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飛驒市選挙管理委員会（総務課内） 0577-73-7461

お
知
ら
せ
飛驒市長選挙および飛驒市議会議員選挙

■飛驒市長選挙および飛驒市議会議員選挙の執行予定について
投票日：２月16日（日）　　選挙の告示日：２月９日（日）

投票について
■投票時間　7：00～20：00まで
　一部の投票所では、時間が異なりますので投票所入場券に記載の投票時間を
ご確認ください。
※投票所入場券は、選挙の告示日以後に届きます
■投票場所　投票所入場券に記載された投票所

期日前投票・不在者投票について
■期日前投票
　選挙の当日に仕事、旅行などの事情で投票に行けない方が、選挙の告示日の翌日から選挙期日の前日までの間に
　投票できる制度です。飛驒市選挙管理委員会が設置する期日前投票所で投票できます。
■期日前投票ができる期間と時間（予定）
　２月10日（月）～２月15日（土）　（土曜、祝日を含む毎日）
　8：30～20：00　（投票所入場券を切り離してお持ちください）
■期日前投票所
　飛騨市役所、河合振興事務所、宮川振興事務所、神岡町公民館
　※期日前投票に限り、上記のいずれの期日前投票所でも投票できます
■不在者投票
　長期の出張、旅行などで投票日に投票に行けない、または期日前投票ができない方が、滞在先の選挙管理委員
　会で投票できる制度です。不在者投票指定施設として指定されている病院および老人ホーム等に入院、入所し
　ている方についても、不在者投票を行うことができます。
　不在者投票は、選挙の告示日の翌日からできますが、投票用紙の請求などの手続きに日数を要しますので、早
　目に手続きを行うことが必要です。
　また、選挙期日には 18 歳を迎えるが、期日前投票をする日において、未だ 17 歳である人については、期日前
　投票をすることはできませんが、不在者投票をすることができます。
　●不在者投票の流れ
　①飛騨市以外の市町村の選挙管理委員会での不在者投票の場合
　　１．飛驒市選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。
　　※提出様式は、直接取りにきていただくか、飛騨市公式ホームページからダウンロードすることができます
　　２．交付された投票用紙などを持参して、滞在先の市町村の選挙管理委員会にて投票用紙を記入します。
　②指定病院等での不在者投票の場合　
　　手続きは①とほぼ同様です。
　　投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができます。投票は、病院長等の管理する場所で行います。
　　※「指定病院等」とは都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です
　③郵便での不在者投票の場合
　　郵便による不在者投票ができる方は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、障がいの程度
　　が一定以上の方または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護５」の方です。
　　障がいの種類によって条件が分かれているため、郵便での不在者投票を希望される方は選挙管理委員会にお
　　問い合わせください。
■選挙情報
　飛騨市公式ホームページから、選挙関連情報をご覧いただけます。
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募

　集
令和２年度会計年度任用職員の募集

基盤整備部　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

※１ RC 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
　飛騨市役所 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　1月24 日（金）～1月31日（金）　■入居予定日　3月１日（日）

市と古川国府給食センター利用組合では、令和 2 年４月1日採用の会計年度任用職員を以下のとおり募集します。

総務課　　0577-73-7461

昭和町団地公募住宅 森茂住宅打保住宅西忍団地サンアルプA棟 山之村団地大和団地2号棟 杉原団地

木造 2 階建

駐車場使用料、共益費別途

神岡町森茂

木造 2 階建

地優賃

( 世帯用 )1 戸

神岡町殿

RC 造 4 階建

2DK 2DK

宮川町打保宮川町西忍

家賃

間取り 1K

構造・規模 ※1

2LDK

RC 造 6 階建

3DK

公営

( 世帯用 )1 戸

特定

( 単身用 )1 戸 ( 単身用 )２戸

木造 2 階建

種類

所在地

特定

神岡町殿

3LDK

共益費別途

神岡町船津

RC 造 4 階建

募集戸数

入居者の所得に応じて決定

神岡町森茂

木造 2 階建

3LDK

公営

( 世帯用 )1 戸

公営

( 世帯用 )1 戸

特公賃

( 世帯用 )1 戸

公営

( 世帯用 )1 戸

宮川町杉原

木造 2 階建

4DK

【会計年度任用職員とは】
　地方公務員法第 22 条の２第１項の規定に基づき、１年度内（４月１日から翌年３月 31 日まで）に任用される非
常勤一般職の職員です。地方公務員法の改正により、これまで、臨時的任用職員等と任用してきた職が、令和２年
度以降、「会計年度任用職員」として任用されます。休暇、福利厚生、期末手当等について拡充されるとともに、地
方公務員法上の服務に関する規定が適用され、懲戒処分等の対象となります。

