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財政課 0577-62-8903

令和２年度予算の執行状況の公表（令和３年３月末現在）
お
知
ら
せ

information
Hida City 市役所からのお知らせ

　市の財政運営について市民の皆さんに知っていただくため、「飛騨市財政事情の作成および公表に関する条例」

に基づき、年に２回、予算の執行状況などを公表しています。今回は、令和２年１０月１日から令和３年３月３１

日の予算額に対する歳入・歳出の状況と、基金・市債の年度末残高見込みをお知らせします。なお、一般会計及び

特別会計には５月３１日まで出納整理期間があるため、今回公表する金額は決算額とは異なります。 

市債現在高 市民１人あたり

638,040円148億1,975万円一般会計 ２年度末

688,708円162億3,353万円
一般会計

元年度末

334,037円77億5,868万円一般会計 ２年度末

356,698円84億773万円
特別会計

元年度末

45,834円10億6,460万円一般会計 ２年度末

51,830円12億2,170万円
企業会計

元年度末

1,017,911円236億4,303万円一般会計 ２年度末

1,097,236円258億6,296万円
総額

元年度末

●市債の現在高
学校や道路など公共施設を整備するために借りたお金

（家計における借金）

基金現在高 市民１人あたり

605,045円140億5,338万円一般会計 ２年度末

589,480円138億9,463万円
一般会計

元年度末

64,333円14億9,426万円一般会計 ２年度末

67,463円15億9,016万円
特別会計

元年度末

59,995円13億9,351万円一般会計 ２年度末

58,870円13億8,763万円
企業会計

元年度末

729,373円169億4,115万円一般会計 ２年度末

715,813円168億7,242万円
総額

元年度末

●基金の現在高

収入不足や将来の事業に備えて蓄えているお金

（家計における貯金）

●企業会計の執行状況

営利的性格を有し、民間企業とほぼ同様の会計処理を行う会計です

●特別会計の執行状況

保険事業や下水道など特定の事業を行うために設置される会計です

●一般会計の執行状況

市が行う仕事の中心部分となる会計です。皆さんから納めていただいた市税や国から交付される地方交付税を主な収入源とし、福祉施
策やごみ処理、公共施設の整備、小・中学校の運営など様々な行政サービスの提供に使われます。

