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2019年度職員採用試験
お
知
ら
せ

2020年４月１日採用では、第１次募集で民間経験者を対象とした採用枠『ふるさと枠』（年齢上限撤廃）、第２次募集で公
務員経験者を対象とした採用枠『公務員経験枠』（年齢上限撤廃）の２つの特別採用枠を設けています。
飛騨地域出身でＵターンをお考えの方、飛騨市に興味がありＩターンをお考えの方など大歓迎です。市外にお住まいのご家
族やご友人の方々にもぜひお知らせください。

■申込期限　６/10（月）（17：15必着）※ホームページからの申込、郵送、直接提出とも同じ
■試 験 日　第１次試験　７/28日（日）　会場：県立加納高校 または 飛騨市役所（いずれかで受験できます）
　　　　　　第２次試験　８/25日（日）　会場：飛騨市役所

※試験問題が大学又は短大卒業程度という意味であり、受験資格に学歴は一切関係ありません
（※注１）民間企業等での職務経験（公務員経験を含む）の雇用形態は問いません。2019年４月１日を基準日として正社員、
派遣自営業者団体職等として週 30 時間以上のフルタイム勤務で３年以上の方が該当します。職務経験が複数ある場合
は、通算することができます

市では、2020年４月１日採用予定の職員を募集します。
受験を希望される方は、募集内容を確認のうえ期日までに申込みください。

第１回　募集
【募集職種】

№ 職　種 採用予定人員 受験資格

① 一般行政職（Ａ） ３名程度 大学卒業程度の学力を有する方　　　　
年齢要件：H4.4.2 ～ H10.4.1 生

② 一般行政職（Ｂ）
ふるさと枠 ２名程度 大学卒業程度の学力を有し、民間企業等での職務経験（※注１）が３年以上ある方

　　　　　　　年齢要件：S35.4.2 ～ H7.4.1 生

③ 土木技術職（Ｃ） １名程度 大学卒業程度の学力を有し、在学中に土木技術に関する専門教科を専攻した方
　　　　　　　　　 年齢要件：S55.4.2 ～ H10.4.1 生

④ 学　芸　員（Ｄ） １名程度 短大卒業程度の学力を有し、学芸員の資格を有する方又は取得見込の方
　　 　　　　　　　　　　　　年齢要件：S45.4.2 以降生

⑤ 保　育　士（Ｅ） ２名程度 短大卒業程度の学力を有し、保育士の資格を有する方又は取得見込の方
　　　　　　　　　　　　　　 年齢要件：S45.4.2 以降生

⑥ 保　健　師（Ｆ） １名程度 大学卒業程度の学力を有し、保健師の資格を有する方又は取得見込の方
　　　　　　　　　　　　　　 年齢要件：S45.4.2 以降生

⑦ 薬　剤　師（Ｇ） １名程度 大学卒業程度の学力を有し、薬剤師の資格を有する方又は取得見込みの方
　　　　　　　　　　　　　　年齢要件：S45.4.2 以降生

⑧ 社会福祉士（H） １名程度 大学卒業程度の学力を有し、社会福祉士の資格を有する方又は取得見込の方
　　　　　　　　　　　　 年齢要件：S45.4.2 以降生
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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/ 
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総務課 0577-73-7461

■申込期間　７/１（月）～８/２（金）まで（申込期間前の申込みはできませんのでご注意ください）
■試 験 日　第１次試験　９ /22（日）　会場：県立飛騨高山高校（山田校舎）
　　　　　　　　　　　　（※公務員経験枠の第１次試験は書類選考となります）
　　　　　　第２次試験　10/20（日）　会場：飛騨市役所

■受験手続等　
・受験申込は、ホームページから、または申込書類（紙）での申込みが可能です。
・受験申込に必要な書類は、市役所総務課及び各振興事務所でお受取いただけます。
・受験を希望する場合は、必要書類を市役所総務課へ提出してください（郵送可）。
・受験手続及び試験等の詳細については、市ホームページに掲載してありますのでご確認ください。

■郵 送 先　〒509-4292　岐阜県飛騨市古川町本町２番22号　総務課（人事給与係）

※試験問題が高校卒業程度という意味であり、受験資格に学歴は一切関係ありません
（※注１）任期の定めのない職員として採用され、一般行政職（総合職・事務職）として勤務されている方で、申込時点で在
職中の方に限ります。なお、臨時的任用、任期付任用又は非常勤特別職として任用された方は除きます

第２回　募集

受験手続

【募集職種】
№ 職種 採用予定人員 受験資格

① 一般行政職（Ａ） ２名程度 高校卒業程度の学力を有する方
　年齢要件：H10.4.2 ～ H14.4.1 生

② 消　防　職（Ｂ） 1 名程度 高校卒業程度の学力を有し、市内に居住が可能な方
　年齢要件：H9.4.2 ～ H14.4.1 生

③ 一般行政職（Ｃ）
公務員経験枠 １名程度 公務員としての職務経験（※注１）がある方

年齢要件：S35.4.2 ～ H7.4.1 生

飛騨市ホームページ
採用試験情報

市営住宅入居者募集
募

　
　集

・都市整備課
・神岡振興事務所（建設農林課基盤係）

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まで直接ご提出ください

■敷　　金　家賃の３ヵ月分
■申込期間　５/24(金)～５/31(金)　■入居予定日　７/１(月)

