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令和２年度決算は
新型コロナウイルス感染症対策等で

合併後最大の規模となりました

▶市　税　　市民税や固定資産税など市の税金

▶繰入金　　基金（貯金）を取り崩したお金など

▶寄附金　　ふるさと納税寄附金ほか、市内外から寄附されたお金

▶その他　　繰越金、分担金・負担金、使用料・手数料、諸収入など

▶地方交付税　　　行政サービス水準確保のため国から交付されるお金

▶国庫・県支出金　特定の事業に対して国や県から交付されるお金

▶市債　　　　　　国などから借りるお金

▶その他　　　　　地方消費税交付金、地方譲与税、その他交付金

令和２年度は、国民一人あたり１０万円を給付する国施策の他、ＰＣＲ検査等を始めとしたあらゆる感染対策、リフォーム補

助金、プレミアム商品券の発行等６７事業を行った結果、コロナ対策に係る歳出は総額３９億円となりました。国・県から

の交付金３２億円やその他特定財源５億円の歳入があったため、市の負担は２億円で抑えることができ、財政調整基金を活

用することなく極めて負担の少ない財政運営を実現することができました。

※ふるさと納税寄附金 １５億４,７６２万円（昨年度より４億１,１０２万円の増 )

【寄附のメニュー別内訳】

○地域振興・観光・まちづくり・防災事業：７億５,１４８万円

○福祉・子育て支援等事業：３億１,０６０万円

○教育・文化・芸術・環境保全事業：１億４,５４４万円

○東京大学宇宙線研究所連携事業：７,８３８万円

○こどものこころクリニックの運営事業：６,４４１万円

○飛騨市のこどもたちを大きく育むプロジェクト：５,６２１万円

○ガッタン・ゴーに関する事業：２,３５４万円　等

２５０億２,００４万円

歳入決算額

２３６億２,４６２万円

歳出決算額

１２億１,８９８万円

実質収支額
一般会計

市　税　３６億１,５２５万円

寄附金　１５億５,３１５万円

※市民税 (前年度より７,１０５万円の増 )

水力発電による売電収益が大きく伸びた企業があったこと

等による法人市民税の増

※固定資産税 (前年度より１,５９０万円の増 )

新増築家屋に対する課税や企業の設備投資が

堅調に推移したことによる増

歳入
２５０.２億円

市税
３６.１億円
（１４.４％）

自主

外部

財源

財源

３７.０

６３.０

％

％

市債１３.８億円
（５.５％）

その他外部財源８.１億円（３.３％）

地方交付税
７６.９億円
（３０.７％）

国庫・県
支出金

５８.８億円
（２３.５％）

その他
自主財源
２７.５億円
（１１.０％）

繰入金
１３.５億円
（５.４％）

寄附金
１５.５億円
（６.２％）

一般会計の状況

◀
ふ
る
さ
と
納
税
を
活
用
し
た

　「
ふ
る
さ
と
学
校
給
食
」
の
様
子
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◎自主財源　市が自主的に収入できるお金

◎外部財源　市が自主的に収入できないお金

歳入
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令和２年度決算は
新型コロナウイルス感染症対策等で

