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■募集職種

※業務内容、勤務条件や給与（報酬等）など詳しくは、飛騨市ホームページ（右ＱＲコード）

　または総務課人事給与係までお問合せください

■任　　期　令和４年４月１日より１年間（次年度必要とする職種で成績良好な場合、２回まで更新可）

■申込方法　市販の履歴書に希望する職種番号および名称を記載の上、持参または郵送にてご応募ください。

　　　　　　資格が必要な職は資格者証の写しも同封してください。

■申込期限　１月５日（水）（必着）

■選考方法　書類選考の上、応募人数により面接試験（１月下旬予定）を行います。

令和４年度４月１日採用　会計年度任用職員を募集
募
　
集

総務課 0577-73-7461

information
Hida City 市役所からのお知らせ

情報の広場

番号 職種 勤務場所 資格要件 勤務日など

１ 保育士 市内保育園 保育士 ８：００～１６：３０（月～金）　※勤務時間相談可（週４日程度）

７ 教育相談員

８ 非常勤講師

９ 校務員

市内中学校 資格不問 ８：００～１６：４５（月～金）　※長期休暇中は勤務なし

１３ 図書館事務員 飛騨市図書館

神岡町図書館

資格不問 ８：３０～１７：１５または１１：３０～２０：１５（シフトにより週５日）

１４ 司書 司書 ８：３０～１７：１５または１１：３０～２０：１５（シフトにより週５日）

市内小中学校 教員免許（英語） ８：３０～１５：００（月～金）

資格不問 ７：３０～１６：１５（月～金）

１０ 児童生徒支援員 資格不問 学校指定時間のうち５時間程度（月～金）　※長期休暇中は勤務なし

１１ 学校図書司書 資格不問 学校指定時間のうち４～５時間程度（月～金）　※長期休暇中は勤務なし

２ 保育士 やまびこ教室 保育士 ８：３０～１７：１５（月～金）

３ 就労支援員 ハートピア古川 資格不問 ８：３０～１７：１５（月～金）

１５ 美術館事務員 飛騨市美術館 資格不問 ８：３０～１７：１５（シフトにより週５日）

１６ 医療事務 飛騨市民病院

神岡振興事務所

医療事務 ８：３０～１７：１５（月～金）

１７ 病院用務員 普通自動車

運転免許

７：３０～１６：１５（月～金）、７：３０～１１：３０（土・日）

一週間交代制

１８ 宿直員兼用務員 普通自動車

運転免許

８：３０～１７：１５または１７：１５～８：３０（シフトにより週５日）

１日７.７５時間勤務

４ 介護支援専門員 飛騨市地域包括

支援センター

介護支援専

門員

８：３０～１７：１５（月～金）　※勤務時間相談可

※保健師または社会福祉士資格所有者も応募可

１２ 公民館管理人 古川町公民館

神岡町公民館

資格不問 ８：１５～１７：００（月～金）

また、古川のみ１７：００～２２：００（水～日）

５ 衛生施設作業員 飛騨市クリーン

センター

資格不問 ５：１５～２１：４５のうち７.７５時間（シフトにより週５日）

※建設機械系の運転技能講習修了者、クレーン特別教育修了者等が望ましい

６ 児童生徒支援員

兼児童クラブ指

導員

市内小学校 資格不問 学校指定時間のうち７.７５時間(月～金)

または、５時間程度勤務（授業日は支援員業務、長期休暇中は必要に応

じて児童クラブ指導員）

※放課後児童支援員資格の有無により時間給決定
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窓口業務は、１２月２９日（水）～１月３日（月）まで休みとなります。