【募集職種】
■業務支援職員（資格を要しない職種）
　一般事務補助（一般事務、学校図書司書、教育相談員、こどもと親の相談員、児童生徒支援員、母子・　父子自立支援相談員、
　子育て支援センター業務兼乳幼児学級業務、事務補助員兼重度障がい者業務補助、くらしの相談員、地域見守り相談員、農業相
　談員、町史編纂事務、図書館事務、文化財研究員）
　技能労務補助（学校校務員、衛生施設作業員、分別補助、清掃員、調理員兼用務員、病院宿直員、病院用務員、施設管理業務、
　調理員）
■専門業務職員（主に資格を要する職種）
　教員、放課後児童支援員（放課後児童クラブ指導員）、外国語通訳、調理師、専門調理師、保育士、医療事務、看護師、　看護助手、
　准看護師、臨床検査技師、　臨床工学技士、保健師、助産師、公認心理師、手話通訳、介護支援専門員、介護福祉士、　建築士、
　図書館司書、学芸員
■障がいがある方を対象にした職種
　一般事務補助（一般事務、図書館事務員）、技能労務補助（市有施設管理業務）

【勤務条件等】
■任期　令和２年４月１日～令和３年３月31日まで
■募集人数、勤務場所、勤務時間、給料、保険等
　職種により異なります。詳細は、飛騨市公式ホームページ（上記ＱRコード）をご覧いただくか、総務課人事給与係まで
お問合せください。

【申込方法】
　令和２年１月 31 日（金）（必着）までに市販の履歴書に必要事項を記入し、資格の必要なものは資格証の写しを添えて
提出または郵送により応募ください。また、余白に希望する職種を記載ください。一度に２つ以上の職種に応募すること
はできません。

【選考方法】
　書類選考の上、応募人数により面接試験を行います。
　面接試験は、２月中旬頃を予定（別途案内）しています。



上記の各民生委員児童委員・主任児童委員の連絡先がわからない場合は、地域包括ケア課または飛騨市社会福祉協議会
へお問い合わせください。
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厚生労働大臣から新たな担当委員が委嘱されました

民生委員・児童委員および主任児童委員の任期が令和元年11月30日で満了し、
厚生労働大臣から新たな担当委員が委嘱されました。令和元年12月１日から令和
４年11月30日までの３年間、地域福祉の最前線で活躍されます。

