイルス おたふくかぜ 風しん

対象年齢
 生後６週～ 32 週 

（ワクチンによって
異なります）

 満１歳以上
中学３年生まで

①風しん抗体検査において、抗体価が基準値以下の妊娠を希望
する女性
②妊婦（風しん抗体検査において、抗体価が基準値以下）の夫
及び同居人で風しん抗体価が基準値以下の方
③平成２年４月１日以前に生まれた方で風しん抗体価が基準値
以下の方
※定期予防接種対象者を除く

助成回数 ２回 １回 １回
助成限度額 １回　7,000 円 2,700 円 8,000 円

申請時の持ち物 ○母子健康手帳
○印鑑

○母子健康手帳
○印鑑  

○免許証等、接種者本人について確認できるもの
○印鑑
○風しん抗体検査の結果がわかるもの
○妊婦の夫または同居人の場合は、妊婦の抗体検査の結果がわ
かるもの（胎児の母子健康手帳等）
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商工課 0577-62-8901

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　５/22（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（５/１・８は休止）
■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

ハローワーク高山
0577-32-1144
飛騨市シルバー人材センター
0577-73-7386

相

　
　談

飛騨市ビジネスサポート
センターの開設

市では、４月より新たな経営相談窓口
として、飛騨市ビジネスサポートセン
ターを開設します。売上拡大、販路拡
大、経営改善など、経営上のあらゆる
お悩みの相談に対応します。ぜひご活
用ください。

■会場　古川町商工会研修室
■日時　４/24（水）、25（木）
　　　　５/９（木）、10（金）
　　　　10：00～17：00（要予約）
　　　　※12：00～13：00は除く

また、よろず支援拠点と連携した「経
営相談窓口」を再開します。

■会場　神岡商工会議所相談室
■日時　毎月第３水曜日
　　　　13：00～17：00

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　５/９（木）9：30～11：30
■場所　神岡町公民館
古川会場
■日時　５/23（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

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

　ウルトラマンはなぜ空を飛べるのだ
ろう？など想像の世界を科学的に検証
した「空想科学読本」最新刊！
科学は、常に空想に追いつこうとし、空
想は科学に追いつかれそうになるとさ
らに大きく逞しく広がってきました。そ
の繰り返しを検証する夢が無いような、
あるような1冊。

柳田　理科雄／著 KADOKAWA

かわにし　よしと／作・絵 鈴木出版

　真っ黒の黒い国で目立たなかった黒
ねこさん。白い国にやってきて散歩して
いると、においで白ねずみさんを見つけ
た！白ねずみさんはびっくりして緑の国
へ…。
　たくさんの色にあふれた絵本です。

『いろいろくにのいろいろさん』

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

『空想科学読本17』
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狂犬病予防集合注射の日程について

・各振興事務所（環境係）
・環境課 0577-73-7482

■案内ハガキを必ず持参して下さい
　（４月下旬頃に発送します）
■糞は必ず持ち帰りましょう
■どこの場所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

■注射料金について
　（お釣りがいらないようにご協力お願いします。）
　　　（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必要になります。）

宮川・河合地区
実施日 時　間 場　所

５月12日 
（日） 

9:00 ～ 9:05 杉原診療所
9:10 ～ 9:15 祢宜ヶ沢上公民館
9:20 ～ 9:25 桑野バス停
9:30 ～ 9:35 戸谷バス停
9:40 ～ 9:45 平成橋　塩屋側
9:50 ～ 9:55 打保防災庫

10:10 ～ 10:20 西忍　宮川町老人福祉センター
10:25 ～ 10:35 宮川振興事務所
10:45 ～ 10:55 大無雁ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ
11:00 ～ 11:10 河合振興事務所
11:15 ～ 11:20 上村集会場
11:25 ～ 11:35 羽根高齢者活動

生活支援促進機械施設
11:45 ～ 11:50 元田体育館
13:10 ～ 13:15 芦谷バス停
13:20 ～ 13:25 地場産品施設（桂上）
13:30 ～ 13:35 寺村橋　広場
13:40 ～ 13:45 花の木公園
13:50 ～ 14:00 稲越多目的研修センター

古川地区
実施日 時　間 場　所

５月13日
（月）

9:00 ～ 9:15 袈裟丸研修センター
9:30 ～ 9:40 数河緑地管理センター
9:50 ～ 10:00 末高研修センター

10:10 ～ 10:30 杉崎センター
10:35 ～ 10:45 太江農業センター
10:55 ～ 11:05 谷研修センター
11:10 ～ 11:20 五ヶ村研修センター
11:25 ～ 11:35 黒内研修センター
11:40 ～ 11:50 下野研修センター

