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財政課 0577-62-8903

令和３年度予算の執行状況を公表します（令和４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３年１０月１日から令和４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

583,024円132億8,712万円一般会計 ３年度末

638,040円148億1,975万円
一般会計

２年度末

311,562円71億49万円一般会計 ３年度末

334,037円77億5,868万円
特別会計

２年度末

46,669円10億6,358万円一般会計 ３年度末

45,834円10億6,460万円
企業会計

２年度末

941,255円214億5,120万円一般会計 ３年度末

1,017,911円236億4,303万円
総額

２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です

（家計における借金）

基金現在高 市民１人あたり

645,324円147億692万円一般会計 ３年度末

605,045円140億5,338万円
一般会計

２年度末

58,437円13億3,177万円一般会計 ３年度末

64,333円14億9,426万円
特別会計

２年度末

61,087円13億9,217万円一般会計 ３年度末

59,995円13億9,351万円
企業会計

２年度末

764,847円174億3,086万円一般会計 ３年度末

729,373円169億4,115万円
総額

２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です

（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税金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

87.5％

38.4％

うち下期支出済額

11億7,589万円

３月末支出済額

3億2,978万円 2億251万円

17億7,365万円

予算歳出

水道

病院

8億5,874万円

20億2,643万円

３月末収入率

88.7％

47.2％

うち下期収入済額

12億3,602万円

３月末収入済額

4億513万円 2億4,471万円

17億9,796万円

予算歳入

水道

病院

8億5,874万円

20億2,643万円

３月末執行率

87.7％

90.1％

うち下期支出済額

2億5,889万円

３月末支出済額

26億1,278万円 15億4,965万円

3億6,740万円

予算歳出

国保

後期

29億102万円

4億1,880万円

87.4％15億7,957万円29億4,574万円介護 33億7,175万円

88.6％8億4,847万円15億4,322万円下水道 17億4,242万円

77.1％361万円442万円駐車場 574万円

91.5％2億5,189万円2億6,998万円情報 2億9,508万円

86.9％1,826万円3,033万円給食 3,490万円

88.6％45億1,034万円77億7,387万円総額 87億6,971万円

３月末収入率

89.3％

86.7％

うち下期収入済額

2億3,047万円

３月末収入済額

25億1,522万円 13億8,707万円

3億7,410万円

予算歳入

国保

後期

29億102万円

4億1,880万円

84.1％14億272万円28億3,522万円介護 33億7,175万円

29.4％3億2,966万円5億1,165万円下水道 17億4,242万円

93.5％76万円537万円駐車場 574万円

96.9％2億3,685万円2億8,580万円情報 2億9,508万円

92.4％1,797万円3,224万円給食 3,490万円

74.8％36億550万円65億5,960万円総額 87億6,971万円

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

35億4,151万円 34億3,113万円 15億3,889万円 96.9％

108.1％

92.3％

80.0％

41.8％

98.4％

96.1％

74億948万円 80億1,312万円 29億7,376万円

22億4,725万円 20億7,354万円 17億2,924万円

14億3,337万円 11億4,660万円 10億422万円

14億2,123万円 5億9,403万円 5億9,403万円

71億2,053万円 70億409万円 45億4,903万円

231億7,337万円 222億6,251万円 123億8,917万円

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

衛生費

土木費

公債費

その他

歳出
総額

49億8,682万円 44億3,372万円 33億4,742万円 88.9％

77.6％

67.6％

53.5％

100.0％

79.4％

78.8％

46億5,663万円 36億1,527万円 22億1,007万円

20億5,080万円 13億8,550万円 9億6,234万円

32億5,143万円 17億3,862万円 13億3,283万円

27億2,120万円 27億2,114万円 13億6,045万円

55億649万円 43億7,332万円 20億7,759万円

231億7,337万円 182億6,757万円 112億9,070万円
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情報の広場

　この直売所で使用されている野菜棚や壁棚な

どの家具は、全て飛騨市産の広葉樹を使用して

います。使用している樹種によって色、木目、質

感が異なるので、見て触って木のぬくもりを感じ

ながらお買い物をお楽しみください。また、野菜陳列台や店長イ

チ押し逸品コーナーの木部には樹種名が刻印されています。飛騨

市の広葉樹は何種類あるのか数えてみてはいかがでしょうか?