公募住宅 新栄町団地 諏訪田団地A棟 サンアルプA棟 サンアルプC棟 サンアルプG棟 昭和町団地 昭和町団地 山之村団地 打保住宅 森茂住宅
種類 特公賃 特公賃 特公賃 公営 公営 地優賃 地優賃 公営 特定 特定

募集戸数 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (世帯用)2戸 (単身用)1戸 (世帯用)1戸 (単身用)1戸 (単身用)3戸
所在地 古川町新栄町 古川町杉崎 神岡町殿 神岡町殿 神岡町殿 神岡町殿 神岡町殿 神岡町森茂 宮川町打保 神岡町森茂

構造・規模 ※1 RC造3階建 RC造5階建 RC造6階建 RC造6階建 木造2階建 RC造4階建 RC造4階建 木造2階建 木造2階建 木造2階建
間取り 3DK 2LDK 3LDK 2DK 2DK 2DK 1DK 2LDK 2DK 1K

家賃 入居者の所得に応じて決定
駐車場使用料、共益費別途 共益費別途
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危機管理課 0577-62-8902

　避難者カードは１世帯に１枚お配りしています。同じ避難所に避難される方が
対象となりますので、実際に同居している方を記入してください。
　また、緊急時にすぐ使用できるよう、事前に記入して非常持出袋などに入れて
おくのがよいでしょう。
　避難者カードを作成することをきっかけに、ご家族で災害への対策について話
し合ってみましょう。

避難者カードを配布します

このカードは、災害が発生し避難所に避難する必要が出てきた場合に、避難所
での受付を迅速に行うとともに、避難生活に必要な対応（食事の手配、薬の手
配など）を迅速に実施するためのものです。

お
知
ら
せ

■納付方法
　①パソコン、スマートフォンからクレ
　　ジットカードによるネット納付
　②全国のコンビニエンスストア
　③銀行などの金融機関

■法律により納期限を過ぎると延滞
金がかかります。

■詳しくは、５月７日に発送した納税通
知書をご覧ください

■口座振替の方は、残高の確認をお
願いします。

■納付書を利用される方は、納税通
知書に添付されている納付書で納め
てください。

※納税通知書の記載事項を必ずご確
認ください
※納付書は、第４期分まで添付されて
いますので、大切に保管してください

岐阜県清流の国ぎふ推進
補助金を活用しました

自動車税の納期限は５月31日（金）です。

総合政策課
0577-73-6558

飛騨県税事務所自動車税出張所
0577-36-1400

（「世界に誇る遺産」保全活用）
・飛騨古川まつり会館整備事業
・古川祭屋台曳行支障電線等移設事業
・古川祭屋台蔵巡りと新たな魅力発見
  事業

（清流の国ぎふづくり推進）
・宇宙物理学展示施設ウェブサイト製
  作事業
・障がい児者支援事業所参入促進事業
・映像コンテンツ活用事業

（市町村振興事業）
・クアオルト健康ウオーキング推進事業
・飛騨市公式薬草WEBサイト制作事業
・高原川ミズベリング事業

普通自動車税は５月31日まで

平成30年度岐阜県清流の国ぎふ推
進補助金（補助率1/2）を活用し、魅
力ある地域づくりのため次の事業を
実施しました。

お
知
ら
せ

固定資産税は５月31日まで
お
知
ら
せ

平成30年中の所得に対する『平成31
年度所得（課税）証明書』は６月１日
から発行ができるようになります。税
務課では証明発行の集中する下記の
期間、時間外窓口を開設します。お気
軽にご利用ください。

■日にち
　６月17日（月）～28日（金）の開庁日
■延長時間
　17：15～18：15まで（１時間）
■開設場所
　本庁税務課（市役所１階）
　各振興事務所
　（各振興事務所は事前予約制で開
　設します）
■持ち物
　印鑑（シャチハタ以外）、
　身分を証明できるもの（免許証など）
■取扱事務
　所得・課税証明書、所得証明書の発行
■その他
　上記以外の証明書発行、その他の
税務手続きについては行うことがで
きませんのでご了承ください。

お
知
ら
せ

税務課窓口を延長開設
します

固定資産税の第１期分の納期限は、
５月31日（金）です。

税務課
神岡振興事務所　　0578-82-２２５１
河合振興事務所　　0577-65-２３８０
宮川振興事務所　　0577-63-２３１１

0577-73-３７４２

税務課
各振興事務所（税務担当）

0577-73-3742

お
知
ら
せ

平時 は前もって記入しておきましょう。被災時 は避難所にて記入してください。
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市民保健課（市役所） 0577-73-7464