合併後最大の規模となりました

特別会計全体では実質収支額（歳入歳出の差引額から翌年度に繰り越す一般財源を除いた額）は２億４ ,９９１万

円となり、企業会計においても資金の過不足を示す資金剰余額が２８億５ ,６６４万円と、健全な事業運営になっ

ています。

実質収支額

１億１,９１７万円

実質収支額

２７億２,９５５万円

歳出決算額

２８億４,８７２万円

歳入決算額

国民健康保険

５３９万円４億１,２３２万円４億１,７７１万円後期高齢者医療

９,５６２万円３２億４,８７４万円３３億４,４３６万円介護保険

２０５万円１０億６０１万円１０億８０６万円公共下水道事業

２０４万円１億７,０９８万円１億７,３０２万円特定環境保全公共下水道事業

５０７万円３億１,４０４万円３億１,９１１万円農村下水道事業

１０７万円１,２９２万円１,３９９万円個別排水処理施設事業

１万円１億４,４７９万円１億４,４８０万円下水道汚泥処理事業

１９８万円５２８万円７２７万円駐車場事業

１,２０８万円８,６６０万円９,８６８万円情報施設

４３万円３,２１２万円３,２５６万円給食費

２億４,４９１万円８１億６,３３５万円　８４億８２６万円計

特別会計

特定の事業を行う

ため一般会計とは

別に設置された会

計

２８億５,６６４万円２４億４,７６８万円２１億３,３６１万円計

１３億４,３３５万円

資金剰余額

４億８,３６３万円

支出決算額

５億５,４００万円

収入決算額

水道事業（収益）

２億５,４１７万円４,５３６万円水道事業（資本）

１５億１,３２９万円
１６億９３９万円１４億９,３４５万円国民健康保険病院事業（収益）

１億４９万円４,０８０万円国民健康保険病院事業（資本）

公営企業会計

地方公営企業法の

適用を受けて営利

的事業を行う会計

※数値は万単位であるため、端数処理により、計や差引が合わない場合があります

▶人　　件　　費　市職員の給料・手当、議員・委員報酬など

▶物　　件　　費　光熱水費や消耗品費、各種委託料など

▶維 持 補 修 費　公共施設の修繕や道路除雪費など

▶扶　　助　　費　児童手当や生活保護、障がい者等への給付など

▶補　助　費　等　特別定額給付金、各種団体補助金など

▶公　　債　　費　これまでに借り入れたお金の返済金

▶積　　立　　金　将来のために積み立てるお金

▶投資・出資・貸付金　小口融資の原資預託金など

▶繰　　出　　金　特別会計に対する一般会計からの補てんなど

▶普通建設事業費　道路や公共施設の整備費用など

▶災害復旧事業費　自然災害により被災した施設の復旧費用

歳出

特別・企業会計の の状況歳入 歳出

維持補修費
７.１億円
（３.０％）

扶助費
１８.１億円
（７.７％）

積立金
１５.５億円
（６.５％）

人件費
３１.２億円
（１３.２％）

物件費
２８.６億円
（１２.１％）

公債費
２８.５億円
（１２.１％） 補助費等

４８億円
（２０.３％）

投資・出資
・貸付金
７.４億円
（３.１％）

繰出金
２１.６億円
（９.２％）

普通建設
事業費

２７.９億円
（１１.８％）

災害復旧事業費２.３億円
（１.０％）

歳出
２３６.２億円

特
集

令和２年度決算報告



令和２年度を
振り返る

令和２年度を
振り返る

令和２年度予算で

実施した主要な事業を

ピックアップして

紹介します。

※写真は各事業の一部の

取り組みです

特別定額給付金、各種プレミアム券、リフォーム補助金、生活
支援資金貸付、雇用支援、販売促進支援、感染対策支援など

新型コロナウイルス対策（決算３８億９,７６９万円）

飛騨市多機能型障がい者支
援センター竣工（３/２６）

多機能型障がい者
支援施設整備

（決算１億９,５７５万円）

全小中学校全学年にタブ
レット型ＰＣを整備

ＩＣＴを活用した
授業づくり※

（決算１億８,１４３万円）

稲越乗合タクシー運行開始
（１０/１）

市営バス等運行事業

（決算１億６,６３５万円）

出動指令を迅速に行うた
め、老朽化したシステムを
更新

消防指令システム・
デジタル無線部分更新
（決算２,０２０万円）

広葉樹を持続可能な資源と
して活かす様々な事業を展
開

広葉樹のまちづくり
推進

（決算２,８５０万円）

スマート農業ラジコン草刈
り機実演会（１０/１５）

農業担い手応援事業

（決算１,５３１万円）

診療・検査・人工授精など
ができる体制を整備（７ /
２７）

家畜診療所を開設

（決算８５７万円）

コロナの影響を受けている
事業者の経営相談や支援や
各種セミナー実施

飛騨市ビジネスサポ
ートセンター開設
（決算４３８万円）

流葉に健康クアオルトウォ
ーキング新コース認定（９
/６）など

スポーツ推進事業

（決算１,０５６万円）

全天候で遊べる「ハートぴ
あ広場」開設（６/２０）

全天候型の子どもの
遊び場を開設

（決算４９万円）

２４時間資源回収ボックス
を新たに河合町・宮川町に
設置

ごみ減量化・
リサイクルの推進
（決算８６２万円）

コロナ感染拡大期の大雪除
雪体制維持

※「新型コロナウイルス対策」決算額３８億９,７６９万円の一部が含まれています

除雪事業

（決算６億７,３１１万円）

宮川保育園再開（４/１～）
市内全園児６３５人

市内の保育所の
管理運営

（決算７億２,２４５万円）

福祉避難所用防災備蓄品整
備（市内５カ所）・コロナ
感染対策用備蓄品を整備

福祉避難所等の防災
備蓄品の整備事業※

（決算１,８４２万円）

４
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　令和２年度は公共施設管理基金３,１００万円を活用して神岡