いよいよ道の駅アルプ飛騨古川内に、新しい農産物直売所がオープンします！
お
知
ら
せ

食のまちづくり推進課 0577-62-9010

もうひとつ
の

見どころ！

全国の美味しい商品を飛騨の名物店長「トマト店長」が集めて販売！

③トマト店長の逸品セレクションコーナー！

飛騨市の事業者さんの優れものを沢山ご紹介！

②おススメする飛騨市の特産品も盛沢山！

契約農家さんの畑から直送なので鮮度も抜群！

飛騨市の伝承作物や珍しい野菜に出会えるかも♪

①飛騨産の新鮮採れたて野菜＆果物が盛沢山！

『飛騨産直市 そやな』 の３つの魅力
新店舗LINE公式アカウントを

友達登録してくださると

登録ＱＲ
コード

ご来店時、店内
お会計で使える…

クーポンを進呈！

５０円引き５０円引き

飛騨産直市 そやな飛騨産直市 そやな
新店舗名決定！新店舗名決定！

グランドオープン！グランドオープン！
作り手の想いを大切に、皆さまにおいしい野菜をお届けします！

飛騨の魅力を知り尽くしたスタッフがお迎えいたします♪

作り手の想いを大切に、皆さまにおいしい野菜をお届けします！

飛騨の魅力を知り尽くしたスタッフがお迎えいたします♪

７月２日（土）あさ８時開店！７月２日（土）あさ８時開店！道の駅
アルプ飛騨古川
道の駅
アルプ飛騨古川
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情報の広場