地域包括ケア課　　0577-73-6233 飛騨市社会福祉協議会　　0577-73-3214

地区名 担当地区名 氏　名

本町、西里、大門、仲町、蔵前 村瀬　幾代

下今、緑町、常盤、栄町 霜出　博司

上今、相生、富士ケ丘 丸亀　洋子

堀川、玉川、北新地、桜町 菱村　紀代子

大和、大和団地、大島、新富、牧ケ平 森下　誠

朝日、旭川、宝町 小森　秀則

千歳、幸土、花園 霜出　邦道

藤橋、八幡、蟻川荘、上朝浦、西ケ丘 村田　修治

和泉、坂富町 南　　智子

城下、高原、藤里、橋場 河内　久之

中園、末広、校前、たんぽぽ苑 大山　よし子

坂戸、白山 古田　壽奈子

東漆山、西漆山、牧、土、割石、二ツ屋、吉ケ原 中谷　正博

東茂住、西茂住、杉山、横山、谷中山 大家　耕司

西野町 美宅　利広

釜崎、館野町、玉姫、緑ケ丘、東雲、阿曽保、自由ケ丘 堀本　昌嗣

弥生１～７ 荒垣　和博

吉田全域 森脇　　操

下小萱、上小萱、丸山、野首 沖　　泰子

殿上、殿中、殿下、坂巻、森下町 谷口　功

昭和町、サンハイツ、わかば台、旭ケ丘、昭和町団地 若田　史雄

サンアルプ旭全域、マインピア、 松葉　美沙子

殿本町 阿比留　定

江馬町１、２、３、７ 水上　千恵子

江馬町４、５、６　 堀辺　明子

下麻生野、奥麻生野、石神、数河、浅井田、灘見 花岡　紀子

山之村全域、和佐保 清水　俊一

梨ケ根、寺林、促進住宅、堀之内 稲田　ひとみ

伏方、西 橋本　利郎

下山田、上山田、巣山、柏原 坂場　順一

夕陽ケ丘社宅全域 坂下　明広

【主任児童委員】
地区名 担当地区名 氏　名

古川町全域 岩佐　英夫

古川町全域 野村　美由紀

河合町全域（小鳥川地区） 谷口　　満

河合町全域（稲越地区） 西川　正純

宮川町全域 西野　昌彦

宮川町全域 田ノ下　美紀

神岡町全域 土井　圭一郎

神岡町全域 谷澤　敦子

宮川

神岡

神岡

古川

河合

地区名 担当地区名 氏　名

１区、２区 栗本　節子

３区 三本木　なぎさ

４区 大坪　惠子

５区 鎌村　邦子

６区、７区　 橋本　　誠

８区、９区 政井　喜代美

１０区、１１区 大嶋　美恵子

１２区 川上　利津子

１３区、１４区 稻葉　忠久

１５区、１６区 後藤　典子

１７区 村瀬　賢二

１８区 清水　幸子
１９区 水谷　順子

２０区、２２区 宮前　智恵子

２１区 上ヶ平　峰雄

２３区 船坂　芳子

２４区 舩坂　供江

２５区 堀　敏子

太江 田近　良則

杉崎１、４、雇用促進（４部５班） 田中　晃子

杉崎２、３、５（３部３班） 田中　賢成

杉崎６、諏訪田団地（6部２班） 阪上　秀男

袈裟丸 野村　佐知子

末高 田上　正三

数河 田中　公一

高野、朝開町 野田　美砂子

上野、中野、下野、花もも 谷口　充希子

谷、信包 井上　雄志

黒内、笹ｹ洞、寺地 森谷　和代

畦畑、平岩 坪根　良則

角川、小無雁 野村　俊巳

角川 松井　介美

角川、中沢上、有家 堂前　保幸

保木林、羽根、新名、上ケ島 坂ノ上　保之

元田、天生、月ケ瀬、舟原 大坪　登紀子

上稲越 池田　武司

下稲越、大谷 佐藤　淳子

小谷、大無雁、落合 若田　きみ子

岸奥、野首、林、牧戸 平澤　百合

丸山、巣之内、種蔵、菅沼、三川原 岡田　博英

高牧、西忍甲、西忍乙、森安 山下　克治

打保、戸谷、中沢上、塩屋 田中　外志

桑野、杉原、小豆沢、巣納谷、祢宜ケ沢上 荒木　美鈴

古川

河合

宮川

飛騨市民生児童委員・主任児童委員名簿（令和元年12月１日現在）

相談コーナー
相談名・相談内容 要予約 実施日 時間 場所 問い合わせ
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11月までに岐阜県警察本部では110
番通報を約11万件受理しています。事
件・事故で110番通報をする場合は、以
下についてご留意ください。

　110番通報すると、通信指令課の警
察官が順に質問をしますので落ち着い
て答えてください。
　緊急ではない相談などは最寄りの警
察署や交番、駐在所、または相談専用
ダイヤル「♯9110」をご利用ください。

飛騨警察署
0577-73-0110

図 書 館 に お い で よ 新着図書ピックアップ

神津善行・中村メイコ著 幻冬舎 中村太地 作　池田書店

【お知らせ】
１月25日㈯13：30～　飛騨の歴史講座を神岡町公民館にて開催！

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

飛騨警察署からのお知らせ

〇その場で速やかな110番通報を
〇近くのお店や交差点名など目標   
　物等で場所の特定を
〇犯人を目撃した場合は、「逃走手
　段、方向、車の塗色、ナンバー等」
　犯人を特定できる情報を

子どもや孫のこと、なつかしい友人のこ
と、老人ホームや市やお墓のこと…。長年
連れ添った夫婦でも、考え方や感じ方は
こんなにも違う！85歳の中村メイコと87
歳の神津善行が、かわるがわるに日常を
つづる。基本は一人、ときどき二人。結婚
62年、終活しつつ、楽しく暮らす術。