５月14日
（火）
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10:40 ～ 10:50 上野公民館
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神岡地区
実施日 時　間 場　所

５月16日 
（木）
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11:25 ～ 11:35 老人保健施設たかはら入口付近
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8:55 ～ 9:00 柏原パーキング
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予備日
５月19日 
（日）

9:00 ～ 9:45 神岡振興事務所
10:30 ～ 11:15 飛騨市役所
法律で義務づけられています。

「犬の登録と注射」
　狂犬病は人と動物に共通する感染症で、発症するとほぼ
100％死にいたる恐ろしい病気です。世界では狂犬病により
毎年３～５万人が死亡しています。
　そのため、狂犬病予防法により、飼い主には犬の登録と、
毎年４月～６月に予防注射が義務づけられています。
　※法律違反の場合、罰則が適用されます
　※動物病院でも登録と予防注射を受けることができます
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税務課
0577-73-3742

市民保健課（市役所）
0577-73-7464

地域包括ケア課
0577-73-6233

高山労働基準監督署
0577-32-1180

軽自動車税の納付について
お
知
ら
せ

口座振替の方は残高の確認を、納付
書の方は納期限までに納めてくださ
い。

■納税証明書の発行について
口座振替の方は、入金確認後５月下
旬に車検用納税証明書（はがき）をお
届けします。
また、納付書で納付された方は、領収
書が納税証明書になりますので、大
切に保管してください。

軽自動車税の納付期限は
５月７日（火）です。

交通遺児
0577-73-7461総務課

犯罪被害遺児
0577-73-6233地域包括ケア課

お
知
ら
せ

■対象者
　５月５日現在、岐阜県内に居住され
ており、交通事故または犯罪被害に
より、それまで生計をともにしていた
父または母をなくされた方で、義務
教育終了までの方および高等学校在
学中で満20歳未満の方。

■激励金の額（１人あたり）
　幼児および小学生　15,000円
　中学生　　　　　　20,000円
　高校生等　　　　　25,000円
※申請時から高等学校在学中
　（20歳未満）まで支給されます

県では、毎年５月５日の「こどもの日
」に合わせて、交通遺児または犯罪
被害遺児の方に激励金をお贈りして
います。該当される方は下記までご連
絡ください。

印鑑登録証明書等の性別
欄削除のお知らせ

お
知
ら
せ

※住民票の写しについては、住民基
本台帳法の規定により、性別を省略
することはできません。

性の多様性に配慮のため、平成31年
4月1 日から印鑑登録証明書の性別
欄を削除しました。
また、住民票記載事項証明書につい
ては、希望により性別の記載を省略す
ることができます。記載が不要な場
合はその旨窓口にお伝えください。

市民保健課（市役所）
0577-73-7464

総合政策課
0577-73-6558

国民健康保険における
届出について

お
知
ら
せ

〈加入の届出が遅れると…〉
保険料は、加入の届出をした月からで
はなく、資格を得た月の分から納める
ので、資格を得た月まで遡って保険料
を納めなければなりません。（遡及賦
課）

〈喪失の届出が遅れると…〉
保険証が手元にあるため、うっかりそ
れを使って医療機関等を受診してし
まった場合は、国保が負担した医療
費はあとで返していただかなければ
なりません。

国民健康保険に加入（職場の健康保
険などをやめたとき等）・喪失（職場
の健康保険などに加入したとき等）を
するときには 14 日以内に届出が必
要です。

岐阜県の補助金を
活用しました

お
知
ら
せ

・飛騨市･新港郷友好提携一周年記
　念交流事業
・ドラマを活用した移住促進事業
・市内企業の魅力発信事業
・子育て環境向上;眼科検診体制推
　進事業

　補助金はおおよそ２分の１の交付
を受けました。
　今後も魅力ある環境整備を進めて
まいります。

平成30年度岐阜県清流の国ぎふ推
進補助金を活用して次の事業を実施
しました。

働き方改革関連法が
施行されています

お
知
ら
せ

「働き方改革関連法」が本年４月１日
以降順次施行されており、年次有給
休暇の年５日間の取得義務、時間外
労働の上限規制等への対応が必要と
なります。リーフレット等は厚生労働
省のホームページ内「「働き方改革」の
実現に向けて」のコーナーに掲載され
ています。