戸籍謄抄本や住民票等、各種証明が必要な方は、１２月２８日（火）までに市役所・各振興事務所窓口で手

続きをしてください。※住民票・印鑑登録証明書の休日発行はありません

なお、出生届や死亡届等の届出は、市役所および各振興事務所の宿日直室で受け付けます。

年末・年始における公共施設等営業日について
お
知
ら
せ

【休診】飛騨市民病院、河合・宮川・杉原・袖川・山之村診療所

　１２月２９日（水）～１月３日（月）※期間中、飛騨市民病院では宿日直医師が急患に対応します

　こどものこころクリニック　１２月２９日（水）～１月５日（水）

【開所】休日診療所（高山市役所　保健センター内）　　0577-35-3175

　１２月３１日（金）８：３０～１１：３０

　１月２日（日）・３日（月）９：３０～１１：３０、１３：００～１４：３０

【救急病院案内】飛騨市地域救急医療情報センター　　0577-74-3799

■市役所・各振興事務所

■診療

■温泉・入浴施設

■図書館

■環境施設

〇 休 〇 〇 〇 〇 〇 休休

１２/２７ １２/２８ １２/２９ １２/３０ １２/３１ １/１ １/２ １/３ １/４

休 休 休 〇 〇 〇〇〇 休

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇〇

〇 〇 休 休 休 休 休 〇〇

飛騨古川桃源郷温泉ぬくもりの湯すぱ～ふる

河合健康増進施設ゆぅわ～くはうす

飛騨まんが王国宮川温泉おんり～湯

流葉温泉Ｍプラザ

老人福祉センター割石温泉

１８:００まで営業１８:００まで営業

１７:００まで営業１７:００まで営業

〇休 休〇

１２/２８ １２/２９ １２/３０ １２/３１ １/１ １/２ １/３ １/４

〇 休 〇

休

休

休

休

休

休

休

休 〇

飛騨市リサイクルセンター

飛騨市クリーンセンター

休 休 休 休 休 休 休 休 〇

１２/２７ １２/２８ １２/２９ １２/３０ １２/３１ １/１ １/２ １/３ １/４

飛騨市図書館・神岡図書館

■敷金　家賃の３カ月分　　■申込期間　１２月２１日(火)～１２月２８日(火)　　■入居予定日　２月１日(火)

※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

諏訪田団地Ａ棟

特公賃

（単身用）１戸

古川町杉崎

ＲＣ造５階建

１ＤＫ

諏訪田団地Ｂ棟

公営

（世帯用）１戸

古川町杉崎

ＲＣ造５階建

３ＬＤＫ

新栄町団地

特公賃

（単身用）１戸

古川町新栄町

Ｓ造３階建

１Ｋ

サン・アルプ旭Ａ棟

特公賃

（世帯用）１戸

神岡町殿

ＲＣ造６階建

３ＬＤＫ

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

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）１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 共益費別途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
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■特に凍結しやすい場所