３月末執行率

92.8％

48.1％

うち下期支出済額

10億5,888万円

３月末支出済額

3億8,899万円 2億5,454万円

16億7,304万円

予算歳出

水道

病院

8億903万円

18億359万円

３月末収入率

89.6％

51.0％

うち下期収入済額

11億3,462万円

３月末収入済額

4億1,291万円 2億5,264万円

16億1,571万円

予算歳入

水道

病院

8億903万円

18億359万円

３月末執行率

85.9％

86.1％

うち下期支出済額

2億6,373万円

３月末支出済額

25億411万円 14億7,142万円

3億6,363万円

予算歳出

国保

後期

29億910万円

4億2,329万円

89.2％16億4,217万円30億273万円介護 33億6,664万円

89.7％8億6,488万円15億2,330万円下水道 16億9,869万円

61.9％447万円452万円駐車場 731万円

69.7％4,725万円6,777万円情報 9,722万円

82.8％1,924万円2,829万円給食 3,415万円

87.8％43億1,316万円74億9,435万円総額 85億3,640万円

３月末収入率

91.9％

83.1％

うち下期収入済額

2億5,657万円

３月末収入済額

24億1,852万円 13億9,395万円

3億8,904万円

予算歳入

国保

後期

29億910万円

4億2,329万円

83.3％14億2,913万円28億560万円介護 33億6,664万円

31.0％3億4,633万円5億2,662万円下水道 16億9,869万円

99.4％92万円726万円駐車場 731万円

89.7％4,133万円8,725万円情報 9,722万円

90.1％2,104万円3,078万円給食 3,415万円

73.4％34億8,927万円62億6,507万円総額 85億3,640万円

３月末収入率うち下期収入済額
３月末時点
収入済額

予算歳入

市税

地方
交付税

国庫
支出金

県
支出金

市債

その他

歳入
総額

35億6,928万円 34億6,787万円 15億6,524万円 97.2％

105.9％

93.1％

71.3％

39.1％

94.7％

93.3％

72億6,106万円 76億9,154万円 26億8,374万円

47億972万円 43億8,692万円 17億9,875万円

14億2,392万円 10億1,475万円 8億4,335万円

15億1,321万円 5億9,095万円 5億9,095万円

66億1,520万円 62億6,624万円 39億8,592万円

250億9,239万円 234億1,827万円 114億6,795万円

３月末執行率うち下期支出済額
３月末時点
支出済額

予算歳出

総務費

民生費

土木費

教育費

公債費

その他

歳出
総額

66億5,386万円 61億1,931万円 28億8,277万円 92.0％

73.8％

56.1％

85.5％

100.0％

75.6％

80.4％

43億7,338万円 32億2,655万円 17億3,499万円

33億1,467万円 18億5,810万円 13億622万円

15億2,913万円 13億788万円 7億2,159万円

28億5,110万円 28億5,080万円 14億2,435万円

63億7,025万円 48億1,716万円 25億2,512万円

250億9,239万円 201億7,980万円 105億9,504万円
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情報の広場

■補助事業の概要

飛騨市住宅リフォーム補助金（後期分）の受付を開始
お
知
ら
せ

都市整備課 0577-73-0153

あんきで暮らしやすい住まいづくりを推進するために、令和３年度から３年間、住宅リフォーム補助事業を行いま

す。令和３年度の４月に実施した前期申請受付が終了しましたので、引き続き、７月に後期申請受付を行います。

なお、本補助事業は１住宅につき１度しか利用できませんので、よくご検討の上申請してください。

また、令和２年度の緊急経済対策住宅リフォーム補助制度を利用した住宅は、申請できませんのでご注意ください。

■申請受付期間

　７月１２日（月）から１６日（金）まで

　※受付時間は、８：３０から１７：１５まで

■申請受付場所

　飛騨市役所西庁舎３階　都市整備課　または、各振興事務所　担当窓口

■交付対象者の決定方法

　　前期受付にて多数の申請があったことを踏まえ、後期受付より交付対象者の決定方法を、先着順方式から抽選方

　式に変更します。申請総額が予算の範囲を超えた場合は、「公開抽選」を行います。「公開抽選」における、抽選番号・

　抽選日・抽選場所等については、申請受付時にご連絡します。

　　また、抽選の結果については、後日申請者全員に郵送にて通知します。（抽選が中止となった場合も同様）

■申請手続きの流れ

　①住宅リフォーム工事計画書様式を提出（見積書添付）

　②公開抽選にて交付対象者を決定（結果通知の送付）

　③本計画書を提出（工事内容がわかる図面、写真等を貼付）　⇒工事内容の審査（決定）

　④工事完了後、交付申請書の提出　⇒交付決定（補助金の支払い）

　※詳細は、飛騨市ホームページ（右ＱＲコード）をご覧いただくか、都市整備課建築係まで

　　お問い合わせください

補 助 対 象 者 飛騨市に住民登録しており、市税等の滞納がない方

対象となる住宅 市内の一戸建て住宅、または併用住宅

（居住用として利用する倉庫や車庫、外構工事も対象です。）

対象となる工事

補　助　金　額

次のすべてを満たす工事が対象となります。

　①居住する住宅のリフォーム工事

　②市内の業者または個人が施行する工事

　③対象工事費が１０万円以上（消費税含む）

　④申請した年度内に完成する工事

対象工事金額 補助率 補助上限

１０万円以上～１００万円以下 工事費の１/５ ２０万円

１００万円を超える工事 工事費の１/３ ５０万円
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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親子育て世帯に対し、児童一人当たり５万

