飛騨市公式 LINE
市からの重要なお知らせ

ほっと知るメール
オトクなお知らせを

スマホ・携帯の LINE やメールに

日々、お届けします
登録者５千人以上 多くの方にご登録いただいています♪
防災情報
（避難・警報情報）

コロナ情報

など

（感染・ワクチン情報）

イベント情報
（プレミアム商品券
お得な物産展情報）
など

メニューから
・戸籍の窓（おくやみ情報）
など
・ワクチン情報
・防災情報
・ごみカレンダー、

法は
登録方 ら
こち

ごみの分別方法、
捨て方
・市ホームページ
をご覧いただけます

LINEやメール配信の登録者募集中！
LINEで登録
「飛騨市」と友達検索していただ
くか右のＱＲコードをスマホカメ

ラで読み取って友達追加します。

メールで登録
右のＱＲコードから空メールを送
信してください。

ｔ-hida-city@sg-p.jp

本市で運用しているLINE公式アカウントは情報配信のみの利用となっており、個人情報の収集は行っていません。
安心してご利用ください。
総合政策課
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0577-62-8880

情報の広場

Hida City
お知らせ

information

市役所からのお知らせ

豪華三本立てイベント！飛騨市旬のまるごとフェアを開催

市では、夏の「飛騨市まるごと食堂」に続いて、旬の味覚と地酒を味わう「飛騨市
旬のまるごとフェア」を開催します。
期間中は、飛騨市の伝承作物に認定されている「えごま」を使った料理が市内各
店舗で展開される「飛騨えごま月間」をはじめ、飛騨の美味しい水を使用した地
酒と料理のマリアージュが手軽に楽しめる「飛騨ちょい飲み巡り」、さらには全
国のコンクールでも金賞を受賞している飛騨市の新米を心ゆくまで堪能でき
る「飛騨ごはん食堂」を同時に開催します(豪華景品があたるスタンプラリーな
ども同時開催)。詳しくは、市公式ホームページなどに順次公開していきますの

※写真はイメージです

でご確認ください。
■開催期間
「飛騨ちょい飲み巡り」 １２月１日（水）～令和４年１月３１日（月）
１２月１日（水）～１２月３１日（金）
「飛騨えごま月間」
令和４年１月１日（土）～令和４年１月３１日（月）

「飛騨ごはん食堂」

食のまちづくり推進課
お知らせ

飛騨市美術館

0577-62-9010

企画展「美しの紙展」を開催

かわいいにあふれた世界で心をリフレッシュ！アクセサリー、ステーショナリー、水うちわ、和傘など、飛騨と美濃で
作られている和紙のプロダクトを楽しんで知っていただく企画展を開催します。本展のために、山中和紙の和傘を特
別展示します。ぜひご来館ください。
■開催期間
１２月４日(土)～令和４年１月２３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）
■入館料
一般２００円、高校生以下は無料
※ポップアップショップで使用できる
２００円クーポンを窓口で配布します
【入館無料日】
・家族ミュージアムの日
１２月１９日（日）、
令和４年１月１６日（日）
「和紙」にちなんで「０４」の日
・
１２月４日（土）、
令和４年１月４日（火）
飛騨市美術館

0577-73-3288

■ワークショップ
常設：紙を選んで下書きをなぞる「紙遊び」
要予約：ミニ提灯を１から作る「ふところ提灯づくり」
■その他
動画で企画展案内、トークライブ配信、
期間限定ショップなどを予定。
※詳細は市公式ホームページまたはチラシ
でご確認ください

７
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固定資産税は毎年１月１日現在に土地・家屋・償却資
産を所有している人に課税されます。

