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information
Hida City 市役所からのお知らせ

後期高齢者医療保険証が新しくなります
お
知
ら
せ

飛騨警察署からのお知らせ

飛騨警察署 0577-73-0110

　飲酒運転を徹底的に取り締まります。飲

酒運転の人がいたら通報をお願いします。

　飲酒運転は重大事故に直結する悪質・危

険な行為であり、犯罪です！

飲酒運転取締り強化中!

■２割負担の方の負担増加を抑える配慮措置があります。

　　１０月以降の外来診療での負担増加額を１か月あたり３,０００円までに抑える配慮措置がありま

　す。医療機関等でお支払い後、配慮措置が適用される方には、高額療養費の登録口座に払戻します。

　※高額療養費の口座が登録されていない場合

　　９月下旬に「岐阜県後期高齢者医療広域連合」から申請書を郵送します。申請書を記入し、同封の返信用封筒

　で返送してください。返信用封筒の宛先は「大阪市西区」となっていますが、そのまま、ご返送ください。

■１０月１日から医療費の窓口負担が見直されることにともな

　い、後期高齢者医療被保険者証が新しくなります。

　　新しい被保険者証（薄い青色）は、９月中に郵送でお届け

　します。１０月１日以降に、医療機関等を受診される際は、

　必ず、９月中に届いた新しい被保険者証（薄い青色）を提示

　してください。

　　新しい被保険者証（薄い青色）には、見直し後の一部負担

　金割合が記載されています。１割の方、２割の方、３割の方

　がいらっしゃいますので、ご自分の被保険者証に記載された

　負担割合をご確認ください。

お
知
ら
せ

募
　
集

　新型コロナウイルスに関連した人

権問題やインターネット上での誹謗

中傷、国籍や出身地に対する差別発

言、性的指向や性自認を理由とした

偏見や差別等をなくしましょう。

　お互いに多様性を認め、正しく理

解し、これらを尊重しあうやさしい

まちづくりを築きましょう。

人権を考えよう
お
知
ら
せ

市民保健課 0577-73-7464

市民保健課 0577-73-7464

９月３０日まで 薄い黄 １０月１日から 薄い青

３年以下の懲役又

は50万円以下の罰

金

５年以下の懲

役又は100万円

以下の罰金

罰
則

13 点

( 呼気 0.15mg/ℓ以

上 0.25mg/ℓ未満 )

→免許停止(90日)

35 点

→免許取消(欠

格期間３年 )

違
反
点 25 点

( 呼気 0.25mg/ℓ以

上)→免許取消(欠

格期間２年 )

酒酔い運転 酒気帯び運転

地域包括支援センター

古川窓口 0577-73-6233

神岡窓口 0578-82-1456

　認知症になると「何もわからな

い、何もできない」と、まだ思って

いませんか。

　認知症になっても、家族や地域の人

達に支えられ、自分らしく前向きに暮

らしている人がたくさんいます。認知

症への理解が進み、支援の輪が広が

ることで、認知症になっても安心し

て暮らせる社会を考えましょう。

９月は世界アルツハイマー

月間

お
知
ら
せ
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福祉医療費受給者証の更新
お
知
ら
せ

　福祉医療受給者証は有効期限があり、対象者には案内を発送します。

　※今年度は郵送で申請書を返送いただき、後日受給者証を送付します。

　※９月３０日(金)までに案内が届かない場合はお問い合わせください。

市民保健課(本庁舎) 0577-73-7464

税務課 0577-73-3742

■口座振替の方は、納期限前日まで

　に残高の確認をお願いします

■納付書の方は、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３期分の納期

限は９月３０日（金）です

お
知
ら
せ

　血液が不足しています。ぜひご協

力をお願いします。

１０月の献血バス
お
知
ら
せ

１０月１８日（火）
　９：３０～
　　１１：００

日　時 場　所

神岡振興事務所

１０月１９日（水）
　９：３０～
　　１１：３０
　１３：００～
　　１５：３０

（一社）吉城建
　設業協会

（古川町上野）

古川町保健センター

0577-73-2948

制度の種類・有効期限 対象者

・身体障害者手帳１～３級、４級で戦傷病者手帳

・療育手帳Ａ１～Ｂ１

・精神福祉手帳１～２級重度等の障がい者

９月３０日 ・身体障害者手帳４級(非課税世帯に限る)