交通遺児・犯罪被害遺児
激励金支給事業について

お
知
ら
せ

■支給対象者
　70歳以上の平成31年４月１日以
降に自ら運転免許を返納された方

■支給内容
　返納から３年間、いきいき券を毎
年１冊（4,500円分）支給

■申請方法等
　公安委員会が発行する「運転経歴
証明書」または「申請による運転免許
取消通知書」を提示し、ハートピア古
川もしくは各振興事務所で申請くだ
さい。

全国的に高齢者の交通事故が増えて
いる中、飛騨市でも運転免許を自主
返納される高齢者が増えています。そ
こで市では、運転免許を自主返納さ
れる高齢者の移動支援を目的とし、
運転免許を自主返納された方に、タ
クシーやひだまるなどを利用できる
「いきいき券」を３年間支給します。

運転免許自主返納者への
支援が始まります
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飛騨市美術館
0577-73-3288 古川町保健センター 0577-73-2948

対象者の方には、名前入りの『成人用肺炎球菌ワクチン予防接種予診票』（紫色）
をお送りしました。個人負担金は2,700円、使用期限は来年３月31日までです。

※今年度に限り、大正8年4月1日以前に生まれた方（満100歳以上の方）も対象となります

　前回（平成26年度）に紫色の予診票を使用し接種された方、今までに飛騨市の
助成券（白色）を使用し接種された方は対象ではありません。
　今までに自費で接種された方は、古川町保健センターにお問い合わせくださ
い。
※前回の接種から５年以上経過していないと、自費での接種もできませんので
　お気を付けください

お
知
ら
せ

■日時　４/27（土）～６/23（日）　　
　　　　9:00～17:00（入場16:30まで）
■会場　飛騨市美術館
■休館日
　月曜日（祝日の場合は翌平日）
■入場料　
　一般200円（高校生以下無料）

【関連イベント】
スペシャルトーク

「飛騨は絵の故郷 徳永富士子を語る」
　夏目　重之氏（同展実行委員長）
　廣江　泰孝氏（岐阜県美術館学芸員）
■日時　４/28（日）　14:00～
■会場　飛騨市美術館
■料金　無料（入館料必要）
※事前申込不要

戦後飛騨の洋画界先導者「徳永富士
子展」を下記のとおり開催します。皆
さまぜひ会場にお越しください。

飛騨市美術館企画展
『徳永富士子展』 平成31年度 成人用肺炎球菌ワクチン予防接種

お
知
ら
せ

国では、平成26年度から30年度まで５年間の経過措置で、成人用肺炎球菌ワ
クチン予防接種をすすめてきましたが、この度さらに5年間延長になりました。

①対象者

②注意事項

65歳 昭和29年４月２日生～昭和30年４月１日生
70歳 昭和24年４月２日生～昭和25年４月１日生
75歳 昭和19年４月２日生～昭和20年４月１日生
80歳 昭和14年４月２日生～昭和15年４月１日生
85歳 昭和 ９年４月２日生～昭和10年４月１日生
90歳 昭和0４年４月２日生～昭和 ５年４月１日生
95歳 大正13年４月２日生～大正14年４月１日生

100歳 大正 ８年４月２日生～大正 ９年４月１日生

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　４/19(金)～４/26(金)　■入居予定日　６/１(土)

公募住宅 諏訪田団地
A棟 杉崎団地 サンアルプ

A棟
サンアルプ
B 棟

サンアルプ
G棟 昭和町団地 打保住宅 森茂住宅

種類 特公賃 公営 特公賃 公営 公営 地優賃 特定 特定

募集戸数 (世帯用)
2戸

(世帯用)
1戸

(世帯用)
1戸

(世帯用)
2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 古川町杉崎 神岡町殿 神岡町殿 神岡町殿 神岡町殿 宮川町打保 神岡町森茂

構造・規模 ※1 RC
5 階建

S 造
2 階建

RC
造 6 階建

RC
造 6 階建

木造
2 階建

木造
2 階建

木造
2 階建

木造
2 階建

間取り 2LDK 3LDK 3LDK 3DK 2DK 2DK 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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お
知
ら
せ
狂犬病予防集合注射の日程について

・各振興事務所（環境係）
・環境課 0577-73-7482

■案内ハガキを必ず持参して下さい
　（４月下旬頃に発送します）
■糞は必ず持ち帰りましょう
■どこの場所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

■注射料金について
　（お釣りがいらないようにご協力お願いします。）
　　　（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必要になります。）

宮川・河合地区
実施日 時　間 場　所

５月12日 
（日） 

9:00 ～ 9:05 杉原診療所
9:10 ～ 9:15 祢宜ヶ沢上公民館
9:20 ～ 9:25 桑野バス停
9:30 ～ 9:35 戸谷バス停
9:40 ～ 9:45 平成橋　塩屋側
9:50 ～ 9:55 打保防災庫