お知らせ

お知らせ

固定資産税における各種申告をお忘れなく

交通事故などで医療保険を使う場合は必ず
届出を！

交通事故などの第三者による行為で病気やケ ガをし、
国民健康保険証、後期高齢者医療保険証や福 祉医療受
給者証を使って治療を受ける場合は、必ず速 やかに市

■所有者とは、登記簿または課税台帳に登録 されてい
る人をいい、１月１日以前に死亡している場合等は、
その固定資産を現に所有する人（相続人等）が納税
義務者となり納付します。例えば、売買契約 が年内
に成立していても登記が翌年（１月２日以降）にな
ると旧所有者に対して翌年度分の固定資産税 が課税
されます。（未登記家屋の場合は「未登記家屋所有権
移転申請書」の提出が必要になります）
■償却資産は、各企業の決算の前後に関わら ず、１月
１日現在において、事業の用に供しているも のは申
告が必要です。
■令和３年中に家屋の新築、増改
築や取り壊し、土地の地目変更
等がありますと、翌年度の税額
に影響がありますので税務課ま
でご連絡ください。
税務課

役所担当窓口へ届出をしてください。
①第三者行為にあったら…
・相手がいる交通事故
・他人のペットなどによるケガ
・不当な暴力や傷害行為によるケガ
・スキーなどの接触事故
②まずは警察に連絡
事故証明書の交付を受ける。
③市役所に届出
事故証明などを持って市役所担当
窓口へ「第三者行為による傷病届」
を提出してください。

0577-73-3742

飛騨市ケーブルテレビは令和４年度末まで にコミュ
ファ光に完全移行します。移行に関する書類 をご加入
者の皆さんに送付していますので必ずご確認いただき、
お手続きください。
■対象者
飛騨市ケーブルテレビにご加入中の方
■必要な手続き
飛騨市ケーブルテレビ脱退同意書兼コミュフ ァ光加
入意向確認書の返送（インターネットでも受 け付け
ています）
順次、上記の手続きが完了した方には、コミ ュファ
光から申込確認の電話があります。
■期限
河合・宮川地区 令和３年１２月３１日
古川・神岡地区 令和４年３月３１日

お知らせ

お知らせ

飛騨市ケーブルテレビ事業の民間移行に
関する書類を郵送しています

市民保健課（本庁）

0577-73-7464

事業者の税申告はインターネット申請が
便利です

ｅＬＴＡＸ（エルタックス）は、地方税の申告・納税等
の手続きを、インターネット上で行える便利 なシステ
ムです。給与支払報告などの電子申告・届出 や電子納
税が可能です。ぜひｅＬＴＡＸをご利用ください。
■令和３年１月以後提出する給与支払報告書 は前々年
における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提 出すべき
枚 数 が １ ０ ０ 枚 以 上 で あ る と き は、ｅＬＴＡＸ（エ ル
タックス）または光ディスク等による提出が 義務づけ
られました。
詳しくは、ｅＬＴＡＸ
ホームページをご覧く
ださい。

■サービスに関するお問い合わせ
コミュファコンタクトセンター飛騨市専用窓口
０１２０-４２７-３４５
営業時間 ９:００～１８:００（年中無休）
管財課

８

0577-73-7462
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お知らせ

お知らせ

１１月は女性に対する暴力をなくす運動期間です

コミュニティ助成事業により
宮城センターが建設されました

１１月１２日から２５日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
１１月２５日は「女性に対する暴力撤廃国際日」です。配偶者等からの暴

（一財）自治総合センターでは宝く

力（ＤＶ）、性犯罪・性暴力、ストーカー行為などの女性への暴力は決し
て許されません。もしも自分自身やあなたの周りの人が悩んでいたら、勇

の受託事業収入を財源としてコミュ

じの社会貢献広報事業として宝くじ
ニティ助成事業を実施しています。

気を出して相談窓口にご相談ください。
令和３年度は、住民の行う自主的な
■相談窓口

コミュニティ活動を積極的に促進
＃8891

・性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

し、健全な発展を図ることを目的に、

・ＤＶ相談ナビ

＃8008

・配偶者暴力相談支援センター

0577-36-2531

宝くじの助成で古川町の宮城セン

・ＤＶ相談ナビ＋

0120-279-889

・岐阜県女性相談センター

058-213-2131

ターが建設されました。

080-2621-7281

子育て応援課ＤＶ等相談
お知らせ

玄の子地区土地改良事業

圃場整備工事が始まりました

古川町是重地内で、岐阜県が事業主体となる「県営玄の子地区土地改良事
業圃場整備第１期工事」が発注されました。
この土地改良事業では、高齢化・
後継者不足により農業離れが進ん
でいる中、将来を見据えた少人数