ありそうでなかった、子ども向け「将棋の
手筋」解説本。「もう一段レベルアップし
たい」と考える、すべての将棋好きの子ど
もたちに最適な手筋入門書。プロ棋士を
はじめ、数えきれないほどの棋士たちが
昔から研究してきた、局面ごとの上手な手
＝「手筋」。強くなって、楽しくなるための
一冊。

  行政書士相談
（相続手続、権利義務関係手続相談など） 2/12(水) 13:00～16:00 神岡振興事務所 岐阜県行政書士会

☎058-263-6580　

  消費生活相談
（契約トラブルや多重債務などに関する相談） 〇

〇

〇

〇

毎月第一水曜日 10:00～15:00 飛騨市役所 総務課
☎0577-73-7461　

  若者就労相談
（若者を対象とした就労相談）

毎週水曜日
(2/12は休止) 13:00～16:00 古川町公民館 県若者サポートステーション

☎058-216-0125　

  ビジネスサポート相談
（売上拡大、経営改善など経営上の相談）

1/27(月)、28(火)
2/12(水)、13(木) 10:00～17:00 古川町商工会 古川町商工会

☎0577-73-2624　

ハローワーク出張相談
(職業相談、シルバー人材入会説明) － 2/19(水) 11:00～15:00 古川町公民館 ハローワーク高山

☎0577-32-1144　

  働き方改革出張相談
（労働時間、人材確保・育成などに関する相談） － 1/22(水)

2/12(水) 13:30～16:30 飛騨市図書館
メディア編集室

岐阜労働局 雇用環境・均等室
☎058-245-1550　

  こころの相談室
（精神保健福祉士によるこころの相談） 〇 2/10(月) 13:00～15:00 ハートピア古川 憩いの家

☎0577-73-0160　

  暮らしの相談
（就労・家計・ひきこもりなど暮らしに関する相談） － 平日 8:30～17:15 ハートピア古川 地域包括ケア課

☎070-2237-7730　

  もの忘れ相談
（もの忘れ、認知症の相談） － 2/13(木) 9:30～11:30 神岡町公民館 地域包括支援センター神岡窓口

☎0578-82-1456　

もの忘れ相談とホッとするカフェ
(もの忘れ、認知症の相談)

－ 2/20(木) 9:00～12:00
望ほーむ
古川町金森町（踏切横）

地域包括支援センター
☎0577-73-6233　

１月10日は「110番の日」

『87歳と85歳の夫婦 
　甘やかさない、ボケさせない』

『どんどん強くなるこども将棋 
　　　勝てる手筋がわかる本』

【
児
童
向
け
の
オ
ス
ス
メ
】

【
一
般
向
け
の
オ
ス
ス
メ
】
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環境課 0577-73-7482