振興事務所屋上防水改修、合併基金では３,１００万円を活用し

古川トレーニングセンターのトイレや屋根改修、さらに、清掃

施設整備事業基金ではクリーンセンターの燃焼施設等修繕工事

に２,８００万円を活用しました。

　基金残高は、類似団体平均および近隣団体より高い数値となっ

ており、これは大規模災害などの突発的な事態に対処できるよ

う財政調整基金として６０億～６５億円を確保する方針として

いるためです。

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、市の財政状況を判断するための指標を公表します。

　当市では、令和２年度も全ての項目で国の定める健全化基準を下回っており、財政の健全性が保たれております。今後も、

将来を見据えた堅実な財政運営に取り組んでまいります。

本市の財政は、健全な状態は維持されているものの、今後

の人口減少に伴う地方交付税の見直しなど依存財源が抑制

される傾向にある。自主財源確保に向けた積極的な取り組みや行財政の効率化に努め、

健全かつ公正な財政運営を強く望むものである。

監査意見総括

都竹市長へ意見書を提出する島田哲吉代表監査委員と前川文博議会選出監査委員▶

〇それぞれの比率の意味

実質赤字比率………普通会計の赤字額が標準財政規模に占める割合

連結実質赤字比率…全会計の赤字額が標準財政規模に占める割合

実質公債費比率……公債費（市債の返還）等が標準財政規模に占める割合

将来負担比率………将来負担すべき負債（市債等）が標準財政規模に占める割合

資金不足比率………公営企業の資金不足額が事業規模に占める割合

早期健全化基準……国が定める財政健全度の注意基準（イエローカード）

財政再生基準………国が定める財政健全度の危険基準（レッドカード）

経営健全化基準……国が定める経営健全度の注意基準（イエローカード）

●財政健全化判断比率等の状況

●基金（貯金）の状況
　令和２年度末の市債残高は、前年度から２２億１,９９

３万円減少し、２３６億４,３０３万円となりました。

　市債の発行にあたっては普通交付税による補てん措置

のある有利な地方債を選択するよう努め計画的な借り入

れをしているため、市債残高は減少していくものと見込

んでいます。

　今後もプライマリーバランス（市債の借入額と返済額

の差額）の黒字を維持し、将来負担の軽減を図る方針です。

●市債（借金）の状況

Ｒ２数値

実質赤字比率 ー

早期健全化基準

１３.１９％

財政再生基準

２０.０％

連結実質赤字比率 ー １８.１９％ ３０.０％

実質公債費比率 １３.８％ ２５.０％ ３５.０％

将来負担比率 ー ３５０.０％

資金不足比率 ー 経営健全化基準２０.０％

※赤字額や将来負担額がないため「ー」表示となっています

基金残高（Ｒ１）区分

財政調整基金 ６４億８,５９２万円

８４億６,２８９万円

５億３,８３８万円

１５４億８,７１９万円

基金残高（Ｒ２）

６４億４６６万円

８６億３４５万円

５億３,９５３万円

１５５億４,７６４万円

前年対比

▲１.３％

１.７％

０.２％

０.４％

その他・特定目的基金

運用基金

計

市債残高（Ｒ１）区分

一般会計 １６２億３,３５３万円

８４億７７３万円

１２億２,１７０万円

２５８億６,２９６万円

基金残高（Ｒ２）

１４８億１,９７５万円

７７億５,８６８万円

１０億６,４６０万円

２３６億４,３０３万円

前年対比

▲８.７％

▲７.７％

▲１２.９％

▲８.６％

特別会計

企業会計

計

飛騨市の について財政指標

飛騨市の の状況貯金 借金

130

150

155

160

145

140

135

152.5

H28 H29 H30 R1 R2

155.0
基金残高の推移 （単位：億円）

151.7
154.9 155.5

市民一人あたりの基金残高

６６万９千円（前年度から１万２千円の増加）

200.0

300.0

325.0

350.0

275.0

250.0

225.0

315.6

H28 H29 H30 R1 R2

292.3

市債残高の推移 （単位：億円）

271.3
258.6

236.4

市民一人あたりの市債残高

１０１万８千円（前年度から７万９千円減少）

※実質負担は２５万５千円

（交付税算入があるため）

特
集

令和２年度決算報告
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情報の広場

information
Hida City 市役所からのお知らせ

　今年５月の災害対策基本法施行規則の改正に伴い、福祉避難所を指定し広くお知らせすることとなりました。

　飛騨市では、以下のとおり指定福祉避難所を指定することとなりましたのでお知らせします。

【福祉避難所とは・・・】　身体等の状況が特別養護老人ホームまたは老人短期入所施設へ入所するに至らない程度の

方で、避難所の生活において特別な配慮を必要とされる方（高齢者、障がいをお持ちの方、妊産婦、乳幼児、病弱者の方

など）が避難される場所です。

指定福祉避難所を指定しました
お
知
ら
せ

障がい福祉課 0577-73-7483

受入対象者等名称 所在地 収容可能人数

要配慮者

 ・上記の方のうち、原則介助を必要とする方で、
　介助者の同行が必要

古川町総合保健福祉セン

ター（ハートピア古川）
古川町若宮二丁目１番６０号 ８０人１

要配慮者

 ・上記の方のうち、原則介助を必要とする方で、
　介助者の同行が必要

神岡町保健センター

（神岡町ふれあいセンター）
神岡町船津２１２２番地４ ３０人２

要配慮者

 ・上記の方のうち、原則介助を必要とする方で、
　介助者の同行が必要

河合町保健センター 河合町角川３１８番地 ２０人３

要配慮者

 ・上記の方のうち、原則介助を必要とする方で、
　介助者の同行が必要

宮川町公民館 宮川町林５０番地１ ２０人４

高齢者

・介助者の同行が必要
・上記の方のうち、事前に市が特定し、調整を事前
 に行った方

岐阜県立飛騨寿楽苑 古川町是重１０２番地 1０人５

高齢者（要介護３程度以上）

・介助者の同行が必要
・上記の方のうち、事前に市が特定し、調整を事前
 に行った方

特別養護老人ホーム

飛騨古川さくらの郷
古川町杉崎５９８番地１ 1０人６

高齢者（要介護３程度以上）

・介助者の同行が必要
・上記の方のうち、事前に市が特定し、調整を事前
 に行った方

特別養護老人ホーム

さくらの郷あさぎり
古川町杉崎５９８番地１ ５人７

高齢者（要介護認定を受けている程度）

・介助者の同行が必要
・上記の方のうち、事前に市が特定し、調整を事前
 に行った方
・水害の場合は受入不可の場合有

特別養護老人ホーム

たんぽぽ苑
神岡町東町６９０番地１ １０人８

高齢者（要介護認定を受けている程度）

・介助者の同行が必要
・上記の方のうち、事前に市が特定し、調整を事前
 に行った方

旭ケ丘ショートスティ

たんぽぽ苑
神岡町殿１０８１番地５３ １０人９

高齢者（要介護認定を受けている程度）

・介助者の同行が必要
・上記の方のうち、事前に市が特定し、調整を事前
 に行った方

介護医療院たかはら 神岡町殿１０８１番地１９ １０人１０

在校生、卒業生及び事前に市が特定した方

・介助者の同行が必要

岐阜県立飛騨吉城

特別支援学校
古川町片原町８番１２７ ３３人１１

利用者、利用したことのある方及び事前に市が
特定した方

・介助者の同行が必要

なかよしキッズ 神岡町殿１１５５番地５ ３０人１２
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国民健康保険および後期高齢者医療の被保険者の方で以下に該当される方に傷病手当金を支給します。

■対象者

　【給与受給者】新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いがあり、療養のためお勤めができない方

　　※就労ができなくなった日から起算して４日目以降、就労ができない期間

　【個人事業主】新型コロナウイルス感染症に感染し療養のため事業を営むことができない方

■支給額（上限あり）

　【給与受給者】（直近の継続した３カ月間の給与収入の合計額÷就労日数）×３分の２×支給対象日数

　　※ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が

　　　減額されたり、支給されないことがあります

　【個人事業主】令和元年の事業所得金額÷３６５日×３分の２×支給対象日数

■適用期間

　令和２年１月１日から令和３年１２月３１日の間で療養のため

　就労することができない期間

■申請方法

　申請手続きをされる場合は、事前に電話などで

　お問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給
お
知
ら
せ

市民保健課（本庁） 0577-73-7464

食品の製造、調理、流通、消費などの過程や、家庭などから排出される「食品廃棄物」のうち、まだ食べられるのに廃棄

されてしまう食品のことを「食品ロス」と言い、国内では、年間６００万トンの「食品ロス」が発生していると推計され

ています。岐阜県では、この食品ロスを削減するため平成３０年度から「ぎふ食べきり運動」を推進しており、飛騨市

もこの取り組みに賛同しています。

岐阜県のホームページでは、小学生以下のお子さんも楽しんで食品ロスを削減できる「ぎふ食べきり運動」親子クッ

キング動画など、さまざまな取組が紹介されています。また、皆さんに「ぎふ食べきり運動」を知っていただき、一緒に

取り組みを進めていただけるよう、公式インスタグラムを開設されています。

飲食店や食品小売店等の食品を取り扱う事業者の方には、「ぎふ食べきり運動」の協力店・協力企業を募集していま

す。詳細は、岐阜県のホームページをご覧ください。皆さんで食品ロスの削減に取り組みましょう。

「ぎふ食べきり運動」で食品ロスの削減に取り組みましょう
お
知
ら
せ

岐阜県廃棄物対策課 058-272-1111 環境課 0577-73-7482

「ぎふ食べきり運動」

公式インスタグラム

「ぎふ食べきり運動」

岐阜県ホームページ
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令和５年１０月１日から適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されます。インボイス発行事業者となるた

めの登録申請手続きは、既に本年１０月１日から始まっています。インボイス制度について理解を深め、実施に向け

て必要な準備を進めていただくための説明会を開催します。（事前申込必要）

消費税のインボイス制度説明会を開催
お
知
ら
せ

１１月２日（火）

１９:００～２０:００

古川町公民館

３階　研修室３号

個人事業者

（主催：飛騨青色申告会古川支部）

１１月４日（木）

１０:００～１１:００

古川町公民館

２階　大会議室

法人事業者

（主催：飛騨法人会古川支部）

１１月４日（木）

１４:００～１５:００

古川町公民館

２階　大会議室

個人事業者

（主催：飛騨青色申告会古川支部）

日時 場所 対象

古川町商工会 0577-73-2624　FAX0577-73-6123■申込方法　電話またはＦＡＸでお申し込みください。

■口座振替の方

　納期限前日までに残高の確認を

　お願いします。

■納付書の方

　納付書に記載の金融機関、コン

　ビニ、スマートフォン決済アプ

　リ等で納付してください。

※毎月給与の支払いを受けている

　方は勤務先の事業所で給与から

　住民税を差し引く方法による納

　税ができますので、事業主にご

　相談ください。

市・県民税第３期分の納期

限は１１月１日（月）です

お
知
ら
せ

税務課

各振興事務所（税務担当）

0577-73-3742

万一の自動車事故の際の基本的な対

人賠償を目的として、自動車損害賠

償保障法に基づき、原動機付自転車

を含むすべての自動車に加入が義務

づけられています。自賠責保険・共

済なしで運行することは法令違反で

すのでご注意ください。

【参考】

国土交通省自賠責保険（共済）

ポータルサイト

URL　https://www.jibai.jp/

忘れていませんか？「自賠

責保険・自賠責共済」

お
知
ら
せ

税務課

0577-73-3742

日本にお住いの２０歳以上の方は国

民年金に加入し保険料を納付する必

要があります。２０歳になる方に

は、日本年金機構から申請書や、保

険料の案内などが届きます。

また、国民年金制度の内容やメリッ

ト、保険料の納付方法や免除の手続

きなどをわかりやすく動画でご案内

しています。以下ＵＲＬまたはＱＲ

コードよりご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/tokuse

tsu/20kanyu.html

２０歳になったら国民年金

に加入します

お
知
ら
せ

■日時　１１月１１日（木）

　　　　９：３０～１１：００

　　　　１３：３０～１６：００

■場所　飛騨市役所

１１月の献血バス

（４００ml限定）

お
知
ら
せ

市民保健課（本庁）

0577-73-7464

古川町保健センター

0577-73-2948

８０２０運動は「８０歳になっても、２０本以上の自分の歯を残し、一生

自分の歯で食べよう」という運動で、毎年飛騨地域の歯科医師会が事業を

推進し、歯科健診を実施し、該当される方を選出し、表彰しています。

今年度は、市内２人の方が８０２０運動達成者として表彰されました。

　・赤田　興和　様（古川町）　　・中嶋　登　様（神岡町）

飛騨口腔保健協議会より８０２０運動達成者の表彰
お
知
ら
せ

古川町保健
センター

0577-73-2948

麻薬・覚醒剤乱用防止運動（１０月１日～１１月３０日）

「ダメ。ゼッタイ。」麻薬・覚醒剤・大麻の乱用をなくそう！

【国民年金の加入と保険料のご案内】

【インボイス制度とは】

　売手が買手に対して、正確な

適用税率や消費税額等を伝える

ものです。売手である登録事業

者（消費税課税事業者、免税事業

者を問わない）は、買手である取

り引き相手（課税事業者）から求

められたときは、インボイスを

交付しなければなりません。
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■敷金　家賃の３カ月分　　■申込期間　１０月２２日(金)～１０月２９日(金)　　■入居予定日　１２月１日(水)