市民保健課（市役所）
【後期高齢者医療制度について】

0577-73-7464

ねんきんダイヤル
【年金生活者支援給付金について】

0570ｰ05ｰ1165

お
知
ら
せ

児童手当受給者の方は、６月中に現況届の提出が必要となります。
対象となる方へは、５月下旬に現況届の案内をしますので速やかな手続きをお願
いします。　

■支給対象者
　15歳到達後、最初の３月31日まで（中学校修了前）の児童で、日本国内
　に居住していること。
　（３年以内の留学を除く）外国人の場合は、日本国内に長期的に居住する
　予定があること。
■手当受給者　支給の対象となる児童を養育している方（原則的には父か母）
　・飛騨市内に住民登録がある方
　・対象となる児童の父母から『父母指定者』に指定された方
　・『未成年後見人』となっている方
　・『児童養護施設等』、『里親』の委託を受けている方
　・単身赴任以外での父母の別居の場合、児童と世帯を一緒にしている方
■支給金額 
　３歳未満、３歳～小学生（第３子以降）　１人当たり  月額15,000円
　３歳～小学生（第１，２子）、中学生　　 １人当たり  月額10,000円
　※３歳になったことによる金額の変更は、誕生月の翌月からです　　　　
■所得制限　
　受給者所得が所得制限限度額以上の場合、支給額が児童の年齢等に関わら
　ず児童１人あたり月額5,000円となります。[特例給付]
■支給予定日　
　６月 10日（月）…２～５月分
　※平成30年度で中学校を卒業した児童については２,３月分
　10月10日（木）…６～９月分
　2月10日（月）…10月～１月分

児童手当について

お
知
ら
せ

後期高齢者医療保険料の均等割について、これまで９割軽減となっていた方は、今年度、８割軽減に変わります。
所得の低い年金受給者の方へは、今年10月から、年金生活者支援給付金の制度が始まります。

▶ 老齢年金生活者支援給付金(補足的な給付を含む)の場合、支給要件(65歳以上で老齢基礎年金を受給中、世帯全員　
　の市町村民税が非課税、前年の年金収入額と所得額の合計が879,300円以下)を全て満たす必要があります。
　 金額は保険料を納めた期間等により異なり、基本的に10・11月分を12月(年金の支払日と同日)に振込みます。　
▶ 医療保険料を年金からの引き落としで納めている場合、引き落とし額への影響は10月からです。

後期高齢者医療保険料の均等割について

お
知
ら
せ

ぎふ・すこやか健診は、後期高齢者医
療制度に加入されている被保険者の
方が対象となります。受診票を受け取
られましたら、内容をご確認の上、受診
してくださいますようお願い申し上げ
ます。

●受診票の送付時期と受診期間
送付時期　５月下旬
受診期間　６月～11月

ぎふ・すこやか健診

市民保健課（市役所）
0577-73-7464

お
知
ら
せ

後期高齢者医療制度に加入されてい
る被保険者の方を対象に、歯・歯肉の
状態や口腔清掃状態等のチェックを
行い、口腔機能低下等を予防し健康増
進を図るため、健診を実施します。受
診券を受け取られましたら、内容をご
確認の上、受診してください。

●受診券の送付時期と受診期間
送付時期　５月下旬
受診期間　６月～12月

ぎふ・さわやか口腔健診

市民保健課（市役所）
0577-73-7464

▶平成30年度 平成31年度

保険料の納付額（１割） 保険料の納付額（２割）

９割軽減 ８割軽減

（例）年金収入80万円以下の方
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病児保育事業について

子育て応援課 0577-73-2458
病児保育 たんぽぽキッズ

0578-84-0011
病児・病後児保育室「む～みん」

0577-73-2323

子育て応援課 0577-73-2458

古川町保健センター
0577-73-2948

古川町保健センター
0577-73-2948

古川町保健センター
0577-73-2948

飛騨市こどものこころクリニック
0577-57-7110
飛騨市発達支援センター
0577-73-7483

お
知
ら
せ

■対象者
　生後６カ月～小学校３年生の病気
　に罹患中・後の子ども
■利用時間　8：30～17：30
　平日（祝祭日を除く月～金）
■利用料金　５時間未満　1,000円
　　　　　　５時間以上　2,000円

※補助金対象として認められるのは、原則市内業者から購入した対象品目のみ
です（教科書等、市外の業者でしか購入できない物は補助金対象になります）
※補助金申請には、購入した際に発行される領収書の原本又は写しの添付が必
要になります
※対象の方へは、４月中旬に申請方法、詳細などを記載した案内文書を送付し
ています
■申請方法　申請書に必要事項をご記入・押印のうえ、購入時の領収書等を添
えて申請してください。
■申請期間　12月27日まで

病気等により集団で保育等ができな
いため自宅療養が必要な間、保護者
が安心して就労できるよう専門の施
設で一時的に保育する飛騨市病児保
育事業の受託施設「病児保育 たんぽ
ぽキッズ」が神岡地区に新たに開設
しました。すでに古川地区にて開設
している病児・病後児保育室「む～
みん」に次ぐ２つめの実施受託施設
となります。該当の際には病児保育
をご利用ください。