■開催期間

　７月２日（土）～８月２１日（日）

■開館時間

　９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）

　※７月２日（土）のみ１０：３０開館

■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

（無料開放日：家族ミュージアムの日

　　　　　　　　　　　　　　　　第３日曜日）

　★開会式

■日時　７月２日（土）１０：００～１０：３０

■会場　飛騨市美術館 正面玄関

■料金　参加無料、申込不要

　★オープニングギャラリートーク

「書道作品の楽しみ方 ほか」／茂住菁邨 氏

■日時　７月２日（土）１０：３０～１２：００

■会場　飛騨市美術館　展示室

■料金　参加無料（入館料必要）、申込不要

　★講演会

「令和」の揮毫の裏側、書の楽しみ方／茂住菁邨 氏

■日時　７月１７日（日）１３：００～１４：３０

■会場　文化交流センター 小ホール（定員１００席）

■料金　参加無料、申込不要

　★ワークショップ

「山中和紙を使用した自分だけの書うちわ作り」

■講師　茂住菁邨氏

■日時　７月２４日（日）９：００～１２：００

■会場　飛騨市美術館 研修室

■料金　参加費５００円／組（別途入館料必要）

　　　　要申込（応募多数の場合は抽選）

■対象　小中学生親子５組

　★ギャラリートーク

「漢字の成立ち」／茂住菁邨 氏

■日時　７月２４日（日）１４：００～１４：２０

■会場　飛騨市美術館 展示室

■料金　参加無料（入館料必要）、申込不要

　★関連イベント（古川町商工会青年部）

七夕イベント＆ナイトミュージアム

■日時　８月７日（日）時間未定

■会場　飛騨市美術館＆屋外広場

　　　　（問　℡０８０-５４９２-８４６５）

　★ギャラリートーク

「書道作品作成について」／茂住菁邨 氏

■日時　８月１１日（木・祝）１１：００～１１：２０

■会場　飛騨市美術館 展示室

■料金　参加無料（入館料必要）、申込不要

　★ワークショップ

「書×広葉樹の作品作り」

■講師　茂住菁邨氏

　　　　ＦａｂＣａｆｅ Ｈｉｄａ（制作指導）

■日時　８月１１日（木・祝）１３：００～１６：３０

■会場　飛騨市美術館 研修室

　　　　ＦａｂＣａｆｅ Ｈｉｄａ

■料金　参加費１０００円（別途入館料必要）、要申込

　　　　（応募多数の場合は抽選）

■対象　中学生以上１０名

お
知
ら
せ

　古川町出身の書道家、茂住菁邨（本名：茂住修身）氏の作品や貴重な資料を展示します。新元号「令和」発表の記者会

見では、官房長官の掲げた墨書を茂住氏が揮毫したことは記憶に新しく、氏の書がより一層全国に知れ渡る転換点と

なりました。本展は４１年にわたる辞令専門職としての任務を紹介するとともに、茂住氏の書家としての足跡を振り

返ります。

飛騨市美術館企画展「茂住菁邨書展－言霊の響－」（７月２日～８月２１日開催）
お
知
ら
せ

0577-73-7496文化振興課

※各イベントの詳細は後日配布の別紙チラシで

　ご確認ください 

◇図録販売のお知らせ◇

　書道家 茂住菁邨氏の集大成となる図録が完成しま

　した。講演会やギャラリートーク時にお求めいただ

　いた方には、ご希望で直筆サインをいただけます。
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市民保健課（本庁舎）

0577-73-7464

　これまでは全ての方に現況届の提出をお願いしてい

ましたが、令和４年度から、受給者の状況を住民基本

台帳等で確認しますので、現況届の提出は原則不要と

なります。ただし、以下の１～５に該当する方は現況

届の提出が必要です。

１.離婚協議中で配偶者と別居している方

２.配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実

　  際の居住地と異なる方

３.支給要件児童の住民票が飛騨市にない方

４.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者

５.その他状況を確認する必要があり、市からの提出の

　  案内があった方

※該当する方へ５月下旬に現況届を送付していますの

　で期日までに提出してください

■受付期間　６月１日（水）

　　　　　　～６月３０日（木）

児童手当制度が変わります

（現況届について）

お
知
ら
せ

0577-73-3742税務課

■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　普通徴収の１期分の

納期限は６月３０日（木）です

お
知
ら
せ

0577-73-3742税務課

　６月１日から、令和４年度（令和

３年中の所得額や課税額などが記

載）の「市・県民税所得課税証明

書」を、市役所税務課・各振興事務

所の窓口で発行しています。

■発行手数料　１通　３００円

■持ち物

　運転免許証などの本人確認書類

　※本人および同一世帯の親族以外

　　の方が、証明書を請求する場合

　　は、本人からの委任状が必要で

　　す

　※必要な証明内容については、証

　　明書の提出先に

　　ご確認の上請求

　　ください

令和４年度市・県民税の所

得証明書の発行

お
知
ら
せ

0577-73-3742税務課

　令和５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

おこなっています。

　適正かつ公正な課税のため、調査

漏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４年１月２日から

　令和５年１月１日

　※既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

　新型コロナウイルス感染拡大により、イベントの中

止や外出自粛が続く中、輸血用血液の安定的な確保が

難しくなっています。

　輸血に使用する血液は、まだ人工的に造ることがで

きず、長期保存することもできません。

　血液事業を安定的・継続的に維持し、血液製剤の国

内自給を確保するため、県民運動として「愛の血液助

け合い運動」が始まります。献血に対する理解と協力

を求めており、「届けよう　あなたの気持ち　誰かの

明日へ」を標語に掲げています。

　ぜひ多くの方々のご協力をお願いします。

献血バスがやってきます

（７月の献血バス）

お
知
ら
せ

0577-73-2948

古川町保健センター

７月６日（水）
１２：００～
１３：００

日　時 場　所

　柏木工（株）
　古川工場
 （古川町上野）
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お
知
ら
せ

陸海空自衛官等募集および採用説明
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　一般曹候補生、自衛官候補生、航空学生