※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

市営住宅入居者の募集
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

諏訪田団地Ａ棟
特公賃

（世帯用）１戸

古川町杉崎

ＲＣ造５階建

２ＬＤＫ

サン・アルプ旭Ｂ棟

公営

（世帯用）２戸

神岡町殿

ＲＣ造６階建

３ＤＫ

山之村団地

公営

（世帯用）２戸

神岡町森茂

木造２階建

２ＬＤＫ

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 共益費別途 共益費別途

【親子でつくろう！】

　カラフルペットさん

　《お花紙を使った、楽しいカラフルペットさん》

■内　容

　水の入ったペットボトルにお花紙(おはながみ)を入

　れ、美しくゆれるようすを見て、楽しみましょう。　

　ペットボトルに目や口をつけると面白いですよ！楽

　しい《カラフルペットさん》の誕生です！

■期　日　１１月３日（水）１３：３０～１６：００

■講　師　ユマニテク短期大学　安藤恭子

■対　象　保育園年少～小学校４年生までの

　　　　　親子１５組

■参加費　２００円

【子ども美術教室 PART２】

　木や自然の材料を使って、仮面をつくってみよう！

■内　容

　ふしぎな仮面、こわい仮面、笑っている仮面などを、

　自然の材料（木や松ぼっくりなど）をのこぎりで切っ

　たり、釘をうったり、接着したりしてつくります。

■期　日　１１月７日（日）、１１月１４日(日) 全２回

　　　　　１３：３０～１６：００

■講　師　造形作家　弓削一平

■対　象　小学校高学年～高校生までの１２人

　　　　　（申込多数の場合、抽選）

■参加費　１,０００円

飛騨市美術館ワークショップ参加者を募集（申込締切：１０月２６日(火)）
募
　
集

飛騨市美術館 0577-73-3288

時間額　８８０円（２８円ＵＰ！）

令和３年１０月１日から

岐阜県最低賃金は、年齢に関係な

く、パートや学生アルバイトなどを

含め、県内で働くすべての労働者に

適用されます。使用者も、労働者

も、１時間当たりの賃金額が最低賃

金額以上となっているかどうか、必

ず確認しましょう。

「岐阜県最低賃金」が改正
お
知
ら
せ

岐阜労働局賃金室

058-245-8104スポーツ振興課 0577-62-8030

１０月３０日から１１月２日に予定されていた「ねんりんピック岐阜２０

２１」は、新型コロナウイルス感染拡大を受け、市民、選手団および大会

関係者等の十分な安全を確保することが困難であることから「中止」とな

りました。

これまで本大会を応援していただき、ありがとうございました。

■今後のねんりんピックの予定

　令和４年度：神奈川県

　令和５年度：愛媛県

　令和６年度：鳥取県

ねんりんピック岐阜２０２１サッカー交流大会は

中止となりました

お
知
ら
せ
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夫・パートナーからの暴力や職場等におけるセクシャ

ル・ハラスメント、ストーカー行為等、女性をめぐる

人権相談に人権擁護委員が中心となって電話で相談に

応じます。どなたでもお気軽にご利用ください。（相談

無料）

■日　　時　１１月１２日（金）～１８日（木）

　　　　　　月から金曜日：８：３０～１９：００

　　　　　　土・日曜日：１０：００～１７：００

　（上記強化週間以外の日でも、平日８：３０から

　　１７：１５まで相談に応じています）

■電話番号　０５７０－０７０－８１０

　　　　　　※通話料は相談者の負担となります

■相談担当者　人権擁護委員、法務局職員

　パソコン、携帯電話からも相談を受け付けています。

　https://www.jinken.go.jp/

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化
週間

相
　
談

子育ての小さな悩みや不安の積み重ねなど、さまざま

な理由で起こる児童虐待は親子を傷つけ苦しめます。

そんな不幸な児童虐待を防ぐ第一歩は、相談すること

です。

・あなた自身が出産や子育てに悩んだら。

・周りの親子で気になる様子などがあれば。

・虐待を受けたと思われる子どもがいたら。

勇気をだして次の相談窓口へ相談・連絡してください。

※連絡は匿名で行うことも可能です

※連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます

【相談窓口】

・ 児童相談所全国共通ダイヤル

　℡１８９（いちはやく）

・ 飛騨子ども相談センター

　℡０５７７-３２-０５９４

・ ひだ子ども家庭支援センターぱすてる

　℡０５７７-３７-１０６１

・子育て応援課

　℡０５７７-７３-２４５８

１１月は児童虐待防止推進月間
相
　
談

市民保健課（本庁）

0577-73-7464

子育て応援課

0577-73-2458

未来を担う青年の新しい人生の門出を祝福し、令和４

年飛騨市成人式を開催します。

※今後、新型コロナの影響により、式典時間の短縮お

　よび入場制限、開催延期となる可能性があります。

　成人式に関する最新情報は、市公式ホームページで

　随時お知らせします。

■開催日時

　令和４年１月３日（月）

　１４：００～

■会場

　古川会場：飛騨市文化交流センター

　神岡会場：神岡町公民館

■対象者

　平成１３年４月２日～平成１４年４月１日生まれで、

　飛騨市に住民登録のある方、または平成２８年度に

　飛騨市内の中学校などを卒業された方。

■出欠確認

　１１月上旬に成人式のご案内を送付します。案内に

　掲載の回答フォームより出欠をご報告ください。

令和４年　飛騨市成人式を開催
お
知
ら
せ

生涯学習課 0577-73-7495

以下の日程で年金相談を行います。

■相談内容

①年金受給に関すること

②国民年金の免除申請、口座振替の手続きについて 等

■場所および日時（事前予約可能）

　【神岡会場　神岡振興事務所】

　　１１月４日（木）１０：００～１５：００

　【古川会場　飛騨市役所】

　　１１月１８日（木）１０：００～１５：００

■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委任状（本人が来庁できない場合）

　※新型コロナウイルス感染症の影響により中止とな

　　る可能性があります

高山年金事務所による出張年金相談
相
　
談

古川　市民保健課（本庁） 0577-73-7464

神岡　神岡振興事務所市民福祉係 0578-82-2252
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市では、株式会社サイネックスと

の官民協働で「飛騨市子育てガイ

ドブック」を作成しています。来

年度ガイドブックに掲載希望する

子育て自主サークルを募集（掲載

無料）しますので、希望される

サークルは１１月５日までにご応

募ください。

また、１０月から１２月にかけて

サイネックス営業担当者が市内企

業へ広告募集に伺いますので、ご

協力をお願いします。

令和４年度版子育てガイドブ

ックの掲載希望団体等の募集

募
　
集

〔ガイドブックに関して〕

　子育て応援課

0577-73-2458

〔広告に関して〕

　㈱サイネックス　北陸支店

0776-34-6566

飛騨市ケーブルテレビで過去に放送された番組を再放送します。もう一度

見たい番組タイトルや放送内容などをリクエストしてください。

【リクエスト例】・〇〇年〇月の「ビデオだより」を再放送してください

　　　　　　　　・去年〇月の○○公演を再放送してください　　など

　　　　　　　　※番組によっては再放送できない場合があります

■申込方法　申込フォーム（右ＱＲコード）または、以下

　　　　　　までお電話ください。

飛騨市ケーブルテレビ番組再放送リクエストを募集
募
　
集

総合政策課 0577-62-8880

住宅用火災警報器は、故障や電池切れで火災を感知しないことがあります。

火災から命や財産を守るため、半年に１回は点検しましょう。また、１０

年を目安に本体を交換しましょう。

■点検の方法

　ボタンを押す、またはひも

　を引いて作動確認をします。

⇒正常な場合

　メッセージや音が鳴ります。

⇒音が鳴らない場合

　寿命や電池切れの可能性が

　あります。取扱説明書を確

　認して、本体または電池を

　交換してください。

住宅用火災警報器は定期的に点検を
秋の全国火災予防運動（１１月９日～１５日）

お
知
ら
せ

飛騨市消防本部 予防課

0577-73-6199

もの忘れ相談
(もの忘れ・認知症の相談)