緊急風しん抗体検査事業
および予防接種

お
知
ら
せ

①風しんへの抵抗力があるかチェッ
クするため、抗体検査を受けま
しょう。

②風しんへの抵抗力が無いこと（抗
体なし）がわかった場合、風しんへ
の抵抗力（免疫）をつけるため予
防接種を受けます。

■対象者
　昭和37年4月2日～
　昭和54年4月1日生まれの男性
■費用

風しんの抗体検査および予防接種
とも配布のクーポン券を使って原
則無料で受けられます。

風しんの発生数が全国的に増加して
います。風しんの感染拡大防止のた
めの追加的対策として、抗体保有率
の低い世代の男性に対する抗体検
査・予防接種を実施します。

こどものこころクリニック
初診の予約受付について

お
知
ら
せ

現在、初診の予約が大変多く、初診待機
期間が長くなっていることから、初診
の予約受付を、４月末にて一旦停止し
ています。受付再開時期は未定ですが、
再開が確定次第、市ホームページにて
ご案内します。
なお、再診の予約（変更を含む）につい
ては、従来どおり受付けています。
また、お子様の発達に関する相談や支
援などは、飛騨市発達支援センターに
て行っていますのでご利用ください。

歯と口の健康週間
世界禁煙デー・禁煙週間

お
知
ら
せ

・「いつまでも 続くけんこう 歯の力」
６月４日～10 日は歯と口の健康週間
です。
・５月 31日は『世界禁煙デー』、５月
31日～６月６日は『禁煙週間』です。

入園・入学準備品の一部を助成します
お
知
ら
せ

市では、子育て世帯の経済的負担軽減及び子育て環境の充実を図ることを目
的として、飛騨市の未来を担う子どもたちの入園・入学準備品の費用の一部
を助成します。

献血にご協力を
お
知
ら
せ

●５・６月の献血
日　時 場　所

５月30日（木）

9：00～10：30（株）ＫＶＫ飛騨古川工場
12：00～13：30 神岡部品工業（株）

15：00～16：30 神岡振興事務所
（400ml 限定）

６月10日（月） 12：00～13：00 柏木工（株）古川工場

６月11日（火）

9：30～11：30 飛騨市役所
（400ml 限定）

12：00～13：00 日本レヂボン（株）古川工場

14：30～16：00 飛騨市役所
（400ml 限定）

６月19日（水） 12：00～13：00 田辺製薬吉城工場（株）

交付対象児童 対象品目 補助金額
新年少児 スモック、体操服、上履き、昼寝用布団、通園用バッ

グ、靴、カッパ、ソリ、赤白帽子　など
実費 

（上限 10,000 円）
新小学 1 年生 体操服、上履き、ランドセル、靴、長ぐつ、カッパ、

算数セット、ピアニカ、スキー用具　など
実費 

（上限 20,000 円）
新中学 1 年生 制服、体操服、体育館シューズ、上履き、カバン、靴、

長ぐつ、カッパ　など
実費 

（上限 60,000 円）

新高校等 1 年生
制服、学校指定の作業服、通学品カバン、靴、長ぐつ、
教科書、副教材、辞書、授業で必要な電卓・製図
用品　など

実費 
（上限 30,000 円）

【暮らしの相談支援窓口】
■日時　平日8：30～17：15
　　　　（休み：土日・祝日・年末年始）
■場所　ハートピア古川内
　　　 　　0577-73-6233

【暮らしの出張相談室　古川】
■日時　毎週第３水曜日・第４水曜日
　　　　9：00～16：00（休み：祝日）
■場所　千代の松原公民館 

●６月より神岡に出張相談室を開催
します
【暮らしの出張相談室　神岡】
■日時　毎週第１水曜日・第２水曜日
　　　　9：30～16：00（休み：祝日）
■場所　神岡町公民館

　 専用電話　 　070-2237-7730

※専用電話は、直接相談支援員につ 
　ながります
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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　６/19（水）  11:00～15:00
■場所　古川町公民館（総合会館）

福祉メディアステーション飛騨ブランチ
0577-34-1316

■神岡町ふれあいセンター
　６/22（土）、7/20（土）
　13:00～15:00

■ハートピア古川
　6/12（水）
　13:00～15:00

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。

相

　
　談

地域包括ケア課
0577-73-6233

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

飛騨市暮らしの
相談窓口

就労・家計・ひきこもりなどの暮らしに
関する様々なお悩みを、一緒に解決し
ていく相談窓口です。一人で悩まずお
気軽に相談してください。

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

【神岡会場】
　６/13（木）　9：30～11：30
　場所：神岡町公民館

【古川会場】
　６/20（木）　9：00～12：00
　場所：望ほーむ　ショールーム
　　　（古川町金森町　踏切横）

「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？」
「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」
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。

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

2019年本屋大賞受賞作家・瀬尾まいこ
さんの最新作！
引きもこりの作家・加賀野の元へ、生ま
れてから一度もあったことのない25歳
の息子・智が突然尋ねてきた。性格も
違う“血のつながり”しかない二人は家
族になれるのか。大切な人に会いたくな
る、最高のハートフルストーリー！

瀬尾　まいこ／著
ソニー・ミュージックエンタテイメント

江副悟史／監修　岩崎出版

　手話の基本がこれでわかる！手話と
は何か、どんな種類があるのかなどの
基本がわかります。まねっこ手話、ジェ
スチャー手話、指文字、空中に字を書い
て覚えます。手話で簡単な挨拶もやって
みたくなる1冊。シリーズ全て新刊で入り
ます。新しい本を手に取るとわくわくし
ますね。