　・風当たりの強い屋外にある水道管　・北向きで、日影にある水道管　・むき出しになっている水道管　

■凍結防止の方法

　・凍結防止ヒーターの電源が入っているかどうか、ヒーターや保温材が破損していないかなどをご確認ください。

　・冬期間使用しない給水栓の水抜きや積雪防護などの対策を行ってください。

　・長期間、家を留守にする場合は、水抜きなど十分な凍結防止策を行ってください。

　・定期的に凍結防止装置及び給水管状況を確認してください。

　・メーターボックス内に保温材（発砲スチロールなど）を入れるなどの対策を行ってください。

■水道管が凍ってしまったら　　　　　　　　　　　　　　　　

　凍った部分にタオルや布などをかぶせ、その上からゆっくりと「ぬるま湯」をかけてください。なお、蛇口を開けて

　もすぐに水が出ない場合がありますが、その場合でも蛇口は必ず閉めて、自然に溶けるのを待ってください。

　※熱湯を急にかけると、水道管や蛇口が破裂することがありますので、ご注意ください

■水道管が破裂したら　

　宅地内にあるメーターボックス内のメーターバルブを右回しに閉めて水を止め、

　破裂した部分に布やテープをしっかり巻き付け、応急処置をしてから速やかに

　飛騨市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。

■水道修理当番

　年末年始の水道管の破損など緊急の場合は、下記の会社に連絡してください。

■古川町・河合町・宮川町　　　　　　　　　　　　　　　■神岡町

水道管の凍結防止について　～冬は凍結から水道管を守りましょう～
お
知
ら
せ

水道課 0577-73-7484

各振興事務所（水道担当係）河合 0577-65-2383 宮川 0577-63-2315 神岡 0578-82-2254

１２月２９日（水）（有）古川住設管工事 0577-73-6196

１２月３０日（木） 坂上建設（株） 0577-75-2226

１２月３１日（金）（有）愛進建設 0577-75-2557

１月　１日（土）（有）土洞設備工事 0577-73-5036

１月　２日（日） モリシゲ設備 0577-73-2378

１月　３日（月） 橋本工業（株） 0577-73-5464

１２月２９日（水）（有）瀬川鉛鉄 0578-82-5115

１２月３０日（木）（有）谷口水道 0578-82-1651

１２月３１日（金） 橋本工業（株） 0578-82-1000

１月　１日（土）（有）瀬川鉛鉄 0578-82-5115

１月　２日（日）（株）神岡衛生社 0578-82-0337

１月　３日（月） 東洋建設資材（株） 0578-82-0871

■日時

　１月１日（土）１９：００打ち上げ

　※雨天の場合は、２日（日）に順延

■場所

・古川　千代の松原公園

・神岡　高原川河畔

・河合　角川神明神社付近

・宮川　三川原集落センター付近

※立ち入り禁止となる場所があります

飛騨市観光協会から市民および市内事業者の皆さんに向けて「２０２２年

はコロナが明け活気が戻り、素晴らしい一年になりますように（仮）」と

いう思いを込めて４町同時にニューイヤー花火を打ち上げます。

飛騨市ニューイヤー花火を開催
お
知
ら
せ

飛騨市観光協会

0577-74-1192

下記の期間、開館時間を変更しま

す。ご理解とご協力をお願いしま

す。

実施期間　１２月１日（水）～

　　　　　３月３１日（木）

開館時間

　平日９：００～１９：００

　（１時間の短縮）

　※土曜・日曜・祝日の開館時間

　　の変更はありません

図書館の開館時間が変わり

ます（冬時間）

お
知
ら
せ

飛騨市図書館 0577-73-5600
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「まめとく健康ポイント事業」の交換日は１月です。交換される方は、ポイントカードを持って、お近くの会場にご来