○

9:30～11:30 神岡町公民館

11/18(木)

11/11(木)

9:00～12:00

地域包括支援センター神岡窓口
☎0578-82-1456

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

11/17(水) 13:00～17:00 神岡商工会議所

11/11(木) 13:30～15:30 ハートピア古川

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)

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)

○

○

-

11/17(水)

11/9(火)、10(水)
24(水)、25(木)

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

古川町保健センター
☎0577-73-2948

11/17(水) 11:00～15:00 古川町公民館
ハローワーク高山
☎0577-32-1144

認知機能チェック　および　脳トレ ○ 11/25(木) 9:00～12:00

こころの相談室
(精神保健福祉士によるこころの相談)

○

相談窓口情報を悩み別に検索できるサイト（QRコード）です。

電話でのご相談も受け付けています。

こころの健康相談統一ダイヤル　℡0570-064-556

こころといのちの

相談窓口

オレンジの森
古川町新栄町11-5
ツタビル２階
（1階にコインランドリーあり）

認知症地域支援推進員
☎090-1408-1017（月～金）
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市では、飛騨産（飛騨地域内）の

お米を扱っている飲食店や旅館を

「飛騨の米取扱店」として認定し

ています。認定店には、キャプ

ションスタンドなどを無償提供す

ることでお客さんに対して飛騨の

米のPRを行っています。

現在、飛騨の米を取り扱っている

事業者、今後取り扱いたいと考え

ている事業者の方は、ご相談くだ

さい。

飛騨の米取扱認定店を募集
募
　
集

食のまちづくり推進課

0577-62-9010

市内で飛騨市産米を取扱う個人、

団体で飛騨市産米の商品を新規で

開発される方を支援しています。

■補助内容

　①新規ロゴや梱包材のデザイン

　　開発

　②新規梱包材の制作

■補助率

　対象経費の１/２

　（上限２０万円）

自慢のお米を商品化して

みませんか？

お
知
ら
せ

食のまちづくり推進課

0577-62-9010

ハロウィンの飾りつけのほか、記

念撮影コーナー、「まじょのおは

なし会」やハロウィン探偵のクイ

ズもあります。ぜひ、仮装をして

遊びに来てください。

■飛騨市図書館「暗がりライブラ

　リー ハロウィンパーティ」

　１０月２２日(金)

　１７：００～２０：００

　※館内が暗くなります

■神岡図書館「ＨＡＰＰＹ☆ＨＡ
　ＬＬОＷＥＥＮ」

　１０月２３日(土)

　１３：３０～１７：００

図書館でハロウィンを

楽しもう！

お
知
ら
せ

飛騨市図書館 0577-73-5600

飛騨警察署からのお知らせ

「夜間の交通事故防止」

　秋口から年末にかけての夕暮れ時から夜

間、いわゆる「魔の時間帯（１６時～２０

時）」に交通死亡事故が多く発生する傾向

にあります。下記を実践し、夜間の交通事

故を防止しましょう。

図 書 館 に お い で よ 新着図書ピックアップ

大人向けのオススメ 子ども向けのオススメ

『東京ディストピア日記』
桜庭一樹／著　河出書房新社

　これはディストピア小説？いえい

え、コロナ禍の東京です。小説家が紡

いだ1年間の非日常の記録。ご近所さ

んとのやりとりが微笑ましい。

『デリバリーぶた』
加藤休ミ／さく　偕成社

　「ああ、たべたいなあ」の声が聞

こえたら、海のまんなか、山のてっ

ぺん、どこでもお届け！加藤休ミさ

んの描くラーメンが好きです。

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

〇ハイビームの活用

　歩行者や障害物等を早く発見できるよ

う、ハイビーム（走行用前照灯）を活用し

ましょう。ただし、先行車や対向車がいる

時は、ロービーム（すれ違い用前照灯）に

切り替えなければなりません。

〇反射材の装着

　歩行者や自転車利用者は明るい色の服装

や反射材を身に付けましょう。

〇早めのライト点灯

　運転者は、日没３０分前を目安に早め

のライト点灯を心がけましょう。

１０月…１６時３０分

１１・１２月…１６時

ライト点灯

時刻の目安



自衛隊高山出張所では、陸上自衛隊高等工科学校生徒の採用説明を行います。

【採用説明】

■日時

　１１月～１２月の平日９：３０～１６：３０

　※時間内であればいつでも説明可能です。ご希

　　望の方は事前にご連絡ください

■場所

　自衛隊高山出張所

　（高山合同庁舎１Ｆ）

■説明内容

　高等工科学校に関する

　ことおよび自衛隊に関

　すること。

陸上自衛隊高等工科学校生徒の採用説明の実施
募
　
集

自衛隊岐阜地方協力本部　高山出張所

0577-32-3028

■募集種目

　陸上自衛隊高等工科学校生徒

■資格

　１５歳（中卒見込み含む）以上１７歳未満

【推薦】

■受付期間　１１月１日～２６日

■試験日

　令和４年１月８日～１１日のいずれか１日

【一般】

■受付期間　１１月１日～１２月２２日

■試験日

　１次：令和４年１月２２日～２３日のいずれか１日

　２次：令和４年２月３日～６日のいずれか１日

情報の広場
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市では、広報ひだ、同報無線放送、市ホームページなどの広報について、公平な目線でご意見をいただく「広報モニ

ター」制度を実施しています。今年６月に実施した第１回アンケートで、広報ひだに関する内容とご意見を抜粋して

公表します。

■アンケート期間　６月１５日～３０日　　　　■回答率　９４％（回答者３２人／モニター総数３４人）

■広報ひだでよく見る記事ページは？

■主なご意見

■紙面の見やすさは？

 ・見やすい　５３％

 ・ふつう　　４４％

 ・見にくい　　３％

■記事の表現は適切か？

 ・分かりやすい　４７％

 ・ふつう　　　　４７％

 ・分かりにくい　　６％

飛騨市広報モニター第１回アンケート結果を公表
お
知
ら
せ

総合政策課

0577-62-8880

広報ひだ以外に関する内容やご意見の詳細は、

市公式ホームページ（右ＱＲコード）をご覧ください。

特集 １９％

情報の広場 ２８％

戸籍の窓 １６％

連載の庭 １６％

まちの話題いろいろ ２２％

まちづくりレシピ １３％

人口の動き ６％

その他 １９％

意見無し・無回答 １９％

【広報ひだ】

・お知らせ記事の青色の文字が見にくい。

・「人口の動き」を町別に載せてほしい。

【対応】

・お知らせ記事の青文字を黒字に統一しました。

・町別の人口内訳を掲載しました。

【同報無線放送】

・聞き取りにくい。はっきりと放送して欲

 しい。

【対応】

 ・「滑舌良くゆっくり話す」「日時・場所などポイントをはっきり 

　と」など、聴きやすい放送のポイントを放送機に掲示します。

【市公式ホームページ】

・探したい情報にたどり着きにくい。

【対応】

・記事の分類を整理・集約し、どの入口から探しても、欲しい記事 

 にたどり着けるように整理を実施していきます。
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　古川小学校学校運営協議会の「学校