平均５ａ

でも効率よく営農できるよう１枚
の農地面積平均５ａから平均５０
ａに面積を拡大し、できるだけ同
じ耕作者に集約することを目的と
しています。
工事期間は、令和３年１１月から
令和６年度末頃の予定です。
農業振興課

生涯学習課
平均５０ａ

0577-73-7466

0577-73-7495

募 集

市営住宅入居者の募集

公募住宅

諏訪田団地Ａ棟

サン・アルプ旭Ａ棟

サン・アルプ旭Ｂ棟

山之村団地

西忍団地

種類

特公賃

特公賃

公営

公営

公営

募集戸数

（世帯用）１戸

（世帯用）１戸

（世帯用）２戸

（世帯用）２戸

（世帯用）１戸

所在地

古川町杉崎

神岡町殿

神岡町殿

神岡町森茂

宮川町西忍

構造・規模

ＲＣ造５階建

ＲＣ造６階建

ＲＣ造６階建

木造２階建

木造２階建

間取り

２ＬＤＫ

３ＬＤＫ

３ＤＫ

２ＬＤＫ

３ＬＤＫ

共益費別途

共益費別途

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

■敷金 家賃の３カ月分

駐車場使用料、共益費別途

駐車場使用料、共益費別途

■申込期間 １１月２２日(月)～１１月３０日(火)

■入居予定日 １月１日(土)

※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
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）
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情報の広場

こころといのちの

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。

相談窓口

こころの健康相談統一ダイヤル ℡0570-064-556
お知らせ

お知らせ

ＡＥＤや緊急時の対応に対するアンケート調査にご協力を

飛騨市消防本部では、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）や緊急時の対応に対
するアンケートを実施しています。ご協力をお願いします。

飛騨まんが王国ドローンパー
ク２０２１シーズン営業中

飛騨まんが王国隣接のドローン飛行
場を今シーズンも営業しています。
利用料無料で、大自然の中、約５万

■回答方法

㎡の広大なエリアをご利用できま

右のＱＲコードまたは下のＵＲＬからご回答ください。

す。ぜひお越しください。（利用料

https://logoform.jp/form/zBph/19077

無料・要予約）

■アンケート期間

■営業期間

１１月３０日（火）まで
神岡消防署 救急課

令和４年４月１０日(日)まで
※定休日：水、木曜日

0578-82-1119

■時間 １０：００～１７：００

お知らせ

■場所 飛騨まんが王国
■予約方法

１１月は「子ども・若者育成支援強調月間」

予約先までメールまたはＦＡＸで
岐阜県では、子どもや若者の健全育成のため、青少

お申し込みください。（希望利用

年が使用する携帯電話やスマートフォンへのフィル
タリング利用促進などの有害環境対策や社会的自立

日時、氏名、連絡先をお伝えくだ
さい）

支援に向けた取り組みを行っています。

【飛騨まんが王国】

ご家庭や地域においても、子どもとコミュ ニケー
ションを図るなど、身近な取り組みを通して、次代

メール：info@miyagawa.org

を担う子どもたちや若者の健やかな成長を見守りま

電 話：０５７７-６２-３２５９

ＦＡＸ：０５７７-６２-３３５４

しょう。
地域振興課
生涯学習課

0577-62-8904

0577-73-7495

相談コーナー
相談名 ・ 相談内容

若者就労相談
(若者を対象とした就労相談)

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)

ハローワーク出張相談
(職業相談、シルバー人材入会説明)

こころの相談室
(精神保健福祉士によるこころの相談)

もの忘れ相談
(もの忘れ・認知症の相談)

要予約
○

○

実施日

時間

場所

問い合わせ

12/1(水)、8(水)、
13:00～16:00
15(水)、22(水)

古川町公民館

県若者サポートステーション
☎058-216-0125

12/13(月)、14(火)
10:00～17:00
23(木)、24(金)

古川町商工会

古川町商工会
☎0577-73-2624

12/15(水)

13:00～17:00

神岡商工会議所

商工課
☎0577-62-8901

-

12/15(水)

11:00～15:00

古川町公民館

ハローワーク高山
☎0577-32-1144

○

12/2(木)