・療育手帳Ｂ２(非課税世帯に限る)

・精神福祉手帳３級(非課税世帯に限る)

母子家庭等

１０月３１日

・母子家庭等の母および児童、父母のいない児童

　(ただし、児童が１８歳到達後最初に来る３月３１日まで)

父子家庭

１０月３１日

・父子家庭の父および児童

　(ただし、児童が１８歳到達後最初に来る３月３１日まで)

古川消防署

0577-73-6119

お
知
ら
せ

募
　
集

　市ホームページより市内のＡＥＤ

設置場所の確認ができます。

　ＡＥＤは、心臓の動きを自動解析

し、電気ショックを流す仕組みで

す。

　操作方法は音声ガイドがあるた

め、簡単に使用できます。

飛騨市内ＡＥＤ設置施設
お
知
ら
せ

財政課 0577-62-8903

お
知
ら
せ

募
　
集

　宝くじは県内売り場でご購入くだ

さい。

 この宝くじの収益金は市町村の明

るく住みよいまちづくりに使われま

す。

【ハロウィンジャンボ宝くじ】

１等　　　３億円×１１本

前後賞各　１億円×２２本

※当せん本数は発売総額３３０億円

　・１１ユニットの場合

【ハロウィンジャンボミニ】

１等　　　３千万円×２０本

前後賞各　１千万円×４０本

※当せん本数は発売総額１５０億円

　・５ユニットの場合

ハロウィンジャンボ宝くじ

が発売されます

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

募
　
集

　市では、独立行政法人日本スポー

ツ振興センターよりスポーツ振興く

じ助成金の交付を受け、設備更新工

事を行っています。

■対象施設　ひだ流葉スキー場

■工事内容　第２リフト電動機及び

　　　　　　制御更新工事

スポーツ振興くじ（toto）の助成

を受けてリフトを整備しています

お
知
ら
せ

管財課 0577-73-3741

下記コードからご覧ください
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都市整備課 0577-73-0153

　市内で民間賃貸住宅の建設を検討されている方はぜ

ひご活用下さい。（申請１棟につき、３年間補助）

■補助の内容

　①民間賃貸住宅の建設工事に対する金融機関からの

　　借入金額に対して補助

　【補助額＝借入残高×３％×１/２

　　　　　　　　　　　　　（年間上限額１００万円）】

　②民間賃貸住宅の家屋に対して課税された固定資産

　　税相当額に対して補助

　【補助額＝固定資産税相当額×１/２

　　　　　　　　　　　　　　（年間上限額２０万円）】

■申請受付期間

　令和４年度の申請期間は、令和４年４月１日から令

　和５年３月３１日まで

　（事業期間は令和４年４月１日から令和７年３月３１

　 日までの３年間）

※補助金の対象には条件がございます。

　詳細については担当課までお問い合わせください。

飛騨市民間賃貸住宅建設促進補助金
募
　
集

　市では耐震相談士による木造住宅の耐震診断が無料

で受けられます。

　ご自宅の耐震性能を確認して、地震に備えましょう。

■制度の内容

　市内にある木造住宅が対象で、岐阜県の木造住宅耐

　震相談士の登録資格をもった建築士がご自宅を訪問、

　調査し耐震性能を確認します。

　耐震性能が基準値を満たすかを計算し、調査結果の

　書類も作成して頂けます。

■対象者

　市内に木造住宅を所有する方で、過去に市の無料耐

　震診断を利用されていない方

※詳細については担当課までお問い合わせください。

木造住宅耐震診断（無料）
募
　
集

都市整備課 0577-73-0153

■敷金　家賃の３カ月分　　■申込期間　９月２２日(木)～９月３０日(金)　　■入居予定日　１１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

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

杉崎団地

公営

（世帯用）１戸

古川町杉崎

Ｓ造２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）３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 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

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
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令和５年度保育園入園手続き説明会
お
知
ら
せ