■日　　時　７月～９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。ただし、業務　

　　の都合により不在となる場合がありますので、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

　自衛隊制度、採用試験及びイベントに関すること。

　【その他の種目採用スケジュール説明会】

■９月　　・防衛医科大学校（医学科・自衛官候補看護学生）

　　　　　・防衛大学校学生

■１１月　・陸上自衛隊高等工科学校生徒

募集種目
受付期間

（締切日必着）
１次試験日資格

一般曹

候補生

７月１日（金）

～ ９ 月 ５ 日

（月）まで

９月１５日

（木）～１８

日（日）のう

ち１日

１８歳以上

３３歳未満

自衛官

候補生

年間を通じて

行っています。

受付時にお知

らせします。

１８歳以上

３３歳未満

航空

学生

７月１日（金）

～ ９ 月 ８ 日

（木）まで

９月１９日

（月）

海：高卒者（見込含）

１８歳以上２３歳未満

空：高卒者（見込含）

１８歳以上２１歳未満

　飛騨市では、市内の生産者と生産物を紹介するウェ

ブカタログサイト「HIDAICHI」（ひだいち）をオープ

ンしました。サイト内では、生産者のこだわりや飛騨

市伝承作物を使用したレシピなどを公開しています。

　ぜひご覧ください。

飛騨市食の総合カタログサイト

「HIDAICHI」が開設！

お
知
ら
せ

育英会フリーダイヤル

0120-52-1286

（平日9：00～17：30）

　（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・短大、大学院、　

　専修学校に在学している生徒・学生または令和５年

　４月に進学予定の方

■奨学金制度の概要

　・奨学金は無利子です

　・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

　※募集期限は募集区分で

　　異なります

「交通遺児育英会」奨学生の募集
募
　
集

食のまちづくり推進課 0577-62-9010

https://www.kotsuiji.com/

ホームページ

https://hidaichi.jp/
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お
知
ら
せ