場ください。（ポイントカードがあれば、ご本人でなくても交換できます）

なお、上記の交換日に来場できない方は、次の日程で、河合・宮川振興事務所、神岡保健センター、ハートピア古川で交

換できますが、できるだけ上記日程で交換をお願いします。

■日時　１月２４日（月）～３１日（月）　８：３０～１７：１５まで

※さらに後日、抽選で商品券１万円分をプレゼント！

　企業・事業所を通じてエントリーをされた方は、賞品との交換も企業・事業所を通じて行ってください。

■注意点

　交換する前に、次のことをご確認ください。

　・ポイントカードに「氏名」「住所」「電話番号」が記入し

　 てありますか。

　・必須項目について記入してありますか。

　・総合ポイントは合計５０ポイント以上ありますか。

■交換賞品　　各１,０００円分

　①商品券（古川町商工会）

　②商品券（神岡町商工会議所）

　③さるぼぼコイン１０００Ｐ

　④市内障がい者施設授産品

　⑤市内の社会福祉施設に①または②を寄付

「まめとく健康ポイント事業」の交換日は１月です
お
知
ら
せ

お子さんが小中学校へ就学するにあたり、経済的理由で、学校での学習に必要な費用の支払い等に

お困りのご家庭に対し、その一部を援助します。

令和４年度　飛騨市児童生徒就学奨励金の申請を受付
お
知
ら
せ

交換日 受付時間

１月２１日（金） ９:００～１６:００

１月２０日（木）
１３:３０～１６:００

１０:００～１２:００

交換場所

宮川振興事務所

河合振興事務所

神岡町保健センター

ハートピア古川
１月２２日（土） ９:００～１７:００

１月２３日（日） ９:００～１６:００

古川町保健センター 0577-73-2948

学校教育課 0577-73-7494

■対象となるご家庭　市内に住所を持ち、市立小中学校に在学する児童または生徒の保護者で、　    　　　　　　

　　　　　　　　　　以下条件のいずれかに該当する方。

■援助対象　　　学用品費・通学用品費・体育実技用具費・新入学用品費・クラブ活動費・学校給食費・修学旅行費・校

　　　　　　　　外活動費・生徒会費・ＰＴＡ会費・卒業アルバム代等

■申請の手続き　新規申請の受付は１２月から行います。申請を希望される場合は、学校または学校教育課へご相談

　　　　　　　　ください。

Ｆ．国民健康保険の減免または徴収猶予を受けている

Ｇ．児童扶養手当を受給している

Ｈ．生活福祉資金による貸付を受けている

Ｉ．Ａ～Ｈの理由に該当せず、著しく生活が不安定と認められる

　 場合

Ａ．生活保護を受給している

Ｂ．生活保護が停止または廃止された

Ｃ．市民税が非課税または減免を受けている

Ｄ．事業税または固定資産税の減免を受けている

Ｅ．国民年金の掛金の減免を受けている
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■申告期限

　令和４年１月３１日（月）です。

　早めの提出にご協力をお願いしま

　す。

■償却資産とは

　個人事業者または企業等が事業の

　ために所有している機械・構築物

　などの資産です。その減価償却額

　が、法人税法または所得税法の規

　定による所得の計算上、損金もし

　くは必要経費に算入されるものに

　関しては、市へ申告が必要です。

　該当事業所・個人事業者へは申告

　書を送付していますが、新たに該

　当すると思われる場合は税務課ま

　でお申し出ください。

固定資産税（償却資産）の

申告期限は１月３１日（月）

お
知
ら
せ

税務課 0577-73-3742

住宅ローン等を利用して住宅を新

築、購入又は増改築等を行った方で

住宅借入金等特別控除の申告をされ

る方や、土地、建物または株式等の

譲渡所得のある方を対象に説明会を

開きます。

■日時　令和４年１月３１日（月）

　　　　１０：００～１６：００

■場所　飛騨市役所大会議室

確定申告の説明会を開催
お
知
ら
せ

高山税務署 0577-32-8126

令和３年中に給与等を支払われた場

合は、提出が必要です。

該当事業所・個人事業主へは書類を

送付していますが、用紙不足や新た

に該当する場合は、税務課または各

振興事務所税務窓口へお申し出くだ

さい。

■提出期限　１月３１日（月）

　早めの提出にご協力ください。

・給与所得者および被扶養者のマイ

　ナンバーの記入漏れがないよう、

　事前確認等をお願いします。

・昨年の用紙を使用しないようご注

　意ください。

・給与支払報告書中「16歳未満の扶

　養親族」は住民税の算定に必要な

　ため、必ずご記入ください。

給与支払報告書の提出期限は

１月３１日（月）

お
知
ら
せ

税務課 0577-73-3742

■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。

※納税通知書の記載事項を必ずご確

　認ください

固定資産税第４期分の

納期限は１月４日（火）

お
知
ら
せ

税務課 0577-73-3742

地方税法第３２１条の４において、所得税の源泉徴収義務がある事業主

は、個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。県と県内全

市町村では、平成２７年度から一定の条件を満たす事業主に対し、個人住

民税の特別徴収を実施していただく取り組みを行っています。

また、退職・休職者の徴収方法として、給与や退職金等から一括して特別

徴収もできます。

翌年１月１日から４月３０日までに退職等をした場合は法令（地方税法第

３２１条の５第２項）により、一括して特別徴収により納入していただく

必要がありますのでご協力をお願いします。

【事業主の方へ】特別徴収にご協力を
お
知
ら
せ

税務課 0577-73-3742

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。ただし、以下の産業に従事す

る労働者（一部適用除外あり）は、該当する特定（産業別）最低賃金も適

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　時間額８８０円　１０月１日から

■岐阜県の特定（産業別）最低賃金

・ 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、

　情報通信機械器具製造業…時間額９０７円

・ 自動車・同附属品製造業…時間額９５１円

・ 航空機・同附属品製造業…時間額９７１円

　いずれも１２月２１日から

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
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1/5(水) 10:00～15:00
総務課
☎0577-73-7461

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)

○ 飛騨市役所

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

1/20(木)

1/13(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

1/13(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)

○

○

-

1/5(水)、12(水)

19(水)、26(水)

1/6(木)、7(金)
17(月)、18(火)

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

古川町保健センター
☎0577-73-2948

1/19(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 ○ 1/27(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）