『あそんでおぼえる手話』

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

『傑作はまだ』
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お
知
ら
せ

水道・下水道　指定工事店

お
知
ら
せ

特定外来生物の防除

水道課 0577-73-7484 神岡振興事務所 0578-82-2254
宮川振興事務所 0577-63-2315河合振興事務所 0577-65-2383

地域包括支援センター（神岡）
0578-82-1456

地域包括支援センター
0577-73-6233環境課 0577-73-7482

【防除ボランティアの募集】　
特定外来生物に指定されているこれらの植物の防除・駆除ボランティアを募集
します。「防除方法」「処分」「群生場所の紹介」など事前相談をはじめ、現地に
おける「防除指導」、「道具の貸出」などボランティアの皆様を支援します。お気
軽にご相談ください。
※この事業は「岐阜県森林・環境税」を活用しています

まちなか 地域包括支援
センター「まめなかな」開設

お
知
ら
せ

■日時　５/23（木） 9：30～11：30
■場所　牛丸石油事務所
（神岡町船津928-1　旧牛丸金物店）

地域包括支援センターでは、介護の
相談や介護予防事業を行っていま
す。地域包括支援センターの活動を
紹介させていただく場として「まめ
なかな」を開設します。お気軽にお越
しください。

市内幹線道路沿いをはじめ、市内各所にて防除（抜き取り）を行いますのでご
理解、ご協力をお願いします。なお、防除作業は、外来生物法に従い適切に行い
ます。

■下水道の接続にご協力ください
地域生活環境改善のため下水道使用可能地域の方は、下水道に接続してくださ
い。
■転居等で使用者及び所有者が変わるときは変更手続きを行ってください
水道及び下水道使用者が変更となる場合には手続が必要です。
新使用者になられる方または新所有者の方は印鑑をご持参のうえ、水道課また
は各振興事務所（水道係）までお越しください。
■市内のご家庭で水道工事、下水道工事を行う場合には飛騨市が指定した工事
店のみ施工できます。
飛騨市の指定した工事店はQRコード（飛騨市ホームページ）をご覧ください。

■期間
　６月～10月頃
■場所　　
　市内幹線道路（退避場、歩道沿いなど）、河川敷
■施工業者
　飛騨市シルバー人材センター
■防除対象
　オオキンケイギク（キク科）、オオハンゴンソウ（キク科）、アレチウリ（ウリ科）
■内容
　手作業による抜き取り、焼却処分をします。

介護予防講演会
お
知
ら
せ

■講師　本市管理栄養士 松原美由紀
【神岡会場　定員50人】

■日時　６/25（火）13：30～15：30
■場所　神岡町ふれあいセンター

【古川会場　定員100人】
■日時　７/２（火）13：30～15：30
■場所　古川町公民館

※入場無料・申込不要
　栄養食品試供品プレゼント

「フレイル予防～最後まで口から食べ
る幸せを守るために～」
高齢期に筋力や心身活力が低下する
と「フレイル (虚弱 )」の状態に陥り、
要介護状態へつながる危険がありま
す。フレイルの予防は「食事」と「運動」
が重要です。フレイルの予防方法を学
び、健康寿命（要介護状態等にならず
に、健康で自立して生活できる期間）
を伸ばしましょう。

オオキンケイギク オオハンゴンソウ アレチウリ
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総合政策課
0577-73-6558

飛騨市文化交流センター
0577-73-0180

文化振興課
0577-73-7496
0577-73-7497

生涯学習課 0577-73-7495

宝くじ文化公演

　調査結果は国や地方自治体の中
小企業施策等の基礎資料として利活
用されます。
　調査票にご記入いただいた内容は
統計以外の目的に使用することは絶
対にありませんので、調査へのご理
解とご協力をお願いします。

総務省・経済産業省・飛騨市では従
業者４人以上の全ての製造事業所を
対象に6月1日を基準日として調査を
実施します。

お
知
ら
せ

■日時（雨天中止）
　６/９（日）　9：30～（受付9：00）
■受付場所　史跡江馬氏館跡公園
■実習場所　高原諏訪城跡本丸周辺
■参加料　無料
■定員　20名（事前申込、締切６/５）
※FAXまたはハガキにて、氏名・性
別・年齢・住所・電話番号（複数参加の
場合は全員分）を記入の上、申込み
■持ち物
　スケッチブック（方眼紙）、定規、
　鉛筆、消しゴム、方位磁石、水筒、
　タオル、カメラ

山を歩きながら山城の構造を読み解
いてみませんか？今年は、神岡町殿に
ある江馬氏の本城・高原諏訪城跡を
舞台に、縄張り図の描き方や城跡の
見方を、初心者の方でも分かりやすく
解説します。

2019年度
飛騨市少年の主張大会

お
知
ら
せ

■日時　 ６/８（土） ９:30～12:30
■会場
　古川町公民館（古川町総合会館）

※写真は、平成30年度の飛騨地区選考会に
推薦された方です

市内の小中学生が日頃感じているこ
とや、将来の希望を元気よく発表しま
す。ぜひ、ご家族、ご友人おそろいで
お越しください。

スポーツ振興課
0577-62-8030

第１回古川町ノルディック
ウオーキング教室

お
知
ら
せ

■日時　 ６/９（日）
　　　　９:00～11:00（予定）

■集合場所　袈裟丸チェーン着脱場
　　　　　　（袈裟丸パーキング）

■内容
　ノルディックウオーキング歩き方講
　座、ポールを用いた体操

■参加費
　100円/人 ※申込み不要、当日参加

ノルディックウオーキングは、フィン
ランド生まれのフィットネスエクササ
イズで、２本の専用ポールを使うこと
で普段のウオーキングよりも運動効
果がアップします。公認指導者の指
導を受けながら大勢でウオーキング
をしてみませんか？

