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10月より帯状疱疹予防接種の助成を行っています。

帯状疱疹は、多くの人が子供のときに感染する水ぼうそうのウイルスが原因で起こります。

さまざまな理由で免疫力が低下すると、体に潜んでいた水ぼうそうのウイルスが再び活性化して、赤い発疹（皮膚症

状）が現れるほか、神経に炎症を起こし痛みも現れます。神経の損傷がひどいと、皮膚症状が治った後も、痛みが続く

こともあります。

なお、この予防接種は予防接種法に基づかない任意の予防接種です。

また、帯状疱疹予防接種には２種類のワクチンがあり、それぞれの

予防接種による効果や副反応、接種方法や回数、接種費用などに違

いがあるため、接種を希望する医療機関にご相談ください。

帯状疱疹予防接種助成（任意）
お
知
ら
せ

古川町保健センター 0577-73-2948

乾燥弱毒生水痘ワクチン

製品名：ビケン（生ワクチン）
種　　類

今年度は、令和４年10月以降に接種した分に対し、助成します。

（９月以前に接種したものについては、助成の対象になりません）
備　　考

接種日において飛騨市に住民登録のある満50歳以上の方対象年齢

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

製品名：シングリックス（不活化ワクチン）

１回接種回数

助成率　及び

助成上限額

２回

（１回目から２カ月あけて２回目を接種）

皮下注射 筋肉内注射

接種料金の１／２（100円未満切り捨て）

上限4，000円／回 上限11，000円／回（２回まで）

接種方法

生涯のうち１回（シングリックスの場合は２回）のみ助成回数

委託医療機関（※）に予約後、接種の前に古川町保健センターもしくは神岡町保健センター

で申請手続きをしてください。助成券をお渡しします。河合および宮川振興事務所で申請

を希望する場合は、事前に古川町保健センターまで電話にてご連絡ください。

申請の際は、身分証明書を持参してください。

＜古川地区＞江尻内科循環器科クリニック、大高医院、垣内クリニック、河合医院

　　　　　　ひだ在宅クリニック、古川病院

＜河合地区＞河合診療所

＜宮川地区＞宮川診療所

＜神岡地区＞飛騨市民病院、本町クリニック、山之村診療所

申請方法

【飛騨市内】

【高山市内】 久美愛厚生病院、高山赤十字病院
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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市役所に届出

　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。

交通事故などで医療保険を

使う場合は必ず届出を！

お
知
ら
せ

飛騨市消防本部

0577-73-0119

市民保健課（本庁舎）

0577-73-7464

お
知
ら
せ

募
　
集

出動した救急隊が、現場に向かいな

がら通報者や関係者に電話で連絡

し、状況などを聞くことがありま

す。

これは出動途上に情報収集を行うこ

とで、救急現場での聞き取りにかか

る時間を短縮させ、現場活動の効率

化を図ることを目的としています。

飛騨市消防本部でも救急出動の際に

折り返し電話を行う場合があります

ので、ご理解、ご協力をお願いしま

す。

救急隊からの電話連絡に

ご協力を

お
知
ら
せ

飛騨警察署からのお知らせ

飛騨警察署 0577-73-0110

○車の装備を確認！

　・冬用タイヤは装着しましたか？

　　天候によりチェーンがないと通行

　　できない区間もあります。

　・視界は良好ですか？

　　フロントガラスの曇りや凍結は運

　　転前に取り除きましょう。

　・車の屋根の雪は下ろしましたか？

　　雪が走行中にフロントガラスに落

　　ちて視界を遮る原因となります。

○道路の状況を確認！

　・行き先の天候や積雪状況を確認し

　　ましたか？

　　天気予報などで気候を確認して余

　　裕を持った運転をしましょう。

　・道路の情報も確認しましたか？

　　インターネットなどで通行止め等

　　の道路情報を確認しましょう。

冬の運転お出かけ前に確認を！

小さな子どもとその保護者が天候を気にせず遊べる遊

び場として、市有施設を無料開放しています。ぜひご

利用ください。

■ハートぴあ広場

　開催　第１・３土曜、祝日 (年末年始除く )

　場所　ハートピア古川２階多目的ルーム

　　　　（古川町若宮２-１-60）

　対象　小学校低学年までの子どもと保護者

　時間　９:30 ～ 15:30

　　　　（正午～ 13:00 分閉館）

■神岡親子ふれあい広場

　開催　第２日曜

　場所　神岡子育て支援センター遊戯室

　　　　（神岡町東町 328-1）

　対象　保育園児までの子どもと保護者

　時間　８:30 ～ 11:30

全天候型の子どもの遊び場
お
知
ら
せ

子育て応援課 0577-73-2458子育て応援課 0577-73-2458

絵本の読み聞かせや対話を通じて親子の絆を深め、健

やかな心の成長を願いブックスタート事業を行ってい

ます。下記日時でセカンドブック読み聞かせ会を行い

ますので、ぜひご参加ください。

■対象者

　飛騨市にお住まいの３歳を迎える幼児

　（H31.４.２～ R２.４.１生）

■古川、河合、宮川の方

　日程　R５年１月までの第２・４土曜

　場所　飛騨市図書館２階にじのひろば

　時間　10:00 ～１時間程度

■神岡の方

　日程　12 月までの第３土曜

　場所　神岡図書館ほしのひろば

　時間　10:00 ～１時間程度

※郵送している「絵本引換券」を

　忘れないようご注意ください

セカンドブック読み聞かせ会
お
知
ら
せ
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飛騨圏域発達障がい支援センター　そらいろ