地域振興課 0577-62-8904

お
知
ら
せ
公の施設の指定管理者が決定しました

お
知
ら
せ
森林・環境税を活用して特定外来生物の防除（駆除）を実施

NPO法人神岡・町づくりネットワーク

社会福祉法人吉城福祉会

NPO法人飛騨市障がいのある人を支える会

地場産市場ひだ合同会社

一般社団法人飛騨市観光協会

株式会社飛騨ゆい

株式会社飛騨ゆい

３月31日で指定管理期間が満了を迎える施設および新たに指定管理者制度を導入する施設について、４月１日から
以下の指定管理者により管理・運営がなされます。

新･継 指定管理期間

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

新規

施　設　名

飛騨市ロスト・ライン・パーク

養護老人ホーム和光園

飛騨市山田地域福祉センター

朝開町農産物直売施設

飛騨古川まつり会館

飛騨古川桃源郷温泉ぬく森の湯すぱーふる

飛騨市古川総合交流ターミナル施設（ホテル季古里）

飛騨市神岡町広域総合交流促進施設（Mプラザ）

飛騨市流葉自然休養村オートキャンプ場

飛騨市流葉自然休養園コテージ

飛騨市桜ヶ丘体育館

飛騨市釜崎社会体育館

飛騨市サン・ビレッジ神岡

飛騨市坂巻公園野球場

指　定　管　理　者

緑風観光株式会社

ＭＡＳＫ

５年間

５年間

１年間

５年間

５年間

５年間

５年間

５年間

３年間

①市民の皆さんとの協働による防除
　今年も多くの市民の皆さんにご協力をいただき、特定外来生物であるオオキンケイギクの防除を行いました。ご協力
ありがとうございました。
≪防除ボランティア実施団体≫
　吉城校等学校２年生、連合岐阜協議会、株式会社KVK古川工場
≪防除量≫
　・オオキンケイギク：130kg　・オオハンゴンソウ：260kg
　来年度も特定外来生物を防除していただけるボランティア団体を
募集しています。
　なお、ボランティアを実施するにあたり、環境課では「防除方法」
「処分」「群生場所の紹介」など事前座学をはじめ、現地における
「防除指導」、「道具の貸出」等、ボランティアの皆さんの支援を行いますので、お気軽にご相談ください。
②委託による防除
　平成25年度から継続して今年度も飛騨市シルバー人材センターに委託し、特定外来生物（オオキンケイギクおよびオ
オハンゴンソウ）の防除を行いました。
≪防除量≫
　・オオキンケイギク：1,168㎏　・オオハンゴンソウ：3,558㎏

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
状
況
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税務課 0577-73-3742高山税務署 0577-32-1020

平成 31年（令和元年）分　確定申告相談のお知らせ
お
知
ら
せ

　

平成31年（令和元年）分の確定申告・市県民税申告相談を下記のとおり行います。

■開設期間　令和２年２月17日（月）～３月16日（月）　※土日祝日除く

■申告会場　・古川会場：市役所税務課　　・河合会場：河合振興事務所
　　　　　　・宮川会場：宮川振興事務所　・神岡会場：神岡振興事務所３階
　　　　　　・高山税務署会場：高山市民文化会館（確定申告のみ）

■開設時間　・午前の部８:30～12:00（受付11:00まで）
　　　　　　・午後の部13:00～17:00（受付16:00まで）
　　　　　　※セキュリティ上、8:15以降でないと市役所へは入れません　　　　　　
　　　　　　※高山税務署会場は、9：00～17：00（受付16：00まで）
　　　　　　※期間中、高山税務署会場は高山市民文化会館のみとなります
　　　　　　　提出のみの方は、高山税務署でも受け付けています
　　　　　　※土地・建物・株式などの譲渡所得のある方は高山税務署会場を
　　　　　　　ご利用ください

●税務署員による出張税務相談
相談会場　飛騨市役所
相談日　　２月 20 日（木）
午前の部　　9：30 ～12：00
午後の部　  13：00 ～16：00

● マイナンバーについて

● 申告相談をご利用になる場合の注意事項

社会保障・税番号制度の導入に伴い、申告手続きにはマイナンバーが必要です。マイナンバーを確認できる書類（通
知カード等）と本人確認書類（運転免許証・パスポート・保険証等）をご持参ください。
マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの方は、マイナンバーカードだけで番号確認と本人確認が可能です。

● 申告書はご自分で作成してお早めに
国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、ご自分で確定申告書の作成
ができます。
また、所得税・消費税については、国税電子申告・納税システム（e-Tax）が利用できます。

・

・

・

・
・

・

『利用者識別番号』に関する通知書を必ずご持参ください。インターネットで取得された方は『利用者識別番号』
が分かるものをご持参ください。
確定申告書の用紙は郵送されません。そのかわり予定納税額など確定申告に必要な情報が記載された「お知ら
せハガキ（または通知書）」が届きますので、申告の際はハガキ（または通知書）をご持参ください。
市役所および各振興事務所での申告相談では、譲渡所得等の申告について相談をお受けできない場合がありま
すので、あらかじめご了承ください。また、青色申告の方は提出のみ受け付けます。
農業所得や営業所得などを申請される方は、あらかじめ収支内訳書を作成しご持参ください。
医療費控除を受ける予定の方は、あらかじめ明細書を作成しご持参ください。（領収書の添付は必要ありません）
（明細書様式は、市役所および各振興事務所に備え付けてあります）

URL　国税庁ホームページ　https://www.nta.go.jp/
URL　e-Taxホームページ       http://www.e-tax.nta.go.jp/