支援部」では、「古川やんちゃ学（ふ

るさと教育）」の指導・支援を行って

います。育てたい子ども像として「飛

騨古川に自信と誇りを持ち、たくまし

く未来を切り拓いていく「古川やん

ちゃっ子」を育てたい」を掲げ、地域

と連携しながら、人・自然・伝統・文

化・暮らしに関わる学びを通じて「未

来を切り拓く力（自分は地域にどのよ

うに貢献できるか考えられる力）」を

育てます。

　学びの活性化の為に「ふるさとア

ドバイザー（ＦＡ）」を学年毎に設置

し、テーマを決め、適した人材をお

願いし、ＦＡの人脈を使って深く豊

かな学びを提供。先生の異動があっ

ても継続できる仕組みです。学びの

サイクルはＰＤＣＡ（課題設定、情

報収集、整理分析、表現）＋Ｇ（古

川への貢献）を目指しています。

　私は５年生の「防災教育」を担

当。昨年度は未知の感染症の影響が

あり、行政関係者や防災士会の協力

を得てスタートしました。今年度は

総合の時間を効率的に使い、話を聞

くだけではなく、実際に体験した

り、考えたりする授業を行っていま

す。（被災者の体験談を聞く、段

ボールベッド体験等）

　地域が関わることの良さとして、

生活の中での生きた情報、学校では

学べないこと、人々の生きざまを伝

えます。先生とは違った授業の進め

方もあり、子どもたちはその変化を

楽しんでいます。地域の人にとって

は、わかりやすく伝えようと考える

ことで、大人の新たな学びになって

います。授業の学びとふるさと教育

を繋ぐことで、子どもたちの記憶に

定着していくものと考えます。学び

の発表・報告の場を、コロナ禍の中

でどう創出していくか、学年をまた

いでＦＡ同士の意見交流をし、地域

全体でどう学びをサポートしていく

体制づくりができるかが今後の課題

です。

　ナツメにカリン、クリにアケビ、

秋には季節を感じ、薬効ある果実等

が採れるのがとても楽しみです。

　どれも素晴らしい薬効が期待で

き、木が土中から吸い上げた豊富な

ミネラルを実として美味しくいただ

くことができますが、中でも特に目

にする、手にする機会が増えるのが

カキです。また、オレンジ色の実が

たわわに実る姿は里山の景色を彩

り、秋だなと感じられます。

　カキは果実はもちろん、ヘタや種

まで捨てるところがないほど有用な

のです。皮も一般的に色々な養分が

多く集まっている部分ですがカキも

御多分にもれず栄養豊富です。

　カキの効能としては実を食べるこ

とで、脳卒中、高血圧、がん、糖尿

病の予防効果が期待できます。ヘタ

を煎じることでしゃっくりに、皮も

食べると血管を丈夫にする効果があ

ります。実は普通に食べるのはもち

ろんオススメですが、青い実のうち

に取って柿渋を作るのもいいです

し、熟した実を丸ごと漬け込んで美

味しい柿酢を作ってもいいですね。

　種はそのままでは食べるのが難し

いですが、黒焼きという方法を使っ

て、更に粉末にすると、様々なミネ

ラルを取ることができ、骨粗相症を

改善し、認知症予防が期待できま

す。時間をかけて炭化させる黒焼き

は、ただ焦がすのではない特殊な製

法です。もしカキの種の黒焼きの現

物が見たい場合はぜひ「ひだ森のめ

ぐみ」へ行ってみてください。

　これまで実を食べたら捨てていた

ヘタ、種、皮部分。意外な効能があ

りますよね。

　これから夏の疲れが出てきます。

十分にミネラルを取ることで体を癒

やし、冬めがけて体にたっぷり取り

込みましょう。

学校教育課 0577-73-7494

地域振興課

0577-62-8904

▲防災授業の様子

参考：村上光太郎　薬草を食べる

みんなで活かして
楽しい毎日！飛騨の

薬草を学ぶ
教養講座

カキ

採取先 野山、スーパーなど

脳卒中、がん、高血圧、糖尿病、

骨粗相症、認知症
効　能

⑦

「ふるさと教育アドバイザーの活用」

古川小学校学校運営協議会副会長

北平智久
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　昨年１２月、飛騨市終活支援セン

ターでは古川町公民館において『第

１回　終活フェア』を開催しまし

た。これは、終活に関連する専門家

（公証人、司法書士）や専門業者

（不動産、葬儀、お墓、片付け他）

が一堂に介して個々にブースを設

け、その場で終活に関係した相談に

応えるといったものです。相談者に

とっては、一度にいくつもの相談が

できるとあって、大変好評をいただ

きました。そんな『終活フェア』を

今年も開催します。

　『終活』という言葉を耳にする

と、あまり感じ（漢字）がよろしく

ないと思われる方が多いようです。

昨今は『生き活』『生前整理』『真

心活』（まこかつ）などという言葉

に言い換える人もいますが、行うこ

とは同じです。家族のことを思いや

り、純粋な気持ちで最期まで尽くす

と共に、心配や不安のない日常を送

るために、気がかりなことを今のう

ちに整理しておきましょうという事

です。

　誰しも自分がいつかは終わりを迎

えることを考えるのは嫌なもので

す。そして、心のどこかで死を遠ざ

けて考えています。まして『終活』

を行うことによって、余計に死を引

き寄せてしまうのではないかと考え

がちです。しかし、何も手をつけら

れないままでいることで、むしろ不

安を抱えてしまっているのではない

でしょうか。

　そんな不安を解消するために、ま

た家族の中で終活を話すきっかけと

して、そしていつも気にかけている

のに、なかなか動き出せないでいる

方も、ご夫婦や親子で、またご友人

と共に、ぜひ足を運んでいただきた

いと思います。

問　　飛騨市終活支援センター

　　　（飛騨市社会福祉協議会内）

0577-73-3214

■１１月２７日(土)

■１３：００～１６：００

■古川町公民館　大会議室

■詳細は市内回覧にて告知

人生を生き生きと過ごすために

終活フェア

第２回

人生の期限を
意識する

はじめませんか？

そろそろ
終活

＜その1９＞

■材料（５人分ほど）

・ころいも(芋)　　　５００ｇ

・【減塩】増毛醤油　大さじ２

・三温糖　　　　　　大さじ３

・酒　　　　　　　　１５０ｃｃ

・みりん　　　　　　大さじ２

・サラダ油　　　　　大さじ１

■作り方

①　ころいも(芋)はきれいに洗い、　

　　切れ目を入れて油でよく炒める。

②　①に砂糖・酒・しょうゆの順に

　　入れて、ふたをして煮る。

③　沸騰したら弱火にする。

④　ころいも(芋)がやわらかく

　　なったら、ふたを取り、落

　　としぶたに変え時々なべを

　　ふり、様子を見ながら煮詰

　　める。

古川町保健センター

0577-73-2948

飛騨市飛まわり会

減塩レシピ紹介

『ころいも』

まめとく減塩協力店をご利用ください

■栄養成分（１人前）

・カロリー１４８Kcal

・タンパク質２.７ｇ

・脂質２.５ｇ

・炭水化物２６.５ｇ

・塩分０.８ｇ

■使用した減塩食品

　（ＪＳＨ減塩食品　日本高血圧学会減　

　　塩・栄養委員会）

・増毛醤油〈塩分ひかえめ〉（イチビキ）

　通常のしょうゆより塩分35％カット
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戸籍の窓
情報の広場