円の『子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）』を支給します。

※ひとり親世帯以外（ふたり親世帯）の低所得の子育て世帯に対する特別給付金の支給については、詳細が決まりし

　だいお知らせします

■支給対象者

　①令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けている方

　②公的年金等を受給していることにより、令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

　　※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る

　③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準と

　　なっている方

■手続き方法

　上記①に該当する方は申請不要ですが、②または③に該当する方は令和４年２月２８日までに申請が必要となり

ます。

　申請書類等は市ホームページからダウンロードするか、子育て応援課、各振興事務所にてお渡しします。

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）の申請
お
知
ら
せ

子育て応援課 0577-73-2458

厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）」コールセンター 0120-400-903

新型コロナ感染対策によりマスク生活が続いています。市の令和２年度熱中症(疑い含む)搬送件数は１３件、うち９

件(６９％)が６５歳以上の高齢者です。また半数以上が自宅で発生しています。

今年も早めの熱中症対策をしましょう。

早めの熱中症対策を　～マスク着用により熱中症リスクが高まります～
お
知
ら
せ

■熱中症予防のポイント　

　① 『喉が渇く前に水分補給』　

　　１口、２口と、こまめに水分補給しましょう。

　② 『１日３食たべる』

　　３回の食事で約１リットルの水分補給ができます。

　　食事から熱中症予防に必要な塩分も摂れるため、きちんと食べましょう。

　③ 『十分な睡眠をとる』

　　睡眠で疲れを溜めないようにしましょう。

　④ 『換気と上手な冷房使用』

　　温度・湿度が高くならないように、こまめに換気しましょう。扇風機やクーラーなど早めに使用しましょう。

　⑤ 『外出は涼しい時間帯に』

　　農作業、散歩など屋外活動は涼しい時間帯を選びましょう。屋外活動は

　　もちろん、病院受診時も水分を持ち歩きましょう。

■こんな時は…

　意識がなくなった、意識がぼんやりとするなど症状がある

　場合は、ためらうことなく１１９番へ連絡し救急車を要請

　してください。

地域包括ケア課 0577-73-6233
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成年年齢引き下げ後の成人式について
お
知
ら
せ

生涯学習課 0577-73-7495

民法の改正により令和４年４月１日から成年年齢が１８歳に引き下げられ

ます。飛騨市の成人式「二十歳を祝う集い（仮名称）」は、令和５年１月以降も

現行どおり２０歳を対象として開催します。

■２０歳を対象として開催する理由　　

　・成年年齢引き下げの影響を受ける市民アンケート調査の結果、従来どお

　　りの開催を求める意見が多いこと

　・１８歳を対象とした場合、進学や就職準備を控え出席が難しいこと

　・２０歳を対象とした場合、自ら切り開いた貴重な２年間の進学や就職等

　　について成年者が語り合うことで、飛騨市の良さを再認識する機会とな

　　ること

■開催時期　　

　・１月３日（現行どおり）

■開催方法　　

　・中学校区ごと　古川・神岡の２会場（現行どおり）

　市公式ホームページ（右上QRコード）から市民アンケート調査の結果をご

覧いただけます。

６月から２４時間資源ごみ回収ボッ

クス２台を開設しました。

■増設場所

 ・古川町袈裟丸「袈裟丸研修セン　

　ター向い」

 ・神岡町山田「旧山田保育園　駐　

　車場」

■回収品目

　衣類、新聞紙、雑誌、ダンボール

　紙パック

■利用時間　２４時間

■注意事項

 ・雑誌、新聞紙、ダンボール、紙

　パックは十字に縛ってください。

 ・回収品目以外は置かないでくだ　

　さい。

 ・衣類は袋から出して緑のネット　

　に入れてください。

資源ごみ回収ボックスを新設

（古川町袈裟丸・神岡町山田）

お
知
ら
せ

環境課 0577-73-7482
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【特定外来種防除の実施について】