10:10 ～ 10:20 西忍　宮川町老人福祉センター
10:25 ～ 10:35 宮川振興事務所
10:45 ～ 10:55 大無雁ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ
11:00 ～ 11:10 河合振興事務所
11:15 ～ 11:20 上村集会場
11:25 ～ 11:35 羽根高齢者活動

生活支援促進機械施設
11:45 ～ 11:50 元田体育館
13:10 ～ 13:15 芦谷バス停
13:20 ～ 13:25 地場産品施設（桂上）
13:30 ～ 13:35 寺村橋　広場
13:40 ～ 13:45 花の木公園
13:50 ～ 14:00 稲越多目的研修センター

古川地区
実施日 時　間 場　所

５月13日
（月）

9:00 ～ 9:15 袈裟丸研修センター
9:30 ～ 9:40 数河緑地管理センター
9:50 ～ 10:00 末高研修センター

10:10 ～ 10:30 杉崎センター
10:35 ～ 10:45 太江農業センター
10:55 ～ 11:05 谷研修センター
11:10 ～ 11:20 五ヶ村研修センター
11:25 ～ 11:35 黒内研修センター
11:40 ～ 11:50 下野研修センター

５月14日
（火）

9:00 ～ 9:15 栗原センター
9:20 ～ 9:35 朱雀会館
9:45 ～ 9:50 高野公民館
9:55 ～ 10:00 平岩公民館

10:05 ～ 10:10 畦畑公民館
10:25 ～ 10:35 中野公民館（玄関側）
10:40 ～ 10:50 上野公民館
11:00 ～ 11:10 トレーニングセンター
11:15 ～ 11:25 上気多公民館
11:30 ～ 11:50 飛騨市役所

神岡地区
実施日 時　間 場　所

５月16日 
（木）

8:30 ～ 8:35 和佐保神社
9:05 ～ 9:10 森茂農協
9:15 ～ 9:25 森茂上バス停
9:30 ～ 9:35 岩井谷バス停
9:45 ～ 9:50 下之本多目的集会所

10:00 ～ 10:05 和佐府　神明神社
11:00 ～ 11:15 麻生野公民館
11:25 ～ 11:35 老人保健施設たかはら入口付近
11:40 ～ 11:55 桜ヶ丘体育館
13:00 ～ 13:15 上村コミュニティー
13:20 ～ 13:30 吉田公民館
14:10 ～ 14:15 谷中山公民館
14:20 ～ 14:25 横山旧ドライブイン
14:30 ～ 14:35 東茂住　金龍寺
14:45 ～ 14:50 西漆山　正眼寺

５月17日 
（金）

8:55 ～ 9:00 柏原パーキング
9:10 ～ 9:25 旧山田小学校
9:35 ～ 9:45 寺林公民館

10:00 ～ 10:15 西野町いこいの広場
10:25 ～ 10:40 蟻川児童公園
10:45 ～ 11:00 飛騨市神岡消防署裏
11:05 ～ 11:30 神岡振興事務所

予備日
５月19日 
（日）

9:00 ～ 9:45 神岡振興事務所
10:30 ～ 11:15 飛騨市役所
法律で義務づけられています。

「犬の登録と注射」
　狂犬病は人と動物に共通する感染症で、発症するとほぼ
100％死にいたる恐ろしい病気です。世界では狂犬病により
毎年３～５万人が死亡しています。
　そのため、狂犬病予防法により、飼い主には犬の登録と、
毎年４月～６月に予防注射が義務づけられています。
　※法律違反の場合、罰則が適用されます
　※動物病院でも登録と予防注射を受けることができます

■ミズベリングとは
　水辺の賑わいを取り戻すため、全国
の河川を対象に新しい水辺活用のし
くみをつくり、地域活性化の動きを広
げていくプロジェクトです。
■事業の期間
　契約締結日から2021年３月31日
■事業対象区間
　高原川（藤波橋～神岡消防署横付
近の約１kmの区間）
■受付期間
　４/15（月）～４/26（金）

詳しくは市ホームページをご覧いた
だくか、下記までお問い合わせくださ
い。

わか
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神岡振興事務所
0578-82-2250

岐阜県ひとり親家庭等就業自立支援センター
058-268-2569

飛騨市高原川ミズベリング
事業の施設便用者募集

市では平成30年に高原川の一部が
「都市・地域再生等利用区域」に指
定され、民間事業者等による営利活
動が可能となったことを受け、高原川
の水辺のにぎわいを復活させるた
め、オープンカフェや交流イベントな
ど、企画・運営等のマネジメントを行
う事業者を募集します。