●平成 31年（令和元年）分所得税などの申告および納付期限
所得税・贈与税　３月16日（月）
消費税　　　　   3月31日（火）
・期限までに申告・納付してください。
・納付書をお持ちでない方は、税務署・確定申告会場（高山市民文化会館）、市役所および振興事務所に
　備え付けの納付書をご利用ください。
※所得税・消費税については、便利で安全・確実な「振替納税」をご利用ください
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医療用ウィッグと乳房補正具の購入に助成金を交付

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

古川町保健センター
0577-73-2948

税務課
0577-73-3742

税務課
0577-73-3742

お
知
ら
せ

■口座振替をご利用の方は口座残高
　をご確認ください。
■納付書で納められる方は６月にお
　届けした納付書の第4期分により
　納期限までに納めてください。

市・県民税第４期分の
納期限について

お
知
ら
せ

定期予防接種を再接種する
費用の助成を開始

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

■申し込み期日
　２月７日（金）必着
※期日以降の申し込みについては、
秋以降の検診案内となります

事業主の方へ

【一般不妊治療】
　２月診療分までを３月31日（火）ま
でに申請してください。

【特定不妊治療・不育症治療】
　年度内に治療が終了した分を３月
31日（火）までに申請してください。

※期限に間に合わない場合は、下記
までご連絡ください

・医療用ウィッグ

購入費の２分の１の金額 購入費実費
上限１万円（千円未満切捨て） 上限２万円（千円未満切捨て）

市では、がん患者の皆さんの治療と就労や社会参加を支援するため、
医療用ウィッグや乳房補正具を使用する方に購入費の一部を助成します。

■給与支払報告書、償却資産申告書
の提出期限

対象者

助成金
の対象

助成金の
交付額

※４項目すべて
に当てはまる方

①購入日、申請日の時点で飛騨市に住所がある方
②がんの治療を受けた方または受けている方
③がんの治療に伴う脱毛、乳房の切除等で、補正具等が必要となった方
④申請する補正具等について、助成金の交付を受けていない方
　ただし、岐阜県の助成制度との併用は可。

※装着に必要な頭皮保護用の
ネットを含みます

※岐阜県の助成制度と併用で
最大２万円の助成が可能

・乳房補正具
※乳房補正具のカバーを含む。
下着は対象外

申請について
■申請期限　製品を購入した日から１年以内
　　　　　　※平成31年４月１日以降に購入したもの
■提出書類
　・助成金交付申請書
　・がん治療を証明する書類（治療方針計画書、診療明細書など）
　・医療用ウィッグや乳房補正具の購入年月日と購入金額のわかるもの

　・給与支払報告書 １月24日（金）
　・償却資産申告書 １月31日（金）
　※早めの提出をお願いします
■「商工業生産設備等に対する飛騨
市税の特例に関する条例」に基づく
減免制度
　下記の①②を満たす場合、対象と
なる資産の固定資産税が３年間免除
されます。
①市内において製造業、旅館業、農
林水産物等販売業を営まれている法
人および個人の方
②昨年中に一定の要件の設備等を新
設または増設した場合

市・県民税第４期分の納期限は
１月31日（金）です。

令和２年度
住民検診申し込み

お
知
ら
せ

不妊治療・不育症治療を
受けている方へ

お
知
ら
せ

小児がんの治療等により、すでに受
けた定期予防接種の免疫が失わ
れ、再接種が必要と判断された方に
対して予防接種費用を助成します。

市では「住民検診申し込み票」を
１月下旬に各世帯へ郵送します。

「申し込み票」に記入後、同封の返
信用封筒に入れ郵送するか、直接保
健センター（古川町・神岡町）または
振興事務所（河合町・宮川町）へ提出
ください。
※直接提出していただく場合は、平
日の8:30～17:15の間にお願いしま
す

市では、一般不妊治療、特定不妊治
療、不育症治療に対する費用の一
部助成を行っています。治療を受け
た年度中に助成金の交付申請を行
う必要がありますので、下記をご確
認ください。