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防除作業を行います。

■期　　間　６月～１０月頃

■場　　所　市内幹線道路（通行量の多い路線の退避場、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）

■内　　容　手作業による抜き取り、焼却処分をします。

【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

ティアの皆さんを支援します。お気軽にご相談ください。

【分布調査結果を公開しました】

　令和２年度に実施した分布調査結果を『岐阜県　県域統合型ＧＩＳ』で公開しました。身近な場所にも

特定外来生物が分布し、本来の生態系に影響を与えているかもしれません。是非ご覧ください。

　分布調査は右のＱＲコードからご覧になれます。

　※この事業は「岐阜県森林・環境税」を活用しています

特定外来生物防除の実施・ボランティアの募集
募
　
集

環境課 0577-73-7482

市で保管する国指定重要有形民俗文化財「飛騨の山樵及び木工用具」から、山仕事や山にかかわる生活について紹介

する展覧会です。山の知識を活かし力強く生きるひだびとの姿をぜひご覧ください。

■開催期間　７月３日（土）～８月２２日（日）　■開館時間　９:００～１７:００（入館は１６:３０まで）

■休館日　月曜日（祝日の場合は翌平日）　　　■観覧料　一般２００円、高校生以下無料（無料開放日：第３日曜日）

■関連事業　詳細は展覧会チラシや美術館ホームページでご確認ください

飛騨市美術館　企画展「山と生きるひだびと」を開催
お
知
ら
せ

飛騨市美術館 0577-73-3288

トークイベント

「智慧に満ち溢れた山の生活

                  ～ちょっと昔の山の生活～」

■日時　７月３日（土）１３:００～１４:００

講　演　会

「森林文化の起源を探る考古学」

■日時　７月３日（土）１５:００～１６:３０

トークイベント

「栃の実ー昔ながらのアク抜き技法ー」

■日時　７月１０日（土）１３:００～１４:３０

ワークショップ

「民具のトチクジリも体験！　トチもちづくり」

■日時　７月１１日（日）
（１部）９:００～１２:００／（２部）１３:００～１６:００

ワークショップ

「目抜きダンギリ（ガンド）を使用した自由工作」

■日時　７月１８日（日）９:００～１２:００

トークイベント

「飛騨市広葉樹のまちづくり　トーク＆ワーク

　ショップーオリジナルのスツール作成」

■日時　７月１８日（日）１３:００～１６:００
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新型コロナワクチンの接種に便乗し