ふれ愛　軽スポーツ大会
お
知
ら
せ

■日時
　６/１（土）10：00～（受付9：30）
■場所　古川西小学校体育館
■参加料　500円/人
　（ひだチャレンジクラブ会員は無料）
■種目
１．カローリング
　（１チーム ３名で申込み）
２．シャフルボード 
　（１チーム ２名で申込み）
３．ペタンク 
　（1チーム ２～３名で申込み）
※時間の都合上、上記３種目から一人
一種目の参加とさせていただきます
■持ち物　参加料、室内シューズ

スポーツの季節がやってきた！
第一弾は「ふれ愛軽スポーツ大会」
初めての方もすぐ覚えられ、老若男女
楽しめます。
各種目の上位入賞者には景品をプレ
ゼント。皆さん、ぜひご参加ください。

歴史講座（飛騨の山城を描
こう「高原諏訪城跡を描く」）

お
知
ら
せ

2019年工業統計調査を
実施します

お
知
ら
せ

■日時　９/１（日）
　　　　開場14：30　開演15：00
■会場　飛騨市文化交流センター　
■入場料　全席指定2,000円
※この公演の入場料は、宝くじの助
成により特別料金となっています
※未就学児の同伴・入場はご遠慮く
ださい
■チケット発売日　
　５/18（土）　9：00～
■チケットの取り扱い
　飛騨市文化交流センター他

宝くじ文化公演「国府弘子×川井郁
子スペシャルコンサート～東京オーケ
ストラ MIRAI とともに～」が開催さ
れます。ぜひ会場にお越しください。

古川トレーニングセンター
0577-73-6147

平田 萌子さん

巾 優希さん
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知
ら
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　（1チーム ２～３名で申込み）
※時間の都合上、上記３種目から一人
一種目の参加とさせていただきます
■持ち物　参加料、室内シューズ

スポーツの季節がやってきた！
第一弾は「ふれ愛軽スポーツ大会」
初めての方もすぐ覚えられ、老若男女
楽しめます。
各種目の上位入賞者には景品をプレ
ゼント。皆さん、ぜひご参加ください。

歴史講座（飛騨の山城を描
こう「高原諏訪城跡を描く」）

お
知
ら
せ

2019年工業統計調査を
実施します

お
知
ら
せ

■日時　９/１（日）
　　　　開場14：30　開演15：00
■会場　飛騨市文化交流センター　
■入場料　全席指定2,000円
※この公演の入場料は、宝くじの助
成により特別料金となっています
※未就学児の同伴・入場はご遠慮く
ださい
■チケット発売日　
　５/18（土）　9：00～
■チケットの取り扱い
　飛騨市文化交流センター他

宝くじ文化公演「国府弘子×川井郁
子スペシャルコンサート～東京オーケ
ストラ MIRAI とともに～」が開催さ
れます。ぜひ会場にお越しください。

古川トレーニングセンター
0577-73-6147

平田 萌子さん

巾 優希さん

場
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飛騨市消防本部
0577-73-0119

古川町保健センター
0577-73-2948

古川管内　建設課
0577-73-3936

河合管内　河合振興事務所
0577-65-2221

農業振興課 0577-73-7466

飛騨市図書館 0577-73-5600
神岡図書館 0578-82-1764

　これを機に、市では飛騨産(飛騨地
域)の米を扱っている飲食店や旅館を
「飛騨の米取扱店」として認定する制
度を本年４月から運用開始しました。
　認定店にはキャプションスタンドや
ミニのぼり旗が無償提供され、お客様
に対して「飛騨の米が食べられる店」
として分かりやすく表示するほか、飛
騨の米の更なる知名度アップを図り
ます。

日本みつばち養蜂場見学会
お
知
ら
せ

■日時
　６/23（日）10：00～（小雨決行）
■場所
　古川町上気多忠霊塔奥付近　
■持ち物　虫よけ帽子（持っている方）

■蔵書点検期間
　５/20（月）～５/23（木）日本みつばちの養蜂場の見学・飼育講

習会を以下のとおり行います。ぜひご
参加ください。

蔵書点検
お
知
ら
せ

５月20日（月）から５月23日（木）の４
日間は蔵書点検のため、飛騨市図書
館・神岡図書館ともに休館日とさせて
いただきます。閉館中の返却は返却
BOXをご利用ください。CD・DVDは
開館してからカウンターにご返却くだ
さい。ご迷惑をおかけしますが、ご協
力をお願いします。

林道の通行止めについて山火事消防訓練を実施
お
知
ら
せ

平成 30 年 7 月豪雨で大きな被害を
受け、安全に通行できない状態となっ
ています。早期に開通できるよう復旧
工事を進めてまいりますので、ご協力
よろしくお願いします。詳しくは、下記
までお問合せください。