■申請について
　接種前にご相談ください。
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５年間

５年間

５年間

５年間

３年間

①市民の皆さんとの協働による防除
　今年も多くの市民の皆さんにご協力をいただき、特定外来生物であるオオキンケイギクの防除を行いました。ご協力
ありがとうございました。
≪防除ボランティア実施団体≫
　吉城校等学校２年生、連合岐阜協議会、株式会社KVK古川工場
≪防除量≫
　・オオキンケイギク：130kg　・オオハンゴンソウ：260kg
　来年度も特定外来生物を防除していただけるボランティア団体を
募集しています。
　なお、ボランティアを実施するにあたり、環境課では「防除方法」
「処分」「群生場所の紹介」など事前座学をはじめ、現地における
「防除指導」、「道具の貸出」等、ボランティアの皆さんの支援を行いますので、お気軽にご相談ください。
②委託による防除
　平成25年度から継続して今年度も飛騨市シルバー人材センターに委託し、特定外来生物（オオキンケイギクおよびオ
オハンゴンソウ）の防除を行いました。
≪防除量≫
　・オオキンケイギク：1,168㎏　・オオハンゴンソウ：3,558㎏

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
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2020年農林業センサスを
実施します

お
知
ら
せ

飛騨古川まつり会館
休館のお知らせ

お
知
ら
せ

コミュニティ助成事業で
市消防団の資器材を導入

お
知
ら
せ

令和２年度飛騨市やさしい
まちづくり応援事業

募

　集

保育園一日入園のご案内
お
知
ら
せ

有限と無限の美
阿部浩 石版画展

お
知
ら
せ

子育て応援課
0577-73-2458

観光課
0577-73-7463

総合政策課
0577-73-6558

飛騨市美術館
0577-73-3288

飛騨市消防本部
0577-73-0119

地域包括ケア課
0577-73-6233

２月１８日（火） 13:00
２月１４日（金） 13:00
２月２０日（木） 13:00
２月１８日（火） 10:00
２月１８日（火） 10:00
２月１４日（金） 13:00
２月２１日（金） 13:30

一定規模以上の農地や山林を所有さ
れている個人・組織等を対象に２月１
日を基準日として2020年農林業セン
サスを実施します。

　これは日本の農林業の実態を明ら
かにするために５年ごとに行われる
最も基本的な統計調査であり、調査
結果は国や地方自治体による農林行
政の推進に活用されます。
　１月下旬から２月上旬にかけて調
査対象（候補）となる世帯等を調査員
が訪問しますので、調査へのご理解
とご協力をお願いします。

現在、飛騨古川まつり会館は、リニュー
アル工事に伴い休館しています。
なお、リニューアルオープンにつきま
しては、４月中旬の予定です。古川祭の
伝統と文化、当日の雰囲気を感じられ
る、臨場感あふれる施設に生まれ変わ
ります。
ご理解いただきますよう、よろしくお
願いします。

コミュニティ助成事業とは、宝くじの
社会貢献広報事業として、宝くじの受
託事業収入を財源として実施してい
る事業です。

市美術館の収蔵品から、日本を代表す
る石版画家である阿部浩氏の作品約
50点を展示します。

市では、子どもから高齢者まですべて
の市民があんきに暮らせる、やさしい
まちづくりに対する活動を応援しま
す。

（弱い立場の方を支援する福祉事業）

令和２年４月から新たに保育園に入園
される児童（新年少児・新未満児）の
一日入園を行います。保護者同伴の
上でご参加ください。

■一日入園の留意事項
・上履き（親子分）と筆記用具をご持
　参ください。
・新入園児は内科検診を行います。
・ご不明な点は、各保育園にお問い合
  わせください。（年度途中に入園さ
　れる児童については、各保育園に
　お問い合わせください）
※２月初旬までに入園される保育園
　の内定書および一日入園の詳細を
　送付します

■日時　
　２月15日（土）～３月22日（日）
　9：00～17：00（入場16：30まで）
■場所　飛騨市美術館
■休館日
　月曜日（祝日の場合、翌平日）
■入館料　
　大人200円（高校生以下無料）

　市消防団では、市内防火教室や、救
急法に使用する、音響・映像機器一式
および、災害時や消防団演習などで使
用できるテント２張りを宝くじの助
成金で整備しました。これにより、消
防団の活性化を図り、地域のコミュニ
ティ活動の充実・強化に努めます。

　市ホームページに掲載の募集要項
を確認の上、必要書類を期限までに
下記まで提出してください。たくさ
んの応募をお待ちしております。
※本募集は令和２年度予算が約束さ
れるものではありません。予算が成
立しなかった場合、本事業は実施さ
れません

■募集事業
　令和２年４月１日～令和３年３月
31日の間に実施する事業（例：高齢
者や障がい児者を支援する活動事
業）
■募集期間
　１月20日(月)～２月21日（金）
■提出先
　地域包括ケア課