たトラブルや悪質商法に注意くださ

い。

■ワクチン詐欺に関する消費者トラ

　ブルについては、下記のホットラ

　インへご相談ください。

■新型コロナワクチン詐欺消費者　

　ホットライン

　℡　０１２０-７９７-１８８

■相談受付時間

　１０:００～１６:００

　（土日祝日を含む）

「新型コロナワクチン詐欺」

  に注意を

お
知
ら
せ

総務課 0577-73-7461

令和４年度の固定資産税に係る新

築、増改築および解体家屋の調査を

行っています。

適正かつ公正な課税のため、調査も

れが生じる事のないよう、予定を含

め下記の期間に工事を着工、完了す

る家屋の所有者は税務課まで報告し

てください。

■対象期間

　令和３年１月２日から

　令和４年１月１日

※すでに税務課による家屋調査をさ

　せていただいた方は報告の必要は

　ありません

家屋の新築、増改築、解体の

報告を

お
知
ら
せ

税務課 0577-73-3742

市では、市が所有する法定外公共物

で、既に機能が喪失してしまってい

るものやその用途を廃止することが

できるものを売払います。

●法定外公共物とは

　道路、河川や水路などのうち、道

路法や河川法などが適用されないも

のを法定外公共物といい赤道（里道）

や青道（水路）などと呼ばれること

もあります。

　手続き方法は、

市公式ホームページ

（右ＱＲコード）を

ご覧いただくか、以

下までお問い合わせ

ください。

法定外公共物の売払い
お
知
ら
せ

建設課 0577-73-3936

生涯にわたって健全な食生活を送る

ことができる人を育てる取り組みが

「食育」です。

　「１日３食きちんと食べる」「家族

そろって食事をする」「家族一緒に

料理をする」「感謝して食事をいた

だく」「地元産の食材を選ぶ」、この

ようなことが「食育」につながりま

す。この機会にできることから始め

てみませんか？

毎年６月は食育月間

毎月１９日は食育の日

お
知
ら
せ

古川町保健センター

0577-73-2948

市では、税収確保のため、市税の納

期内納付を推進しています。便利な

口座振替をはじめ、コンビニ納付や

一部スマホアプリによる決済も可能

です。

　税負担の公平・公正確保のため、

地方税法の規定により、督促状を発

した日から起算して１０日を経過し

た日までに納付されないと、やむを

得ず財産差押などの滞納処分を行う

場合もありますので、納期内納付に

ご理解、ご協力をお願いします。

　なお、一時に納付できない事情が

ある場合はご相談ください。

市税は納期内に納付を
お
知
ら
せ

税務課

各振興事務所（税務担当）

0577-73-3742

６月から１２月までがん検診を実施

します。検診をご希望で、まだお申

込みをされていない方は、７月３０

日までに古川町保健センターへお申

し込みください。

■実施する検診

　胃がん、大腸がん、肺がん、子宮

　がん、乳がん検診

がん検診の申し込み
お
知
ら
せ

古川町保健センター

0577-73-2948

■２０２１スローガン

ご自身の歯磨き習慣を見直してみま

しょう。

歯と口の健康週間
お
知
ら
せ

古川町保健センター

0577-73-2948

一生を 共に歩む 自分の歯
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（一財）あしなが育英会では、保護