ご 結 婚

お名前　　　　　住所

坂本　　直道　　高山市
下堂前　阿寿紗　古川町新栄町

竹原　克徳　　　古川町上野
伊藤　麻希　　　安八郡輪之内町

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 https://www.city.hida.gifu.jp/

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

２０２１年１０月３１日現在（敬称略）

お名前　　　　　住所　　　　　　　　　保護者

【古川町】

池尾　志乃　　　信包　　　　　　　　　健一・真梨奈

森本　一世　　　末広町　　　　　　　　雄士・慶子

沖田　蒼弥　　　三之町　　　　　　　　弥斗・綾乃

後藤　喜磨　　　若宮一丁目　　　　　　成登・麻衣

【神岡町】

小椋　唯　　　　船津（宝町）　　　　　一紀・奈菜恵

お 誕 生

しの

ゆい

いっせい

そうや

はるま

16

10

＋6

件数

1

3

－2

死者

22

10

＋12

傷者

290

272

＋18

男
11,202

出　　生  6

死　　亡 30

高齢化率 39.66％

転　入 25

転　出 51

女
11,913

計
23,115

世帯数
8,874

4 751

0 0

1 75

人口の動き 消防の状況

飛騨市

その他
（管外出動）

前月比

火災 救急

交通事故の状況

本年累計

昨年同期

増減

人身交通事故 物　　損

交通事故

（９月１日現在）（１０月１日現在　住民登録人口） （８月３１日現在）

神岡町 7,620

宮川町 585

河合町 878

古川町

町別人口内訳

14,032

お詫びと訂正

　広報ひだ２０２１年９月号１２ページ「市の人事

行政について、人事行政の運営等の状況の公表に関

する条例に基づき、公表します」の『①職員の任免

及び職員数に関する状況』『（４）部門別職員の状況』

に以下のとおり誤りがありました。皆様にご迷惑を

おかけしましたことを深くお詫びし訂正させていた

だきます。

■公営企業等の令和３年度の職員数小計

　及び増減

【誤】小計：１６６（３２）、増減：４０（－２）

【正】小計：１３４（３２）、増減：８（－２）

■令和３年度の職員数合計及び増減

【誤】合計：４９９（１５９）、増減：３３（－３）

【正】合計：４６７（１５９）、増減：１（－３）

次の方から温かいご寄付をいただきました。

【一般寄付金】
行政書士　佐藤克成事務所　様（古川町）
　　　　　　　　　　　　　　　　　金額非公表

【福祉施設及び学校等へ】
( 有 ) 古川住設管工事　様（古川町）
　　　　　　　　　　　　　　　　車いす１５台

【市内小中学校へ】
古川燦倶楽部　様　（古川町）
　　　　　　サーキュレーター（送風機）１６台

【飛騨市民病院へ】
匿名　（神岡町）　　　　　　　　　　金５０万円
登林　二郎　様　（神岡町）　　　　　金額非公表
井上　広義　様　（神岡町）　　　　　金額非公表
まめな会　会長　甲谷　賢介　様　（神岡町）
　　　　　　　　　　　　　　　　　金１０万円
翔竜会　会長　畠中　敏弘　様　（神岡町）
　　　　　　　　　　　　　　　　　金２０万円
西能　千鶴子　様　（神岡町）　　　　金１３万円

【新型コロナウイルス感染症対策として】
台北駐日経済文化代表処　様
　　　　　　サージカルマスク　１６，０００枚

ご 寄 付

お 悔 み

お名前　　　　　住所　　　　　　　　年齢
【古川町】
松井　美喜雄　　栄一丁目　　　　　　（86）
國定　求　　　　栄二丁目　　　　　　（79）
西野　きぬ子　　向町一丁目　　　　　（95）
神出　真由美　　殿町　　　　　　　　（65）
前畑　　枝　　　上町　　　　　　　　（92）
西之腰　和子　　増島町　　　　　　　（86）
森腰　ミヲ　　　信包　　　　　　　　（94）
下田　ま　　　　数河　　　　　　　　（88）

【河合町】
堂前　忠一　　　角川　　　　　　　　（79）

【宮川町】
櫻枝　守　　　　岸奥　　　　　　　　（73）

【神岡町】
井上　広彦　　　東雲（西野町３）　　　（91）
長瀬　ひさゑ　　船津（新富１）　　　　（92）
堀田　千　　　　割石　　　　　　　　（89）
宮前　稔　　　　殿（殿中）　　　　　　（86）
東　　ミ江子　　船津（下今１）　　　　（87）
保木　ヱキ　　　寺林（寺林４）　　　　（93）
茂利　孝治　　　東町（末広１）　　　　（85）
柴田　文夫　　　夕陽ケ丘（江馬７）　　（77）
菱川　典子　　　城ケ丘（江馬６）　　　（92）

お名前　　　　　住所　　　　　　　　年齢

林下　昭夫　　　船津（蔵前）　　　　　（71）
清水　明美　　　森茂　　　　　　　　（93）
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＼ 市民ライターがまちの話題をお届け!! ／