　令和５年度新規入園希望者を対象とした保育園入園手続き説明会を行います。

■対象者

　〇令和５年４月１日～令和６年３月３１日の間に新規に入園を希望する児童の保護者（現時点で生まれていない

　　お子さまでも上記期間内に入園を希望される場合は申請が可能です）

　〇説明会に参加できない方は、初日説明会以降、子育て応援課及び各振興事務所において入園申し込み書類一式

　　をお渡ししますのでお問い合わせください。

　〇令和５年４月入園希望の場合、対象児童の生年月日は以下のとおりです。

■日時・場所

　各回ともに託児を行いますのでご利用ください。（無料）

子育て応援課 0577-73-2458

里親講演会・里親相談会　～10月は里親月間　「里親」の輪を広げよう～
お
知
ら
せ

　親の病気や貧困、育児放棄などさまざまな理由で家族と暮らせない子どもたちは、全国

に約４万５千人。そのうち８割は施設で暮らしています。子どもたちの成長にとって、家

庭的環境を経験することや地域の中での育ちはとても大切です。このような子どもたちを

迎え入れ、サポートする役割のひとつに「里親」があります。

　事情により家庭で育てられなくなった子

どもを我が家族として迎え入れています。

子どもの幸せと自立のお手伝いを通して地

域で育てることが大人の責任との思いで飛

騨地方里親会は取り組んでいます。（３年

度末現在２６世帯４０人）一度きりの人生、

子育ての大変さや子育ての楽しさを市民の

皆様と支え合えたらと思います。

【飛騨市里親相談会】

　里親制度についての何でも相談会を開催します。

　■日時　１０月２日(日)　１３：００～１６：００

　■会場　ハートピア古川　２階　結婚相談室

岐阜県飛騨子ども相談センター 0577-32-0594　または

ひだ子ども家庭支援センターぱすてる 0577-37-1061

【里親制度普及啓発講演会】

　■日時　１０月１５日（土）　１３：００～１６：００

　■会場　飛騨・世界生活文化センター（高山市千島町９００-１）

　■申込　岐阜県飛騨子ども相談センターへ９月３０日までに電話

　　　　　でお申し込みください（平日９：００～１７：００）

岐阜県飛騨子ども相談センター 0577-32-0594

『里親養育で子どもの

　幸せと自立を』

飛騨地方里親会会長　

岩佐　英夫（古川町在住）

地域 日時 場所

古川町 １０月１２日（水）１９:００～ 古川町公民館　大会議室

神岡町 １０月１４日（金）１９:００～ 神岡町公民館　３階会議室

河合町・宮川町 １０月１７日（月）１９:００～ 河合保育園

増島保育園

宮城保育園 平成３１年４月２日～令和４年１０月１日生まれ

さくら保育園 平成３１年４月２日～令和５年２月３日生まれ

河合保育園 平成３１年４月２日～令和４年４月１日生まれ

旭保育園 平成３１年４月２日～令和２年４月１日生まれ

宮川保育園
平成３１年４月２日～令和３年４月１日生まれ

山之村保育園

双葉保育園
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市民保健課 0577-73-7464

子育て応援課 0577-73-2458

お
知
ら
せ

　市の子育て支援センターでは、子育てに関する情報提供、お母さんや子どもたちの仲間づくり、遊び場提供を行っ

ています。親子で気軽に遊びに来てください。（現在の利用は市民限定）

　子育ての悩み相談も行っています。電話相談も受け付けていますのでご利用ください。

■ハートぴあ広場・神岡親子ふれあい広場