お
知
ら
せ

■参加資格
　４月１日現在で80歳以上の方で、
　20本以上自分の歯がある市内在
　住者。（これまでに表彰を受けられ
　た方を除く）
■申込方法
　かかりつけや最寄りの歯科医院で
　歯科検診（無料）を受診してくださ
　い。
■申込締切
　５月31日までに検診を受診された
　もの

※表彰式は８/31（土）14：00から高
山市役所で行う予定です

春になると空気が乾燥し、山林火災
が発生しやすい気象状況になります。
飛騨市消防本部でも平成31年度山火
事予防運動に伴う消防訓練を実施し
ました。
山だけでなく、大切な財産を守るため
火災そのものを発生させないよう、火
の始末には十分注意してください。

国や歯科医師会では「80歳になっても
自分の歯を20本以上保ちましょう」と
いう「8020（ハチマルニイマル）運動」
を推進しています。飛騨口腔保健協議
会では、平成22年度より地域の
「8020運動」の達成者を表彰してい
ます。該当される方は、ぜひご応募く
ださい。

8020運動達成者表彰
候補者募集

飛騨の米取扱店
認定制度の開始

お
知
ら
せ

飛騨地域の米は昨年の米・食味分析
鑑定コンクール国際大会でも多数の
金賞受賞を果たし、名実ともに「米どこ
ろ」であることが証明され、全国的にも
認知度が高まっています。　

飛騨日本みつばちの会　
090-7306-9806

募

　
　集

▲林道猪臥線の様子

▲林道神原～数河線の様子

宮川管内　宮川振興事務所
0577-63-2311

神岡管内　神岡振興事務所
0578-82-2254



場
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お
知
ら
せ

水道・下水道　指定工事店

お
知
ら
せ

特定外来生物の防除

水道課 0577-73-7484 神岡振興事務所 0578-82-2254
宮川振興事務所 0577-63-2315河合振興事務所 0577-65-2383

地域包括支援センター（神岡）
0578-82-1456

地域包括支援センター
0577-73-6233環境課 0577-73-7482

【防除ボランティアの募集】　
特定外来生物に指定されているこれらの植物の防除・駆除ボランティアを募集
します。「防除方法」「処分」「群生場所の紹介」など事前相談をはじめ、現地に
おける「防除指導」、「道具の貸出」などボランティアの皆様を支援します。お気
軽にご相談ください。
※この事業は「岐阜県森林・環境税」を活用しています

まちなか 地域包括支援
センター「まめなかな」開設

お
知
ら
せ

■日時　５/23（木） 9：30～11：30
■場所　牛丸石油事務所
（神岡町船津928-1　旧牛丸金物店）

地域包括支援センターでは、介護の
相談や介護予防事業を行っていま
す。地域包括支援センターの活動を
紹介させていただく場として「まめ
なかな」を開設します。お気軽にお越
しください。

市内幹線道路沿いをはじめ、市内各所にて防除（抜き取り）を行いますのでご
理解、ご協力をお願いします。なお、防除作業は、外来生物法に従い適切に行い
ます。

■下水道の接続にご協力ください
地域生活環境改善のため下水道使用可能地域の方は、下水道に接続してくださ
い。
■転居等で使用者及び所有者が変わるときは変更手続きを行ってください
水道及び下水道使用者が変更となる場合には手続が必要です。
新使用者になられる方または新所有者の方は印鑑をご持参のうえ、水道課また
は各振興事務所（水道係）までお越しください。
■市内のご家庭で水道工事、下水道工事を行う場合には飛騨市が指定した工事
店のみ施工できます。
飛騨市の指定した工事店はQRコード（飛騨市ホームページ）をご覧ください。

■期間
　６月～10月頃
■場所　　
　市内幹線道路（退避場、歩道沿いなど）、河川敷
■施工業者
　飛騨市シルバー人材センター
■防除対象
　オオキンケイギク（キク科）、オオハンゴンソウ（キク科）、アレチウリ（ウリ科）
■内容
　手作業による抜き取り、焼却処分をします。

介護予防講演会
お
知
ら
せ

■講師　本市管理栄養士 松原美由紀
【神岡会場　定員50人】

■日時　６/25（火）13：30～15：30
■場所　神岡町ふれあいセンター

【古川会場　定員100人】
■日時　７/２（火）13：30～15：30
■場所　古川町公民館

※入場無料・申込不要
　栄養食品試供品プレゼント

「フレイル予防～最後まで口から食べ
る幸せを守るために～」
高齢期に筋力や心身活力が低下する
と「フレイル (虚弱 )」の状態に陥り、
要介護状態へつながる危険がありま
す。フレイルの予防は「食事」と「運動」
が重要です。フレイルの予防方法を学
び、健康寿命（要介護状態等にならず
に、健康で自立して生活できる期間）
を伸ばしましょう。

オオキンケイギク オオハンゴンソウ アレチウリ

■日時　６/４（火）
　　　　13：00～15：00

■場所
　古川町：ハートピア古川
　河合町：河合町公民館
　宮川町：宮川町公民館
　神岡町：神岡町ふれあいセンター

わか
場
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岐阜県若者サポートステーション
　 058-216-0125