広報ひだまち特派員レポート
（特派員 ： 水樹  華 ・ 岡田  直樹）

特 レ ポいろいろ
まちの話題

特 レ ポ

　８月３０日から約３週間にわたり、飛騨市内で観光インター

ンシップを行った立教大学観光学部３年の古川恵理さんが、

飛騨市役所で成果発表を行いました。

　市は立教大学観光学部と連携し、同学部の実習生を受け入

れており、今年はホテル季古里が受け入れに協力されました。

　古川さんは４種類のリンゴジュースの飲み比べなど同ホテ

ルならではのメニューを提案した他、シャンプーやボディー

ソープといったアメニティグッズの質の向上、ホームページ

の改善などを提案しました。

　「インターンシップを通して、自主性や計画性、柔軟性など

自分に足りなかったことに気づけたので、今後の課題にしたい」と古川さん。「アクセスが大変で、最初は何もなく

てさびしい所と思っていましたが、さまざまな人とふれあい、温かさにあふれた町だと思いました」と話していました。

立教大学観光学部３年の古川恵理さんが成果発表
３週間にわたって飛騨市で観光インターンシップ

9/17

特 レ ポ

　古川祭の祭り屋台･青龍台を守る青龍組青年部ＯＢでつくる

「殿町青龍会」（中村泰己会長）が、ＪＲ飛騨古川駅前でプラン

ターに花を植える奉仕活動を行いました。

　今年で９年目を迎えた飛騨吉城特別支援学校との交流活動

の一環。今回は、新型コロナウイルス感染拡大を受け、あら

かじめ同校の児童・生徒がカラフルな絵を描いたプランター

を使って、会員２０人が花の苗を植えました。

　プランターはマリーゴールドや黄花コスモスなど６種類の

花をあしらった寄せ植えで、全部で２０個作りました。水や

りなど花の世話は同校の子どもたちが行います。

　中村会長は「殿町を美しい花で飾り、美観とあいさつが絶えない環境を創り出したいと思います。支援学校の生徒

さんには花の世話でも協力していただくので、学校とのつながりも、より深まります」と話していました。

飛騨吉城特別支援学校と交流
 「殿町青龍会」がＪＲ飛騨古川駅前で花植えの奉仕活動

9/5

特 レ ポ

　第６６回全国高等学校軟式野球選手権大会で準優勝した中

京高校の内野光一選手（主将、キャッチャー、古川町出身）

と内野慎太郎選手（ピッチャー、古川町出身）が、沖畑康子

教育長に結果を報告しました。

　沖畑教育長は「４連覇のプレッシャーを背負いながらも２

人で力を合わせて頑張ったと思います」と声をかけました。

　２人は双子の兄弟で、試合ではバッテリーを組んで試合に

臨みました。兄の光一さんは「ここまで来れたのは皆さんの

支えがあったから。準優勝できたのは皆さんのおかげ。学ん

だことを次のステージに生かしたい」、弟の慎太郎さんは「コ

ロナ禍で開催できたのは関係者のみなさんをはじめとする多くの方々のおかげ。優勝旗を持ってこれず悔しい気持ち

はありますが、ここで学んだことは社会で通じると思います。次のステージに向けて頑張りたい」と話されました。

古川町出身、中京高校の内野兄弟が来訪
全国準優勝を教育長に報告

9/3
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いろいろ
まちの話題飛騨市

Facebook 公式アカウント

まちの話題に掲載しきれないイベントや写真は市の公式 Facebook で配信中。

飛騨市役所

　飛騨市と中日ドラゴンズが協力してふるさと納税の返礼品

を制作し、寄附の受付を開始しました。

　事業は「飛騨市の子どもたちをスポーツで元気に」をテー

マに、市内事業者がドラゴンズのマスコット「ドアラ」やド

ラゴンズのイラスト・ロゴ等を使って新たに開発した返礼品

を中心にふるさと納税の寄附を募るものです。

　寄附金は、市内スポーツ少年団の備品や環境整備、プロス

ポーツに普段接する機会が少ない子どもたちを対象に行うプ

ロ野球観戦ツアーなどに活用します。

　返礼品は、ドアラが包装に登場する地酒や、味噌煎餅、新

開発のスープを使ったラーメン、ドラゴンズブルーで青く色づけした和ろうそく、根尾昂選手の市後援会制作オリジ

ナル Tシャツなど計１２商品。来年以降、各事業者の店舗等での販売も予定されています。

飛騨市×中日ドラゴンズでふるさと納税コラボ返礼品を制作
スポ少の環境整備や子どもたちのプロ野球観戦ツアーなどに寄附を

特 レ ポ

　認知症に対する正しい知識や具体的な対応方法等を市民へ

伝える「飛騨市認知症キャラバンメイト」の皆さんやもの忘

れ相談窓口「オレンジの森」のスタッフ、飛騨署員などが古

川小学校を訪れ、小学４年生８０人を対象に「認知症キッズ

サポーター養成講座」を開催しました。

　講座では、認知症の人への接し方として「驚かせない」「急

がせない」「心を傷つけない」の３つが大切であることを強調。

「相手の目の高さで優しく、ゆっくり、分かりやすい言葉で話

して」「何度も同じことを尋ねるかもしれないけれど、優しく

接して」などとアドバイスしました。

　受講した西野司竜君は「認知症の人に会ったら心優しく対応して、心が痛まないようにしてあげたい」と感想を話

していました。

児童へ初めて「認知症キッズサポーター養成講座」
市認知症キャラバンメイトなどが古川小で実施

9/29

9/29

特 レ ポ

　大雨に伴う土砂災害や河川氾濫が予想される際、児童と園

児を確実に保護者に引き渡す「緊急時帰宅訓練」が、宮川小

学校で行われました。自然災害が起きやすい山と川に囲まれ

た同校と宮川保育園が初めて行った訓練で、欠席者を除く児

童６人と園児４人がそれぞれの家族の協力を得て行いました。

　児童たちは、緊急放送が入るとランドセルを背負って体育

館に集合し、続いて園児たちも職員に見守られながら体育館

へ。この後、子どもの引き渡しを各家庭にメールで連絡しま

した。保護者は案内に従って車や徒歩で来校し、職員は保護

者を確認して子どもを引き渡しました。

　車で迎えに訪れた園児の父親、松永宗憲さんは「幅広い災害を想定して訓練してもらえるので、安心ですね」と話

していました。

子どもを保護者へ確実に引き渡す訓練
宮川小学校・保育園で緊急時の帰宅訓練を実施

9/28
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古紙配合率 100、白色度 77％
再生紙を使用しています

　オリンピック競技になり、注目度が上がっているスケートボ
ードと BMX。実はオリンピック選手も練習に来るスケートパ
ークが飛騨市にあるのはご存じですか？今回は河合町にある
Simjah Skatepark（シムジャスケートパーク）代表の吉田将さ
んにお話を伺いました。
　吉田さんは古川町生まれ。高校卒業後は東京の学校に行
きましたが、家業を継ぐために飛騨に戻って来ました。
　趣味のスケートボードは中学生の頃に友達の影響で始め
ましたが、当時は部活が忙しく、なかなか時間を作ることがで
きませんでした。高校３年生の部活引退を機に再開。東京で
も続け、飛騨に戻って来てからも高山の緑地公園で滑り、気付
けば仲間もたくさんできました。
　次第に『安全に気軽に滑れるスケートパークがあったら…』
という思いが芽生えた吉田さん。仲間と一緒に『飛騨市小さな
まちづくり応援事業』に応募したことがきっかけで、河合の旧
羽根体育館を借りることができ、ほとんど手作りで、仲間たち
と本格的なスケートボードパークを作りあげました。
　利用者は全国各地から評判を聞いて集まってくれているそ
うで、初めての方にはレンタルを行い、乗り方も吉田さんたち
が教えながら一緒に滑ることもできるそうです。
　吉田さんは家業の他に、ゲストハウスの運営もやっていま
す。社宅として使っていた物件の活用について、宿を経営して
いる友人に相談したところ、「ゲストハウスにしたらいいんじ

ゃない？」という提案をもらいました。経営についても、将来の
為に勉強したいと思っていたタイミングで、なにより友人が楽
しそうに宿経営をしている姿に憧れ、2019 年、古川に『ゲスト
ハウス chakra（チャクラ）』をオープンさせました。
　しかしコロナの影響で難局に立たされます。次の一手を考
えた時、『これからはワーケーション（ホテルなどの休暇先で
仕事を行うこと）や移住が増えるのでは？』と思い、『宿を活用
して、飛騨で暮らすように滞在してもらうことで、滞在拠点や移
住のきっかけになったら…』と考えました。そんな時に市役所
から移住コンシェルジュの話があり、今年の４月に就任。市に
問い合わせのあった移住検討者に、市内を案内したり、市民目
線のリアルな生活情報を紹介する活動もスタートさせました。
　また今年の春には「家を建てたい人」と「飛騨の匠」をつな
ぐマッチングサービス『匠の御縁です』を立ち上げました。こ
れは吉田さん自身が家を建てようと思った時、誰に何を相談
していいのかわからず悩んだことがきっかけだったそうで、設
計士さん、大工さん、職人さんと直接つながる事ができる、新
しい家の建て方の選択肢になるようなサービスです。
　何よりも地元が好きで、「飛騨を盛り上げたい！」と次々楽し
い事業を展開する吉田さん。「新しいことを始めるのは大変な
ことも多いですが、各事業にいいパートナー、仲間がいるの
で、なんとか乗り越えられています。今後は、一つ一つ成果を
出していきたい」と笑顔で語ってくださいました。
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