　天候を気にせず遊べる子どもの遊び場として、市有施設を無料開放しています。

　・ハートぴあ広場〔ハートピア古川内〕　（第１・３土曜日、祝日）　９:３０～１２:００、１３:００～１５:３０

　・神岡親子ふれあい広場〔神岡子育て支援センター内〕　（第２日曜日）　８：３０～１１：３０

子育て支援センター、ハートぴあ広場、神岡親子ふれあい広場をご利用ください

（対象：未就園児とその保護者）

お
知
ら
せ

　令和４年１０月支給分（６月～９月分）

から、受給者の所得が新設の上限限度額を

超える場合、児童手当等が支給されなくな

ります。（受給資格の消滅）

　支給されなくなったあとに所得が上限

限度額を下回った場合、改めて認定請求書

の提出等が必要となりますので、ご注意く

ださい。詳しくはＨＰをご覧ください。

お
知
ら
せ

児童手当制度が変わります（所得上限額の新設）
お
知
ら
せ

名称 所在地 電話番号 内容

・ちびっ子ランド （２階多目的ルーム）

(月～金)　９:００～１１:３０、１３:００～１５:３０

※乳幼児学級開級日は、センターの開所は午後のみ

(第２・４土曜日)　９:００～１１:３０

・育児相談(月～金)　９:００～１６:００

【出張支援】「諏訪田子育て支援センター」

古川町杉崎 諏訪田団地内(毎週水曜日)９:００～１１:３０

0577-73-6901古川町若宮2-1-60

(ハートピア古川内)

古川子育て

支援センター

・すこやか広場

(月～金)　９:００～１１:３０、１３:００～１５:３０

※乳幼児学級開級日は、センターの開所は午後のみ

(第１・３土曜日)　９:００～１１:３０

・育児相談(月～金)　９:００～１６:００

【出張支援】日にち・場所についてはお問い合わせください。

0578-82-4466神岡町東町328-1

(旧神岡保育園内)

神岡子育て

支援センター

・遊びの広場

（月～金）　９:００～１１:３０、１３:００～１５:３０

※乳幼児学級開級日は、センターの開所は午後のみ

・育児相談(月～金)　９:００～１６:００

【出張支援】「宮川保育園」※他の地域へも出張予定

(水曜日)　９:００～１１:３０、１３:００～１５:３０

0577-65-2136河合町角川974-2

(河合保育園内)

河合・宮川

子育て

支援センター

・おひさま広場(月・水)　９:３０～１１:００

※現在１日５組限定

・育児相談(月～金)　９:３０～１５:００

0577-73-2553古川町是重123

(増島保育園内)

増島子育て

ステーション

・さくらんぼルーム(月)　９:３０～１１:００　

・育児相談(月～金)　　　９:３０～１５:００

0577-73-2825古川町杉崎553-1

(さくら保育園内)

さくら子育て

ステーション

所得上限限度額
収入額の目安（万円）所得額（万円）扶養親族等の数（カッコ内は例）

1,071858０人（前年度に児童が生まれていない場合 等）
1,124896１人（児童１人の場合 等）
1,162934２人（児童１人＋年収 103 万円以下の配偶者の場合 等）
1,200972３人（児童２人＋年収 103 万円以下の配偶者の場合 等）
1,2381,010４人（児童３人＋年収 103 万円以下の配偶者の場合 等）
1,2761,048５人（児童４人＋年収 103 万円以下の配偶者の場合 等）
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情報の広場