13:30～15:30

ハートピア古川

古川町保健センター
☎0577-73-2948

12/9(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

12/16(木)

9:00～12:00

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）

認知機能チェック および 脳トレ

○

12/23(木)

9:00～12:00

消費生活相談員による無料相談

○

12/1(水)

10:00～15:00

飛騨市役所

総務課
☎0577-73-7491

-

毎週火・木曜日
（平日のみ）

9:00～16:00

ハートピア古川

重症心身障がい在宅支援セ
ンターみらい 飛騨サテライト
☎080-8257-7552

(専門の消費生活相談員による消費生活にかかる相談)

重症心身障がい児者の相談窓口
(本人や家族の日常の不安や悩み等の相談)
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募 集

「飛騨市学園構想まなびみらい会議２０２１」の参加者を募集

「飛騨市学園構想」の３年間の取り組みを振り返りつつ、次のステッ
２０１９年に続いて２回目の開催となる今回は、
プに向けて市民と関係者の皆さんの思いを聞いたり、共に学び合う時間を目指します。そして午後からの分科会で
は、それぞれが抱える思いや課題を持ち寄り実践者からアドバイスをいただきます。ぜひご参加ください。
■日時
１２月１２日（日）９：３０～１６：００
■会場
【午前の部】古川町公民館

【午後の部】分科会は古川町内の各所

■内容
【午前の部】
①基調講演 国立教育政策研究所 長田 徹 氏
②ミニトーク ＵＦＪリサーチ 阿部 剛志 氏
③上記登壇者２人と市長、教育長によるパネルディスカッション
【午後の部】

※コロナ流行前の写真です

④分科会（教育に関する４つのテーマに分かれて）
■申込方法
インターネット申し込み（右ＱＲコード） 電話申し込み 以下までお電話ください。
学校教育課

0577-73-7494
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公民館講座 モノづくり
講演会 Land Cruiser World

およそ１万年前に縄文人がつくった

クルマ好きのあこがれ、トヨタラン

独特のフォルムの土偶たち（うち国

クル。世界を駆け回ったチーフエン

宝４点、国重３点）。何のために？

ジニアが絶対壊れない車を作る妥協

宇宙人かそれとも・・・。今その謎

を許さないモノづくりに挑戦する者

が解き明かされる！第２部では、飛

たちの物語を熱く語ります。

騨考古学会の権威吉朝則富との対談
■日時 １１月２８日（日）

があります。

１３:３０～１５:３０
■日時 １２月５日（日）
１３:３０～１６:００

■場所 古川町公民館
■定員 １００人（先着順）
■講師 小鑓貞義（トヨタ自動車

■場所 古川町公民館

元チーフエンジニア）

■定員
１００人（先着順）

募 集

募 集

募 集

公民館講座 JOMON縄文ミ
ステリー講演会

ハートピア古川「いきい
き健康教室」の参加者

閉じこもりがちになる寒い冬が来ま
す。フレイルを予防して健康に過ご
しませんか。
■対象 おおむね６５歳以上の方
■定員 １０人程度
■会場 ハートピア古川
■日時
１２月９日～令和４年３月３日
毎週木曜日 全１２回
■時間 ９：３０～１１：３０
■内容
①健康チェック
②体操（ストレッチ・筋力運動）

※参加費無料・申込不要

■講師

③健康ミニ講座

竹倉史人（人類学

■申込締切 １２月１日（水）まで

者）・吉朝則富

参加希望の方は以下までご連絡くだ

（飛騨考古学会）

さい。
※先着順ですが、初回の方を優先

※参加費無料
申込不要
生涯学習課

生涯学習課
0577-73-7495

0577-73-7495

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

地域包括支援センター
0577-73-6233

飛騨警察署からのお知らせ
「警察への提出書類に押印が
不要となりました」
警察の行政手続きについて、下記のものに
ついて押印が不要となりました。
【生活安全業務】
〇公安委員会の許可業務一般
・銃砲
・質屋
・古物商
・風俗業
・使用済金属 ・風俗案内業