者が病気や災害、自死などで死亡さ

れたり、障害（１～５級の障害認定）

を負っているご家庭のお子さんで、

経済的な援助を必要としているご家

庭を対象に奨学金を貸与します。

■応募資格

　高等学校（定時制・通信制を含む）・

　高等専門学校等に在学している生

　徒、または令和４年４月に高校へ

　進学を予定している中学３年生

■奨学金制度の概要

 ・奨学金は「無利子貸与＋給付」型

 ・奨学金　国公立４万５千円（うち

　貸与２万５千円・給付２万円）、　

　私立５万円（うち貸与３万円、給

　付２万円）

 ・入学一時金制度あり

「あしなが育英会」奨学生の

　募集

募
　
集

（公財）交通遺児育英会では、保護

者等が道路における交通事故で死亡

したり、重い後遺障害で働けないな

ど、経済的な理由で、修学が困難な

高等学校以上の生徒・学生に奨学金

を貸与します。

■応募資格

　高等学校・高等専門学校、大学等

　に在学している生徒・学生、また

　は令和４年４月に進学予定の方。

■奨学金制度の概要

 ・奨学金は無利息です

 ・奨学金　月額２万円～１０万円

　（大学などは一部給付あり）

 ・入学一時金制度あり

 ・入学前の予約申請制度あり

 ・ 「学生寮」「家賃補助」など大学生・

　専修生向け制度あり

「交通遺児育英会」奨学生の

　募集

募
　
集

育英会フリーダイヤル

0120-77-8565

育英会フリーダイヤル

0120-52-1286

６月から、夜間・休日に発生した循

環器疾患（※）の緊急処置を必要と

する救急搬送先が、高山赤十字病院

と久美愛厚生病院との間で輪番制と

なりましたので、かかりつけの病院

とは異なる病院に搬送される場合が

あります。

※血液を全身に循環させる臓器であ

　る心臓や血管などが正常に働かな

　くなる疾患のことで、高血圧・心

　疾患・脳血管疾患

　などがあります

循環器疾患に伴う救急

搬送先が輪番制に

お
知
ら
せ

地域包括ケア課

0577-73-6233

令和３年度に市内で行われる選挙の

期日前投票事務従事者および期日前

投票立会人を募集します。

なお、期日前投票事務従事者は、市

の会計年度任用職員として、期日前

投票立会人は、非常勤の特別職職員

として勤務することになります。

■任用期間等

　期日前投票期間のうち１～２週間

　程度

■給料または報酬

　期日前投票事務従事者

　　　　　　　　　　時給８８０円

　期日前投票立会人

　　 　　　　　　日額９,０００円

■応募方法

　下記までお問い合わせいただくか、

　市公式ホームページより詳細をご

　確認のうえお申し込みください

「期日前投票事務従事者、期日

　前投票立会人」の募集

募
　
集

飛騨市選挙管理委員会

0577-73-7461

農業振興地域農用地区域から除外す

る申請を受け付けます。

　農業振興地域の農用地区域に設定

されている農地を転用するために

は、農用地区域から除外したうえで、

転用申請を行う必要があります。

■申請受付期間

　７月２６日 (月 )

　　　　　～８月２７日 (金 )厳守

※1年を通じてこの期間以外は、除

　外申請できませんのでご注意くだ

　さい。また、申請により必ず除外

　されるものではありませんので、

　ご不明な点はお早めにご相談くだ

　さい

農業振興地域農用地区域の

除外申請の受け付け

お
知
ら
せ

農業振興課 0577-73-7466

パソコンの基本操作や一般的なアプ

リケーションの使い方、障がいに応

じた入力支援機器の相談など、電

話、訪問にて対応します。お気軽に

お問い合わせください。（相談無

料）

■対象者　

　飛騨市在住で身体障がい者手帳を

　お持ちの方

身体に障がいがある方の
パソコン利用をサポート

お
知
ら
せ

福祉メディアステーション

飛騨ブランチ 0577-34-1316
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飛騨市美術館

0577-73-3288
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飛騨警察署からのお知らせ

【チャイルドシートを　　　

　　正しく使用しましょう】

　車に乗るときは、後部座席を含めて

全ての座席についてシートベルトを締

めることが法律で義務づけられていま

すが、同じように６歳未満の幼児を乗

せるときも、チャイルドシートの使用

が義務づけられています。

　時速60㎞で壁に衝突した場合、高さ

約14ｍのビルから落ちるのと同じ衝撃

となります。

　大切なお子さんを守るためにも必ず

チャイルドシートを使用しましょう。

図 書 館 に お い で よ 新着図書ピックアップ

一般向けのオススメ 子ども向けのオススメ

『大学教授、発達障害の子
を育てる』
岡嶋裕史／著

光文社

　「敢えて批判を承知で」と前置きし

てから、知的障害と発達障害の違いを

コンピュータに置き換えて語る。さ

らっと読める体験談です。

『ぐん太』

夢枕獏／文

小学館

　作家、夢枕獏が「心の中で、この

30年間ずっと育ててきた」物語。飯

野和好の絵をして完成を見た一冊。

飛騨警察署 0577-73-0110
飛騨市図書館 0577-73-5600 https://hida-lib.jp

〇　子供の体格に合ったチャイル

　　ドシートを選びましょう。

〇　取扱説明書に従って、正しく

　　取り付けましょう。

〇　「面倒だから」「すぐ近くだか

　　ら」といった安易な気持ちは

　　厳禁！

チャイルドシートの
使用にあたって

「飛騨みんなの博覧会」は、市の魅

力を体験プログラムとして提供する

着地型体験イベントです。

体験イベントのプログラム提供者を

募集します。詳しくは、観光課まで

お問い合わせください。

飛騨みんなの博覧会のプログ

ラム提供者の募集

募
　
集

観光課 0577-73-7463

キャラクターを自分でつくって考え、マンガに挑戦します。

びっくりキャラクター、ふしぎキャラクターなど、オリジナルのマンガを

描いてみましょう。

■講　師　ワダアスカ

■日　時　７月２５日（日）、

　　　　　８月１日（日）  

　　　　　１３:３０～１６:００

■参加費　５００円

■定　員　小学校高学年～

　　　　　高校生までの１５人

子ども美術教室Part1　マンガにチャレンジ参加者募集
募
　
集
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相談コーナー
相談名 ・相談内容 要予約 実施日 場所時間 問い合わせ