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

『新しい登山の教科書』
栗山　祐哉/監修

池田書店

　登山の基礎知識から準備、技術、緊

急事態の対処法までが詰まった1冊。

登山してみたいけど何から始めようか

迷っている人におすすめです。

『ことばあそび大図鑑』
青山　由紀/監修

国土社編集部/編　国土社

　よくある回文やだじゃれの他にもア

ナグラムや区切りあそび、ダブレッ

ト、かいだんことば、文字のたし算・

ひき算で遊んでみよう！つい夢中で声

に出しながら読んでしまいます。

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

お
知
ら
せ

募
　
集

オーブンで焼いてできる

土のメダルづくり

イ
ベ
ン
ト

文化振興課 0577-73-7496

飛騨市美術館 0577-73-3288

■日時　

９月２５日（日）　

■会場

　古川郷土民芸会館

　（飛騨市美術館となり）

■講師　岐阜県現代陶芸美術館

　　　　教育普及担当

■対象

　保育園年少から小学校４年生まで

　（親子１５組）

■参加料　２００円

※市広報、町内回覧、チラシ等で　

　お知らせします。

　陶土にもようをつけたりスタンプ

を押したりして、「希望のメダル」、

「お守りメダル」など、自分だけの

とっておきの土のメダルをつくりま

しょう。

生涯学習課 0577-73-7495

■日時　１０月１６日（日）

　　　　１０:００～１５:３０

■会場　神岡町公民館

■講師　松田俊彦氏

■対象　小学４年生以上

■定員　２０名（抽選）

■申込　0577-73-6115（古川町公民

　　　　館）までお申込みください。

　日本列島に関

わる５億年の秘

密を旅しよう。

飛騨地域には、

たくさんの秘密

や魅力が隠されています。午前は

「ジオってなーに」を学び、午後は

奇岩、化石博物館、地熱発電所など

を見学します。（参加無料）

公民館講座

はじめてのジオ巡り

イ
ベ
ン
ト

生涯学習課 0577-73-7495

　飛騨地域

の身近な歴

史や文化を

テーマに、

短編映画を

上映し軽妙

なトークを

交えて解説します。映像全国グラン

プリ受賞２作品他４本を上映予定。

（参加無料）

■日時　１０月２３日（日）

　　　　１０:００～１１:３０

■会場　飛騨市文化交流センター

■講師　古滝雅之氏

■定員　７０名（先着順）

■申込　0577-73-6115（古川町公民

　　　　館）までお申込みください。

※飛騨市社会福祉協議会共催事業

公民館講座 短編映画上映

「映像で学ぶ　飛騨の文化」

イ
ベ
ン
ト

公民館講座 短編映画上映

「映像で学ぶ　飛騨の文化」

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

募
　
集

公民館講座 知られざる歴史講演会　

万波高原を巡る飛騨と越中の百姓争い

イ
ベ
ン
ト

生涯学習課 0577-73-7495

■日時　１０月２３日（日）

　　　　１３:３０～１５:００

■会場　飛騨市文化交流センター

■講師　住　斉氏

　　　　（筑波大学名誉教授）

■定員　７０名（先着順）

■申込　0577-73-6115（古川町公民

　　　　館）までお申込みください。

※飛騨市社会福祉協議会共催事業

　昭和４３

年頃まで地

図上に県境

が記載でき

なかった旧

河合村、旧

宮川村と富山県。その謎を解く鍵は

江戸時代の飛騨金森藩までさかのぼ

ります。（参加無料）
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10/26(水) 9:00～12:00
認知症地域支援推進員
☎080-7095-6575（火・水・金）

○

もの忘れ相談
(もの忘れ・認知症の相談)

○ 10/20(木) 9:00～12:00

認知機能チェック　および　脳トレ ○ 10/27(木) 9:00～12:00

○ 10/12(水) 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）

オレンジ相談なないろ
神岡町殿789-4　旧工藤医院

河合町 すこやか館
河合町角川318

○ 10/26(水) 9:00～12:00 宮川町公民館
宮川町林50-1

認知症地域支援推進員
☎090-1408-1017（月～金）

10/5(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による消費生活相談)

○ 飛騨市役所

10:00～17:00 古川町商工会

10/19(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)

○
20(木)、21(金)

10/3(月)、4(木) 古川町商工会
☎0577-73-2624

商工課
☎0577-62-8901

10/19(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）

○

10/6(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

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)

○

-

10/5(水)、12(水)

19(水)、26(水)

県若者サポートステーション
☎0577-35-4770

10/25(火) 11:00～15:00 古川町公民館
ハローワーク高山
☎0577-32-1144

10/11(火) 13:00～15:00 神岡商工会議所
ハローワーク高山
☎0577-32-1144

宮川町保健センター○

もの忘れ相談
(認知機能チェックおよび脳トレ)