『お菓子の箱だけで作る
すごい空箱工作』
はるきる／著 ワニブックス

『火星は．．．』
スザンヌ・スレード／文
あすなろ書房

お菓子の空箱だけで精巧に作られた

火星探査機の高性能カメラが撮影

剣士や魔女、ドラゴンなどの作品と作

した、火星の知られざる表情をとら

り方を紹介。顔はキャラクターのまま

えた迫力の写真絵本。気分はまるで

で少し変な、面白かっこいい世界です。

宇宙飛行士！

飛騨市図書館

0577-73-5600

【交通業務】
〇署長許可の交通行政にかかる手続き
・車庫証明
・道路使用許可
・安全運転管理者の選任等の届出
〇公安委員会の許可にかかる手続き
・運転免許証の自主返納
・運転経歴証明書
等
詳しくは、警察署窓口にお問い合わせく
ださい。

https://hida-lib.jp
飛騨警察署
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等

0577-73-0110

情報の広場
お知らせ

令和３年度予算の執行状況を公表します（令和３年９月末現在）

「飛騨市財政事情の作成および公表に関する条例」に基
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、
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３年度（令和３年９月３０日現在）の予算額に対する歳入・歳出額、基金、市債の状況をお知らせします。
●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。
歳入

収入済額： 98億7,334万円

収入率： 47.7％

歳出

206億8,523万円

歳入総額

歳出総額

206億8,523万円

98億7,334万円

(47.7％)

(33.7％)

69億7,687万円

34億9,151万円

市税

総務費

35億6,991万円

18億9,224万円

(54.2％)

(30.4％)

10億8,630万円

71億7,748万円 地方交付税
50億3,936万円

(70.2％)

収入済額

(22.4％)

4億2,317万円

県支出金

土木費

28億1,693万円

1億4,238万円

(11.5％)

(14.4％)

14億9,783万円

市債

公債費

27億4,300万円

0万円

(0.0％)

(49.6％)

13億6,069万円

その他

その他

55億5,766万円

24億5,506万円

(44.0％)

(41.3％)

22億9,572万円

支出済額

収入済額

収入不足や将来の事業に備えて蓄えているお金（貯金）

88億5,515万円

会計名

29億5,410万円
32億6,353万円

一般会計

143億4,297万円

620,505円

特別会計

14億9,426万円

64,644円

企業会計

14億5,051万円

62,752円

172億8,773万円

747,901円

支出済額

合

計

基金現在高

市民1人あたり

予算額

収入済額

支出済額

29億3,883万円

11億2,815万円

10億6,312万円

4億1,720万円

1億4,363万円

1億851万円

34億875万円

14億3,250万円

13億6,617万円

17億5,660万円

1億8,200万円

6億9,476万円

380万円

460万円

81万円

一般会計

134億7,972万円

583,159円

2億9,508万円

4,895万円

1,809万円

特別会計

73億8,436万円

319,462円

3,490万円

1,428万円

1,207万円

企業会計

10億354万円

43,415円

218億6,762万円

946,036円

駐車場事業
情報施設

予算額

●基金の現在高

予算額

下水道事業（５会計）

4億579万円

55億7,765万円

収入率：33.4％
執行率：36.9％

介護保険

18億9,195万円

(20.3％)

特別会計総額

後期高齢者医療

14億520万円

衛生費

3億4,430万円

特定の事業を行うため、一般会計とは別に設置される会計

会計名

執行率： 33.7％

41億579万円

12億4,301万円

●特別会計の執行状況

国民健康保険

民生費
(34.2％)

16億9,776万円 国庫支出金

予算額

支出済額： 69億7,687万円

給食費

●市債の現在高

学校や道路などを整備するために借りたお金（借金）
会計名

合

計

市債現在高

市民1人あたり

●企業会計の執行状況
地方公営企業法の適用を受け、営利的な事業を行う会計
企業会計総額

28億8,080万円

収入率：25.1％
執行率：25.2％

7億2,235万円
7億2,503万円
予算額

会計名
水道事業
国民健康保険病院事業

予算額

収入済額

収入済額

支出済額

支出済額

8億8,556万円

1億6,041万円

1億2,727万円

19億9,525万円

5億6,194万円

5億9,776万円

※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。
市民一人あたりは、令和３
年１０月１日現在の人口で
算出しています

財政課

0577-62-8903
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