飛騨市ファンクラブおもてなし店舗募集
募
　
集

総合政策課 0577-73-6558

総合政策課 0577-73-6558

　市では、２０１７年に「飛騨市ファンクラブ」を設立し、飛騨市に心を寄せてくださる方と交流を深め、飛騨市ファ

ンの方々が継続的に飛騨市へ来訪してくださるよう取り組んでいます。　　

　この度、飛騨市ファンクラブは５周年を迎え、会員により一層飛騨市を楽しんでもらうため、「飛騨市ファンクラブ

サポートセンター」を開設し、市内のおもてなし店舗で利用できる「おもてなしクーポン」の発行を行っています。そ

こで、『飛騨市ファンクラブおもてなし店舗』を募集します。

　飛騨市の魅力を全国の飛騨市ファンにお知らせする機会になりますので、ご協力をお願いします。

■対象店舗  市内お買い物店、飲食店等（宿泊は除く）

■おもてなし店舗協力内容

　クーポン持参者がお買い物・飲食等をし、クーポンに表示された額以上の利用があった場合に、表示金額分を割引

　きます。（割引分は後日飛騨市が負担します）

■申込・詳細　右下コードもしくは担当課までお問い合わせください。 

お
知
ら
せ

ヒダスケ！－飛騨市の関係案内所－プログラム募集
募
　
集

　市では、地域のさまざまな困りごとを全国の皆さん

にお手伝いしていただく仕組み「ヒダスケ！」を設け

ています。現在、困りごとプログラムを募集中です。

　詳しくは担当課までご相談ください。

【プログラム開催までの流れ】

①利用登録

　飛騨市の公式ホームページにある「ヒダスケ！」利

　用登録兼誓約書に必要事項を記入し、事務局（総合

　政策課）に提出する。

②プログラム登録

　実施したい「ヒダスケ！」のプログラムについて、必

　要事項をフォーム等で提出してください。

③募集

　事務局で確認後、募集を開始します。

④プログラム開催

　プログラムを実施します。当日は事務局も現地のサ

　ポートに入ります。

　・イベントや祭りの運営

　・農作業

　・アイデア出しやモニター

　　（オンラインでも可）

■例えばこんな困りごとはありませんか？
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お
知
ら
せ

「市長と共にふれあいトーク」再開

　テーマは『水害に備える～あなたの避難スイッチはいつ発動？～』

募
　
集

総合政策課 0577-62-8880

　ふれあいトークでは、第１部に市長と司会の対談形式で、テーマにまつわるあれこれや、ここでしか聞けないトー

クをお届け。第２部でテーマに関する現場に携わっている方をゲストにお迎えし、取り組み内容や思いをお聞きしま

す。ぜひ会場にもお越しください。

■日時

　６月２４日（金）　１９：００～２０：３０

■場所

　飛騨市役所本庁２階　飛騨市災害対策本部室

　※人数が多い場合は変更する場合がございま

　　すのでご了承ください

■その他

　・開催の詳細はホームページをご覧ください。

　・当日の様子はFacebookやYouTubeでも配信を

　 行いますので、ぜひご覧ください。また後日

　 ケーブルテレビでも収録したものを放送し

　 ます。

飛騨市神岡図書館

0578-82-1764

飛騨みんなの博覧会運営事務局

（まちづくり観光課内）

0577-73-7463

飛騨みんなの博覧会２０２２

ホームページ

　今年の「飛騨の歴史講座」は、飛

騨戦国大名の一人、江馬氏について

の講演会を２回に分けて行います。

【飛騨の歴史講座】全２回

■講師　南野　清三氏　

■場所　神岡振興事務所３階会議室

■定員　３０名

　　　　※要申し込み（飛騨市図書

　　　　館・飛騨市神岡図書館へ電

　　　　話・カウンターにて受付中）

【第１回】７/９（土）

　　　　 １３:３０～１５:３０

　　　　　『江馬の伝承は信じられ

　　　　　 るか』

【第２回】７/１６（土）

　　　　 １３:３０～１５:３０

　　　　　『資料に基づく江馬・金  

　　　　　 森時代』

飛騨の歴史講座（神岡図書館）

参加者募集！

募
　
集

　今年度も「飛騨みんなの博覧会２

０２２」大好評開催中です。

　薬草やまち歩きなど飛騨市ならで

はの体験プログラムで飛騨の魅力を

発信しませんか。

　プログラムを提供してくださる

パートナーを随時募集しています！

飛騨みんなの博覧会

２０２２パートナー

募
　
集

　この機会に自分の歯磨き習慣を見

直しましょう！

0577-73-2948

古川町保健センター

～２０２２スローガン～

【歯と口の健康週間】

「令和４年度　いただきます

　　　人生１００年歯と共に」

令和４年６月４日～１０日

は歯と口の健康週間です

お
知
ら
せ
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飛騨警察署からのお知らせ

シートベルトを正しく着用しましょう!