お
知
ら
せ

募
　
集

弁護士・税理士・司法書士

による無料相談会

相
　
談

労働者福祉協議会 飛騨支部

0577-57-7211

生涯学習課 0577-73-7495

総務課 0577-73-7461

■日時

　１０月８日（土）

　９:００～１２:００まで

■場所

　古川町公民館

■申込方法

　お電話にて事前に予約申し込みが

　必要です（先着６人まで）

■予約受付

　１０月３日（月）より

■受付時間

　９:００～１２:００

　１３:００～１５:００

　不動産・相続・離婚・税金・交通

事故・労働問題等の相談を受け付け

ます。

　毎日の暮らしの中で、役所に直接話しづらいこと、どこへ相談したらよ

いか分からないことはありませんか？そんなあなたの声を総務大臣から委

嘱を受けた行政相談委員がお聴きします。秘密は固く守られますので、お

気軽にご相談ください。（無料）

■各地区の相談実施日

（古川町）藤井　義昌　相談委員

　　　　　相談日　１０/１７(月)、１/１６(月)　１０:００～１２:００

　　　　　場　所　飛騨市役所本庁舎２階　会議室

（神岡町）中齋　正己　相談委員

　　　　　相談日　偶数月(１０、１２、２月)の２５日　１０:００～１２:００

　　　　　場　所　神岡振興事務所　２-１会議室

（河合町）松井　重隆　相談委員

　　　　　相談日　１０/１８(火)、１/１７(火)　１０:００～１２:００

　　　　　場　所　河合町公民館２階　相談室

（宮川町）佐藤　康雄　相談委員

　　　　　相談日　毎月第２土曜日　１３:００～１５:００

　　　　　場　所　宮川町公民館２階　第３会議室

１０月１７日～２３日は「行政相談週間」
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
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市の人事行政の運営等の状況
お
知
ら
せ

令和３年度中の異動令和３年４月１日
現在の職員数

Ａ

令和４年４月１日
現在の職員数

（Ａ－Ｂ－Ｃ＋Ｄ）
退職
Ｂ

35（34）

採用
Ｄ

43（22）

派遣増減
Ｃ

467（159） 475（147）

（１）職員数に関する状況（地方公務員給与実態調査より）

職員数

議会

主な増減理由

０（０）

増減
令和３年度 令和４年度

総務 ６（－１） 育児休業等による

税務 －１（－１） 振興事務所内見直し等

民生 －２（－６） 宮川保育園休園等

一般行政 衛生 ０（－１） 区分見直しによる

農林水産 ０（－１） 区分見直しによる

商工 ２（２）職員配置増

土木 ２（０）

３（０） ３（０）

67（14） 73（13）

13（２） 12（１）

61（40） 59（34）

19（15） 19（14）

26（１） 26（０）

15（２） 17（４）

23（３） 25（３） 振興事務所配置の増

小計 ７（－８）227（77） 234（69）

109（48）

教育 ２（－２）31(50) 33（48） 司書（正職）の増

特別行政 消防 １（０）75（０） 76（０） 欠員補充

小計 ３（－２）106（50）

病院 １（－２）100（22） 101（20） 欠員補充

水道 ０（０）６（０） ６（０）
公営
企業等

下水道 ０（－１）10（５） 10（４） 区分見直しによる

その他 －３（１）18（５） 15（６） 育児休業等による

小計 －２（－２）134（32） 132（30）

合計 ８（－12）467（159） 475（147）

（４）部門別職員の状況（各年度４月１日現在）（地方公共団体定員管理調査より）

区　　　分

その他（※）

合　　計

令和２年度試験の程度 令和３年度 増減

一般行政職

正規の

試験

15大卒・高卒程度 19 ４

消防職 ０高卒程度 ３ ３

任期付職 ０大卒程度 ２ ２

医療職 11大卒・短大卒程度 16 ５

０（20） ３（22） ３（２）

26（20） 43（22） 17（２）

（２）職員採用の状況

①職員の任免および職員数に関する状況
　（会計年度任用職員（フルタイム）を（）に外数で記載）

(注) ｢退職｣は令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間、｢採用｣は令和３年
４月２日から令和４年４月１日までの間の数を計上しています。（割愛派遣職員を含む）