13:00～16:00 古川町公民館

10:00～17:00 古川町商工会

7/21(水) 13:00～17:00 神岡商工会議所

7/21(水) 11:00～15:00 古川町公民館

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)

もの忘れ相談
(もの忘れ・認知症の相談)

若者就労相談
(若者を対象とした就労相談)

ハローワーク出張相談
(職業相談、シルバー人材入会説明)

○

○

○

-

21(水)、28(水)

7/7(水)、14(水)

   20(火)、21(水)
7/8(木)、9(金)、

県若者サポートステーション
☎058-216-0125

古川町商工会
☎0577-73-2624

商工課
☎0577-62-8901

9:30～11:30 神岡町公民館

7/15(木)

7/8(木)

9:00～12:00

地域包括支援センター神岡窓口
☎0578-82-1456

認知症地域支援推進員
☎090-1408-1017（月～金）

オレンジの森
古川町新栄町11-5
ツタビル２階

ハローワーク高山
☎0577-32-1144

7/7(水) 10:00～15:00 飛騨市役所消費生活相談員による無料相談
(専門の消費生活相談員が消費生活にかかる相談)

○
総務課
☎0577-73-7461

■敷　　金　家賃の３カ月分

■申込期間　６月２３日(水)～６月３０日(水)　　■入居予定日　８月１日(日)

※ＲＣ造…鉄筋コンクリート造　Ｓ造…鉄骨造

・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

■日　　時　８月２１日（土）１０:００開始予定

■場　　所　飛騨市文化交流センター

■参加資格　１５歳以上４０歳未満

■募集部門　弦楽器・木管楽器・金管楽器（トランペット・ホルン・

　　　　　　トロンボーン・テューバ）・ピアノ・マリンバ

　　　　　　※電子楽器不可

■参 加 費　１０，０００円

■審 査 員　金木博幸（東京フィルハーモニー交響楽団首席チェロ奏者）他

　　　　　　詳しい応募方法などは、市公式ホームページ（右ＱＲコード）をご覧ください。

市営住宅入居者の募集
募
　
集

第２１回飛騨河合音楽コンクールの参加者募集
募
　
集

都市整備課 0577-73-0153（古川・河合・宮川）

神岡振興事務所 建設農林課 基盤係 0578-82-2254（神岡）

公募住宅

種類

募集戸数

所在地

構造・規模

間取り

家賃

新栄町団地

特公賃

（世帯用）１戸

古川町新栄町

Ｓ造３階建

３ＬＤＫ

杉崎団地Ｂ棟

公営

（世帯用）１戸

古川町杉崎

準耐火２階建

３ＬＤＫ

下気多団地

公営

（世帯用）１戸

古川町下気多

木造２階建

４ＤＫ

サン・アルプ旭Ｂ棟

公営

（世帯用）１戸

神岡町殿

ＲＣ造６階建

３ＤＫ

サン・アルプ旭Ｅ棟

公営

（世帯用）１戸

神岡町殿

木造２階建

２ＤＫ

サン・アルプ旭Ｇ棟

公営

（世帯用）１戸

神岡町殿

木造２階建

２ＤＫ

山之村団地

公営

（世帯用）２戸

神岡町森茂

木造２階建

２ＬＤＫ

宮川団地

特公賃

（世帯用）１戸

宮川町林

木造２階建

２ＤＫ

西忍団地

公営

（世帯用）２戸

宮川町西忍

木造２階建

３ＬＤＫ

入居者の所得に応じて決定

駐車場使用料、共益費別途 駐車場使用料、共益費別途 駐車場使用料、共益費別途 駐車場使用料、共益費別途 駐車場使用料、共益費別途 共益費別途共益費別途共益費別途共益費別途

飛騨音楽の里 飛騨河合音楽コンクール事務局（河合振興事務所内） 0577-65-2221
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