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

『ロジカル電子レンジ調理』
前田量子/著　主婦の友社

　電子レンジで作る際の味つけ・加熱

時間を調理科学の観点から公式化し、

それを基にしたレシピを紹介する本。

各工程ごとの写真もあり、初心者でも

手を出しやすい。

『大ピンチずかん』
鈴木のりたけ／さく　小学館

　よのなかのさまざまな大ピンチが

たくさん載っているずかん。レベル

やなりやすさも紹介し、「こんなピ

ンチあるある！」と共感しながらク

スッと笑えます。

飛騨警察署（警務課）

0577-73-0110（内線211）

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

　道路交通法では、全席シートベルト着用が

義務付けられています。しかしながら、岐阜

県における昨年の交通死亡事故をみると、

シートベルト非着用者の死者数は１１人で、

１０人は着用していれば命を落とすことはな

かったと思われます。

～シートベルトの正しい着用方法～

〇正しいポジションで座りましょう。

　　背中が丸まらないようにしてシートに深

　く腰掛けましょう。

〇肩ベルトの位置に注意しましょう。

　　ベルトにたるみやねじれが生じないよう

　注意しましょう。

〇腰ベルトの位置に注意しましょう。

　　腰ベルトは、骨盤を巻くようしっかり締

　めましょう。

　洋画、日本画、彫刻、工芸、書、写真の６部門で作

品を募集します。あなたも作品づくりにチャレンジし

てみませんか？市民のみなさんの出品をお待ちしてい

ます。

■募集要項配布

　７月上旬を予定しています。

　※詳細は６月下旬に決定予定です。市広報、町内回覧、

　　ポスター等でお知らせします

■美術展開催期間（予定）　

　９月１１日（日）～９月１８日（日）

■開催場所

　今年度は、市美術館が改修工事

　に入るため、古川町公民館で開

　催の予定です。

■作品受付及び作品搬入日

　８月下旬を予定しています。

第１８回飛騨市美術展に作品を出品してみ

ませんか？

募
　
集

文化振興課（本庁舎） 0577-73-7496

飛騨市美術館 0577-73-3288

文化振興課（本庁舎） 0577-73-7496

飛騨市美術館 0577-73-3288

　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。小中学生、高校生のみなさん、自分だけのオ

リジナルのマンガを描いてみませんか。

■開催期日（予定）　

　７月２４日（日）、７月３１日（日）の午後、全２回

■開催場所

　古川郷土民芸会館

■対象

　小学校（中・高学年）から、中学生・高校生まで

　（定員１５名）

■参加料　５００円

■講師　ワダアスカ氏（イラストレーター）

　※詳細は市広報、町内回覧、

　　チラシ等でお知らせしま

　　す

飛騨市美術館子ども美術教室Part１

《マンガにチャレンジ！》のご案内

募
　
集

時速４０㎞で衝突した場合、腰ベ

ルトに約６００㎏、肩ベルトに約

７００㎏の力が加わると言われています！

重要
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7/6(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)

○

相談窓口情報を悩み別に検索できるサイト（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

10:00～17:00 古川町商工会

7/20(水) 13:00～17:00 神岡商工会議所

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)

○

7/6(水)、7(木)
21(木)、22(金)

古川町商工会
☎0577-73-2624

商工課
☎0577-62-8901

7/27(水) 13:30～15:30
飛騨保健所
☎0577-33-1111（内線312）

こころの健康相談
（精神科医師によるこころの相談）

○

7/7(木) 13:30～15:30
古川町保健センター
☎0577-73-2948

こころの相談室
（精神保健福祉士によるこころの相談）

○ ハートピア古川

もの忘れ相談
(もの忘れ・認知症の相談)

○ 7/21(木) 9:00～12:00

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)

○

-

7/6(水)、13(水)

20(水)、27(水)
県若者サポートステーション
☎0577-35-4770

7/26(火) 11:00～15:00 古川町公民館
ハローワーク高山
☎0577-32-1144

7/11(月) 13:00～15:00 神岡商工会議所
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 ○ 7/28(木) 9:00～12:00

ハートピア古川○

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）

飛騨市役所

■敷金　家賃の３カ月分　　■申込期間　６月２３日(木)～６月３０日(木)　　■入居予定日　８月１日(月)

※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）

「同報無線　定時放送」や「広報ひだ取材記事」をインターネットで配信
お
知
ら
せ

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

３ＤＫ

下気多団地

公営

（世帯用）１戸

古川町下気多

木造２階建

４ＤＫ

栄町団地

公営

（世帯用）１戸

古川町栄一丁目

木造２階建

４ＤＫ

昭和町団地

地優賃

（世帯用）１戸

神岡町殿

ＲＣ造４階建

２ＤＫ

山之村団地

みなし特公賃

（世帯用）１戸

神岡町森茂

木造２階建

２ＬＤＫ

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

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 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

打保住宅

特定

（単身用）１戸

宮川町打保

木造２階建

２ＤＫ

共益費別途共益費別途共益費別途共益費別途

　「同報無線　定時放送」がスマートフォ

ンやパソコンで聞けるようになりまし

た。聞き直しなどでご利用ください。

　広報ひだの「まちの話題」取材記事が

市ホームページでご覧いただけるように

なりました。広報紙「広報ひだ」に載ら

なかった記事もご覧いただけます。

　※詳しくは市ホームページをご覧くだ【本サービスで聞ける放送内容】

　「市内全域を対象とした定時放送」

　（朝６時４５分・昼１２時３５分・夜７時３０分）

　※詳しくは市ホームページをご覧ください 総合政策課 0577-62-8880

さい