飛騨市図書館では、２４時間いつでもどこでも電子書籍が楽しめる「電子図書館」サービスを開始します。

■サービス開始日

　令和４年１月５日（水）９：００～

■利用対象者

　・市内在住、在勤、在学の方または飛騨市図書館図書利用カードをお持ちの方

　※カードをお持ちでない方、有効期限が切れている方は利用できません。

　　図書館で登録手続きをしてください（無料）

■ご利用方法（１月５日から）

　①飛騨市図書館ホームページから、「電子図書館」のページへ

　②図書利用カードの番号と、生年月日（※初期パスワード）を入力してログイン

　※電子図書館の利用登録は不要です

　③ご覧になりたい電子書籍をお選びください

【電子図書館とは】

　お手持ちのパソコン、タブレット、スマートフォンで、２４時間いつでもどこでも電子書籍を読むことができるサ

　ービスです。電子書籍とは、オンライン上で読むことができる電子版の書籍のことです。時間や場所を気にせずに

　調べものや読書が楽しめます。

　実際の図書館と同じように無料で借りられますが、期限がくると自動で返却されるため、来館する手間がありませ

　ん。貸出中の本は予約して借りることもできます。

【文字の大きさを変えたり、声で読み上げたりすることができます】

　読みやすい文字の大きさや色に変えたり、作業中でも聞き流せたりするような自動音声での朗読機能、図や写真な

　どを拡大して見ることもできます。英語で読み聞かせをしてくれる絵本もあります。

　※一部コンテンツに限ります

　※利用は無料ですが、インターネット通信料は利用者負担となります

　※１コンテンツにつき、１人が利用できます。２人目以降は試し読みや貸出予約をすることができます（一部コン

　　テンツを除く）

令和４年１月から「電子図書館」を開始
お
知
ら
せ

飛騨市図書館 0577-73-5600

飛騨市図書館

ホームページ
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飛騨警察署からのお知らせ

「ご存じですか？　安全運転相談窓口」

　警察では、加齢に伴う身体機能の低下な

どのため自動車などの安全な運転に不安が

ある高齢ドライバーやご家族、また、身体

の障がいや一定の病気による症状のため、

自動車などの運転に支障のある方などが相

談できる窓口を設けています。

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

『ヌシ－神か妖怪か－』
伊藤龍平／著　笠間書院

　日本各地の伝承から、人知では測れ

ない巨大生物ヌシ（主）についてまと

めた本格的ヌシ論。恐ろしくも興味深

い話に沈んでみませんか。

『ポッポポーン』
たまむらさちこ／著　白泉社

　こどもたちの今日のおやつはポッ

プコーン！変幻自在なポップコーン

とそれを楽しむこどもたちは見てい

てとても癒されます。

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

　身体機能が低下すると運転操作の

ミスなどに繋がり、重大な交通事故

を引き起こす可能性が高ま

ります。

　高齢や病気などで自動車

などの運転に不安を感じた

ら、ご相談ください。

※受付時間は原則として平日の執務時間内

　となります

安全運転相談ダイヤル

♯８０８０
（シャープ ハレバレ）

市では、ごみの減量化を図るため３Ｒ（リユース、リデュース、リサイクル）を推進しています。昨年度に続き、リユー

ス品の譲渡会「こどものモノ　リユースひろば ＃２」を開催します。今年は、古川町、神岡町の２会場で同時に開催し

ます。当日は、皆さんからご提供いただいた、子ども向けの衣料品、おもちゃ、子育て用品のリユース品を無償で譲渡

します。ぜひご来場ください。

■日時　１月２３日（日）　９：００～１５：００（古川会場、神岡会場）

■場所　古川会場　古川町公民館　大会議室

　　　　神岡会場　神岡町公民館　大会議室

　募集するリユース品は次のとおりです。それぞれ、受付方法が異なりますので、市公式ホームページの注意事項を

　よく読み、ご提供をお願いします。

①　子ども服・帽子・カバンなどの衣料品

　　➡市内の専用回収ボックスに入れてください

②　おもちゃ、子育て用品

　　➡市役所環境課、神岡振興事務所建設農林課および飛騨市リサイクルセンターへ事前連絡のうえお持ちください。

※次に使われる方が「もらってうれしいモノ」のご提供をお願いします。

　リユース品の募集についての詳細、注意事項は右のＱＲコードからご覧いただけます

子ども服などのリユース（再利用）品譲渡会を開催
募
　
集

環境課 0577-73-7482

譲渡会で出品するリユース品を募集しています
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