※派遣職員を含む

②職員の給与の状況

令和２年度
人件費構成比

13.2％

人件費構成比
（Ｂ/Ａ）

14.4％

人件費（Ｂ）

31億3,651万８千円

歳出額（Ａ）

217億3,376万３千円

（１）人件費の状況（令和３年度普通会計決算見込額）

(注) 人件費には特別職に支給される給料・報酬等を含みます。

（２）～（５）は正職員のみの数値

平均年齢区分 平均給与月額平均給料月額

42.8歳一般行政職 371,400円304,200円

（２）職員の平均年齢、平均給料及び平均給与月額の状況（令和４年４月１日現在）

※会計年度任用職員の初任給は、正職員の初任給を基礎に
　職種、職歴等に応じ決定

区　分
飛騨市

一般

行政職

決定初任給

大　卒 182,200円

163,100円

150,600円

国

決定初任給

182,200円

163,100円

150,600円

短大卒

高　卒

（３）職員の初任給の状況（令和４年４月１日現在）

自己都合

19.6695月分

支給率

勤続20年

勤続25年

勤続30年

勤続35年

最高限度額

その他の加算措置

退職時特別昇給

平均支給額

応募認定・定年等

24.586875月分

28.0395月分 33.27075月分

34.7355月分 40.80375月分

39.7575月分 47.709月分

47.709月分 47.709月分

－ ２％～45％加算

－ －

428万円 1,537万7千円

（５）退職手当の状況（令和４年３月31日現在）

※退職手当の平均支給額は、令和３年度に退職した全職種に
　係る職員に支給された１人当たりの平均額

区　　　分 退職者数 備　　　考

定年退職 10

応募認定退職 ０

自己都合 11

退職手当を支給されない者 14 在職期間６カ月未満　等

合　　計 35

（３）退職者の状況（令和３年度）
〈正職員〉

区　　　分 退職者数 備　　　考

任期満了等 31

自己都合 ３

合　　計 34

〈会計年度任用職員〉

区　分 経験年数10年以上15年未満

一般

行政職

大卒 262,300円

227,700円

経験年数15年以上20年未満

305,900円

263,500円

経験年数20年以上25年未満

332,600円

305,500円高卒

（４）職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況（令和４年４月１日現在）

区　分

一般職

配偶者：月額6,500円

その他扶養：子１人月額10,000円　子以外１人月額6,500円

特定加算：満15歳に達する日以後の最初の４月１日から満22歳に達する日

　　　　 以後の最初の３月31日までの子には月額5,000円を加算

６月期

12月期

計

期末手当※

、勤勉手当

［ ］は

管理職

扶養手当

交通機関を利用する場合、運賃相当額に応じ月額55,000円まで

自動車などを利用する場合、距離に応じて月額2,000円～31,600円を支給

借家の場合　家賃の額に応じて28,000円を限度に支給住居手当

通勤手当※

医師手当（経験年数により10万円～40万円）

夜間看護等手当（勤務１回につき2,000円～6,800円）

獣医師手当（１月につき50,000円）

人工授精取扱手当（１回につき300円）

出勤手当　救急出動（１回につき救急救命士600円）

　　　　　　　　　（救急救命士以外の職員300円）

　　　　　その他の出動（１回につき300円）

廃棄物取扱手当（１月につき10,000円）

感染症防疫作業手当（１日につき4,000円以内）

新型コロナワクチン接種手当（１時間につき20,000円以内）

特殊勤務

手当※

内　容

期末手当 勤勉手当

1.20月分［1.00月分］ 0.950月分［1.150月分］

1.20月分［1.00月分］ 0.950月分［1.150月分］

2.40月分［2.00月分］ 1.900月分［2.300月分］

再任用

６月期

12月期

計

期末手当 勤勉手当

0.675月分［0.575月分］ 0.450月分［0.550月分］

0.675月分［0.575月分］ 0.450月分［0.550月分］

1.350月分［1.150月分］ 0.900月分［1.100月分］

（６）職員手当の状況（令和４年４月１日現在）

(注) 経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいいます。

※会計年度任用職員も支給がある手当

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。
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勤務時間 休憩時間 週休日