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

若者を対象とした就労相談

■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

市民保健課（市役所）
0577-73-7464

「人権擁護委員の日」
特設人権相談所の開設

行政相談委員
による無料相談

毎年６月１日は「人権擁護委員の日」
です。毎日の暮らしの中で起こる様々
な問題、悩み事など人権擁護委員が
相談に応じます。相談は無料で、秘密
は堅く守ります。どなたでもお気軽に
ご相談ください。

相

　
　談

■場所古川会場　古川町商工会
　　　神岡会場　神岡商工会議所

■日時
　古川会場 ６/  ３（月）、  ４（火）
　　　　　　 19（水）、20（木）
　神岡会場 6/19（水）
　（両会場13：00から）

■予約先
　古川会場　古川商工会議所
　　 0577-73-2624
　神岡会場　商工課
　　 0577-62-8901

飛騨市ビジネスサポート
センターの開設

市では、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
相談に対応するビジネスサポートセ
ンターを開設します。
ぜひご活用ください。（要予約）

相

　
　談

岐阜県行政書士会
058-263-6580

■日時　６/12（水） 13：00～16：00
■会場　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■相談内容

①年金受給に関すること
②年金記録に関すること　
③国民年金の免除申請、口座振替等
　の手続きについて

【古川会場】
　６/12（水）　10：00～15：00
　場所：飛騨市役所

【神岡会場】
　６/26（水）　10：00～15：00
　場所：神岡振興事務所

■持ち物
①年金手帳または年金証書
②運転免許証などの身分証明書
③印鑑（シャチハタ印以外）
④委任状（本人が来庁できない場合）

年金相談

高山年金事務所の職員による出張年
金相談を行います。この機会にぜひご
利用下さい。また、事前の予約も可能で
すので、ご希望の方はお問い合わせ下
さい。

相

　
　談

行政相談委員は、総務大臣が特にお
願いして国の役所などに対する苦
情、要望などの相談相手となっても
らっている民間の有識者です。
相談は無料で、秘密は固く守られます
ので、お気軽にご相談ください。

【古川町　相談委員：藤井義昌】
　毎月10日　10:00～12:00
　毎月25日　13:30～15:30
　場所：ハートピア古川
【神岡町　相談委員：中齋正己】
　毎月25日　10：00～12：00
　場所：神岡振興事務所
【河合町　相談委員　中齋英雄】
　８/14（水）　19：00～21：00
　場所：河合町公民館
【宮川町　相談委員　佐藤康雄】
　９/20（金）　13：00～15：00
　場所：宮川町公民館
※河合町・宮川町では、相談委員の自
宅にて随時相談を受け付けます

相

　
　談

総務課 0577-73-7461

商工課 0577-62-8901

市民保健課（市役所）
0577-73-7464

神岡振興事務所市民福祉係
0578-82-2252

相

　
　談



【暮らしの相談支援窓口】
■日時　平日8：30～17：15
　　　　（休み：土日・祝日・年末年始）
■場所　ハートピア古川内
　　　 　　0577-73-6233

【暮らしの出張相談室　古川】
■日時　毎週第３水曜日・第４水曜日
　　　　9：00～16：00（休み：祝日）
■場所　千代の松原公民館 

●６月より神岡に出張相談室を開催
します
【暮らしの出張相談室　神岡】
■日時　毎週第１水曜日・第２水曜日
　　　　9：30～16：00（休み：祝日）
■場所　神岡町公民館

　 専用電話　 　070-2237-7730

※専用電話は、直接相談支援員につ 
　ながります

場
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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　６/19（水）  11:00～15:00
■場所　古川町公民館（総合会館）

福祉メディアステーション飛騨ブランチ
0577-34-1316

■神岡町ふれあいセンター
　６/22（土）、7/20（土）
　13:00～15:00

■ハートピア古川
　6/12（水）
　13:00～15:00

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。

相

　
　談

地域包括ケア課
0577-73-6233

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

飛騨市暮らしの
相談窓口

就労・家計・ひきこもりなどの暮らしに
関する様々なお悩みを、一緒に解決し
ていく相談窓口です。一人で悩まずお
気軽に相談してください。

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

【神岡会場】
　６/13（木）　9：30～11：30
　場所：神岡町公民館

【古川会場】
　６/20（木）　9：00～12：00
　場所：望ほーむ　ショールーム
　　　（古川町金森町　踏切横）

「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？」
「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」
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。

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

2019年本屋大賞受賞作家・瀬尾まいこ
さんの最新作！
引きもこりの作家・加賀野の元へ、生ま
れてから一度もあったことのない25歳
の息子・智が突然尋ねてきた。性格も
違う“血のつながり”しかない二人は家
族になれるのか。大切な人に会いたくな
る、最高のハートフルストーリー！

瀬尾　まいこ／著
ソニー・ミュージックエンタテイメント

江副悟史／監修　岩崎出版

　手話の基本がこれでわかる！手話と
は何か、どんな種類があるのかなどの
基本がわかります。まねっこ手話、ジェ
スチャー手話、指文字、空中に字を書い
て覚えます。手話で簡単な挨拶もやって
みたくなる1冊。シリーズ全て新刊で入り
ます。新しい本を手に取るとわくわくし
ますね。

『あそんでおぼえる手話』

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

『傑作はまだ』