増島保育園
宮城保育園
さくら保育園
河合保育園
宮川保育園※

旭保育園
双葉保育園

園名 一日入園
期 日 開始時間

※宮川保育園の一日入園は、河合保育
園で行います
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11月までに岐阜県警察本部では110
番通報を約11万件受理しています。事
件・事故で110番通報をする場合は、以
下についてご留意ください。

　110番通報すると、通信指令課の警
察官が順に質問をしますので落ち着い
て答えてください。
　緊急ではない相談などは最寄りの警
察署や交番、駐在所、または相談専用
ダイヤル「♯9110」をご利用ください。

飛騨警察署
0577-73-0110

図 書 館 に お い で よ 新着図書ピックアップ

神津善行・中村メイコ著 幻冬舎 中村太地 作　池田書店

【お知らせ】
１月25日㈯13：30～　飛騨の歴史講座を神岡町公民館にて開催！

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

飛騨警察署からのお知らせ

〇その場で速やかな110番通報を
〇近くのお店や交差点名など目標   
　物等で場所の特定を
〇犯人を目撃した場合は、「逃走手
　段、方向、車の塗色、ナンバー等」
　犯人を特定できる情報を

子どもや孫のこと、なつかしい友人のこ
と、老人ホームや市やお墓のこと…。長年
連れ添った夫婦でも、考え方や感じ方は
こんなにも違う！85歳の中村メイコと87
歳の神津善行が、かわるがわるに日常を
つづる。基本は一人、ときどき二人。結婚
62年、終活しつつ、楽しく暮らす術。

ありそうでなかった、子ども向け「将棋の
手筋」解説本。「もう一段レベルアップし
たい」と考える、すべての将棋好きの子ど
もたちに最適な手筋入門書。プロ棋士を
はじめ、数えきれないほどの棋士たちが
昔から研究してきた、局面ごとの上手な手
＝「手筋」。強くなって、楽しくなるための
一冊。

  行政書士相談
（相続手続、権利義務関係手続相談など） 2/12(水) 13:00～16:00 神岡振興事務所 岐阜県行政書士会

☎058-263-6580　

  消費生活相談
（契約トラブルや多重債務などに関する相談） 〇

〇

〇

〇

毎月第一水曜日 10:00～15:00 飛騨市役所 総務課
☎0577-73-7461　

  若者就労相談
（若者を対象とした就労相談）

毎週水曜日
(2/12は休止) 13:00～16:00 古川町公民館 県若者サポートステーション

☎058-216-0125　

  ビジネスサポート相談
（売上拡大、経営改善など経営上の相談）

1/27(月)、28(火)
2/12(水)、13(木) 10:00～17:00 古川町商工会 古川町商工会

☎0577-73-2624　

ハローワーク出張相談
(職業相談、シルバー人材入会説明) － 2/19(水) 11:00～15:00 古川町公民館 ハローワーク高山

☎0577-32-1144　

  働き方改革出張相談
（労働時間、人材確保・育成などに関する相談） － 1/22(水)

2/12(水) 13:30～16:30 飛騨市図書館
メディア編集室

岐阜労働局 雇用環境・均等室
☎058-245-1550　

  こころの相談室
（精神保健福祉士によるこころの相談） 〇 2/10(月) 13:00～15:00 ハートピア古川 憩いの家

☎0577-73-0160　

  暮らしの相談
（就労・家計・ひきこもりなど暮らしに関する相談） － 平日 8:30～17:15 ハートピア古川 地域包括ケア課

☎070-2237-7730　

  もの忘れ相談
（もの忘れ、認知症の相談） － 2/13(木) 9:30～11:30 神岡町公民館 地域包括支援センター神岡窓口

☎0578-82-1456　

もの忘れ相談とホッとするカフェ
(もの忘れ、認知症の相談)

－ 2/20(木) 9:00～12:00
望ほーむ
古川町金森町（踏切横）

地域包括支援センター
☎0577-73-6233　

１月10日は「110番の日」

『87歳と85歳の夫婦 
　甘やかさない、ボケさせない』

『どんどん強くなるこども将棋 
　　　勝てる手筋がわかる本』

【
児
童
向
け
の
オ
ス
ス
メ
】

【
一
般
向
け
の
オ
ス
ス
メ
】