８：30～17：15 12：00～13：00 土曜日・日曜日

（１）勤務時間・休憩時間・週休日の状況（令和４年４月１日現在）

休暇の種類 付与日数 内容

年次有給
休暇※１

１年につき20日

子の看護をする場合※１
養育する子が１人　　：５日以内
養育する子が２人以上：10日以内

年の途中に採用された者は採用月に応じて付与する。
翌年に20日を限度として繰越可。
正職員の平均取得日数7.9日

要介護者の介護をする場合※１
要介護者が１人　　：５日以内
要介護者が２人以上：10日以内

職員が同居する配偶者、父母、子、配偶者の父母、
祖父母、孫、及び兄弟姉妹を２週間以上にわたり
介護する場合取得することができる。

病気休暇
※１

必要最小限の期間 療養のため勤務しないことがやむを得ないと
認められる必要最小限度の期間（最長90日）

妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑を
避ける場合（１日につき１時間を超えない範囲）

３歳に満たない自分の子を養育するため、その
子が３歳に達するまで休業することができる。

特別休暇 内容により異なる

組合休暇※２ 30日（無給）

介護休暇
※１

６カ月以内（無給）

育児休業
※１

子が３歳に達する
まで（無給）

選挙権等の行使（必要期間）

裁判員・証人等による出頭（必要期間）

骨髄提供者となる場合（必要期間）※１

ボランティア活動に参加する場合（５日以内）

結婚する場合（連続する８日以内）※１

不妊治療に係る通院等の場合（５日以内）

産前・産後の場合（産前６週、産後８週）

保育時間の場合（１日２回それぞれ30分以内）※１

妻の出産の場合（２日以内）

産前・産後に健康診断等を受ける場合（必要期間）

男性職員が育児参加をする場合（５日以内）

親族の死亡（配偶者・父母７日、子５日、祖父母等３日）

父母の追悼（１日以内）※２

夏季休暇（連続する３日以内）

災害時等の休暇（７日以内～必要期間）

職員団体事務従事

区分 給料（報酬）月額

市長 830,000円

副市長 680,000円

教育長 550,000円

（２）休暇制度の概要

名　称 回数 参加者 対象者

ハラスメント防止研修 １日 58 管理職

コンプライアンス研修 ６回 207 会計年度任用職員

市町村研修センター研修等 46件 269 希望者 等

実務研修 ６件 84 新任職員 等

障がい理解とサポート研修 ２回 84 各課より数名

育児休業等に関する意見交換会 １件 ８ 育児休業中職員 等

人材育成研修等 ２件 151 希望者 等

プロポーザル型研修 ３件 124 希望者 等

③職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

共済制度 岐阜県市町村職員共済組合の制度による

健康診断 定期健康診断（一般、心電図、血液、視力）、腹部超音波検診、

大腸ガン検診、乳ガン・子宮ガン検診、ＰＳＡ（前立腺）検診、

肺ガン検診、骨密度検診、眼底検査、脳検査、内臓脂肪測定、

精密聴力検査、呼吸器機能検査、

ヘリコバクター・ピロリ抗体検査

（１）職員の福祉制度の状況（令和３年度）

区　分 認定件数

一般行政職 １件

医療職 １件

技能労務職 １件

（２）公務災害等の発生状況（令和３年度）

④職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）分限処分の状況（令和３年度）　６件

（２）懲戒処分の状況（令和３年度）　該当なし

⑤職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）職務専念義務の免除（令和３年度）　64件

　　（主なもの：消防団の非常時業務、コロナ関連）

（２）営利企業等の従事（令和３年度）　182件

　　（主なもの：消防団、農業、不動産 等）

⑥職員の服務の状況

（１）職員研修の実施状況（令和３年度の主なもの）

（２）勤務評定の実施状況（令和３年度）

　・職員の勤務実績や職務遂行能力を正しく評定す

 　るため全職員に人事評価（能力評価、業績評価）

 　を実施した。

　・評価結果を令和３年６月および12月の勤勉手当、

 　令和４年１月の定期昇給に反映させた。

　・会計年度任用職員は、再度の任用における判断

 　要素の一つとして活用

⑦職員の研修及び勤務評定の状況

（１）特別職の報酬等の状況（令和４年４月１日現在）

不利益処分に関する不服申立 ０件

勤務条件に関する措置要求 ０件

区分 件数

（２）公平委員会に係る業務の状況（令和３年度）

⑧その他

１日の勤務時間７時間45分、１週間の勤務時間38時間45分

※１　会計年度任用職員にも制度があるが、正職員と制度設定が異なるもの

区　分 対象職員数

調査票配布 652名

調査票提出 620名

高ストレス判定 76名

面接指導実施 ３名

（３）ストレスチェック実施状況（令和３年度）

※会計年度任用職員（パートタイム）を一部含む

※２　会計年度任用職員には制度がないもの