募

　
　集

■募集講座
①介護職員初任者研修
②介護福祉士実務者研修
③介護福祉士国家試験対策講座
④医療事務・調剤
⑤パソコン講座
⑥簿記講座
※定員に満たない場合は、開校され
　ない場合があります
■場所
　県内の各所
■応募資格
　県内にお住まいのひとり親の方
■受講料金
　無料（ただし、教材費や受講に必要
　な経費は自己負担）
■募集期間
　４/23（火）～５/20（月）

ひとり親の方を対象とした
就業支援講習会

ひとり親の方を対象とした就業支援
講習会の受講者を募集します。

募

　
　集

■講座名
　手話奉仕員基礎課程（全15回）
■開講日
　５/29～９/11（毎週水曜日）
　 9：00～12：00
■申込締切　５/８（水）
■費用　受講料は無料
　　　　※テキスト代別途負担

手話奉仕員養成講座
（基礎課程）受講者募集

手話に関する知識を深めませんか？
聴覚障がい者とのコミュニケーション
がより豊かになります。手話奉仕員養
成講座を以下の日程で開講します。

募

　
　集

岐阜県行政書士会
058-263-6580

■日時　５/８（水）　13：00～16：00
■会場　飛騨市役所
※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

生ごみを可燃ごみ（黄色い袋）として
出せば、そのまま焼却されますが、
『ＥＭぼかし』を混ぜることで、堆肥
としてリサイクルすることができます。
『ＥＭぼかし』で家計にも環境にも優
しいエコライフを送りましょう。

○ＥＭぼかしってなに？
　ＥＭぼかしとは、生ごみを肥料にか
える微生物の集まり（有用微生物群＝
ＥＭ菌）をモミガラや糖蜜、米ぬかなど
と混ぜ醗酵させたものです。
○どのように使うの？
　生ごみにＥＭぼかしを混ぜ専用容器
に密閉しておくと、発酵し、堆肥になり
ます。この堆肥は、畑やプランター等
に使用してください。
○ＥＭぼかしはどこでもらえるの？
　ＥＭぼかしは環境課または各町の振
興事務所にて配布しており、希望者に
は１世帯につき、２か月に１回、２kgの
無料配布を行っています。

　希望される方は、環境課または各振
興事務所（基盤環境水道係）までご連
絡ください。

お
知
ら
せ
生ごみの減量化について

平成31年４月１日から市の直営施設
として管理者が変わりました。
また、多くの方にご利用いただける施
設としてバラ園の入園料が無料とな
りました。

お
知
ら
せ

４月から香愛ローズガーデンの
入園料が無料になります

環境課 0577-73-7482

河合振興事務所
0577-65-2383

障がい福祉課
0577-73-7483
0577-73-7295

子育て応援課
0577-73-2458
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商工課 0577-62-8901

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　５/22（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（５/１・８は休止）
■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

ハローワーク高山
0577-32-1144
飛騨市シルバー人材センター
0577-73-7386

相

　
　談

飛騨市ビジネスサポート
センターの開設

市では、４月より新たな経営相談窓口
として、飛騨市ビジネスサポートセン
ターを開設します。売上拡大、販路拡
大、経営改善など、経営上のあらゆる
お悩みの相談に対応します。ぜひご活
用ください。

■会場　古川町商工会研修室
■日時　４/24（水）、25（木）
　　　　５/９（木）、10（金）
　　　　10：00～17：00（要予約）
　　　　※12：00～13：00は除く

また、よろず支援拠点と連携した「経
営相談窓口」を再開します。

■会場　神岡商工会議所相談室
■日時　毎月第３水曜日
　　　　13：00～17：00

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　５/９（木）9：30～11：30
■場所　神岡町公民館
古川会場
■日時　５/23（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

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

　ウルトラマンはなぜ空を飛べるのだ
ろう？など想像の世界を科学的に検証
した「空想科学読本」最新刊！
科学は、常に空想に追いつこうとし、空
想は科学に追いつかれそうになるとさ
らに大きく逞しく広がってきました。そ
の繰り返しを検証する夢が無いような、
あるような1冊。

柳田　理科雄／著 KADOKAWA

かわにし　よしと／作・絵 鈴木出版

　真っ黒の黒い国で目立たなかった黒
ねこさん。白い国にやってきて散歩して
いると、においで白ねずみさんを見つけ
た！白ねずみさんはびっくりして緑の国
へ…。
　たくさんの色にあふれた絵本です。

『いろいろくにのいろいろさん』

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

『空想科学読本17』