0577-35-6780 sorairo@hida-jikoukai.or.jp

いろんな個性、特徴を大切に。いろいろ混ざり合ってサ

ラダのように彩り豊かな時間を一緒に過ごしませんか。

お気軽に参加ください。

下記までお申し込みください。

■日時　12 月３日（土）　13：30 ～ 15：30

　　　　第１部 13：30 ～ゲームなどを通した交流

　　　　第２部 14：30 ～トークタイム（日々のことな

　　　　　　　　　　　 ど語り合おう）

　※第１部・第２部のみのご参加も可

■会場　高山市総合福祉センター　３階作業室

　※第２部は Zoom でのオンライン参加も可

　　（事前にお知らせください）

■対象　18 歳以上の発達障

　　　　がいまたはその傾

　　　　向のある方

発達障がいまたはその傾向のある成人の

集まりの場「ぴあサラダ」

募
　
集

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。

■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。

　また、令和４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。

固定資産税の各種申告をお忘れなく！
お
知
ら
せ

税務課 0577-73-3742

お
知
ら
せ

募
　
集

「労働保険」とは、労働者災害補償

保険（労災保険）と雇用保険とを総

称した言葉で、労働者（パートタイ

マー、アルバイト含む）を一人でも

雇用していれば、業種・規模の如何

を問わず労働保険の適用事業とな

り、事業主は加入手続きを行い、労

働保険料を納付しなければなりませ

ん。

労働保険の加入手続きを行っていな

い事業主の方は、最寄りの労働基準

監督署・ハローワーク（公共職業安

定所）にて加入手続きをお願いしま

す。

11月は労働保険未手続事業

一掃強化期間

お
知
ら
せ

厚生労働省労働基準局

労働保険徴収課　適用係

03-5253-1111（内線：5156）

お
知
ら
せ

募
　
集

パソコンの基本操作や一般的なアプ

リケーションの使い方、障がいに応

じた入力支援機器の相談など、電話

や訪問にて対応します。お気軽にお

問い合せください。（無料）

■対象者

　飛騨市内在住で身体障がい手帳を

　お持ちの方

身体に障がいがある方の

パソコン利用をサポート

お
知
ら
せ

0577-34-1316

福祉メディアステーション

飛騨ブランチ

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。

詳しくは、

eLTAXホームページを

ご覧ください。

事業者の方へ eLTAXによる

電子申告をご利用ください

お
知
ら
せ

税務課

0577-73-3742
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総務課

0577-73-7461

市では、Google の乗換案内に飛騨市おでかけバス「ひだまる」のデータ登録を行いました。これにより、Google マッ

プでひだまるが交通手段として認識されるようになり、経路検索で目的地までのバス時刻や経路、運賃などが検索で

きるようになりました。

さらに Google マップ上には市内のすべてのバス停が表示されており、バス停マークを選択していただくと、そのバ

ス停に停車するすべてのバス路線が表示されます。

お手持ちのスマートフォンから簡単に検索できますので、買い物・通院・通学の際にぜひご利用ください。

Google マップで市営バス「ひだまる」の経路検索ができるようになりました
お
知
ら
せ

※ひだまるバス路線

　のほか濃飛バス路

　線も表示されます

※河合宮川乗合タク

　シー、稲越乗合タ

　クシーは、予約制

　の運行のため、表

　示されません

９

10月16日(日)に「杉崎公園遊具広場」がリニューアル

オープンしましたので、ぜひご利用ください。

遊具広場に設置してあります「遊び方の注意」を守っ

て正しくご利用ください。

杉崎公園遊具広場がリニューアル！
お
知
ら
せ

飛騨保健所 0577-33-1111 都市整備課 0577-73-0153

飼い主のいない猫による困りごとを解決するため、「地

域猫活動」を始めませんか？

■地域猫活動

　住民の理解と合意のもと、その地域住民が特定の飼

　い主がいない猫を適切に管理することで、数を増や

　さず、一代限りの生を全うさせる活動です。

■岐阜県愛護センター地域猫支援活動事業

　ご協力いただける町内会等には支援があります

　岐阜県では、町内会等一定数の住民による団体から

　動物愛護センターに活動計画書の届出があった場合、

　無料で不妊去勢手術をして、団体に猫をお戻ししま

　す。地域猫活動や地域住民の合意形

　成のための情報提供も行っています。

知っていますか？地域猫活動
お
知
ら
せ



10
2022年11月号

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

『エセ著作権事件簿』
友利　昴/著　合同会社パブリブ

様々な作品の著作権にまつわる事件

を、新聞記事風のスタイルで解説。

隅々まで理解するのが難しい著作権だ

からこんなにもトンデモ事件がありま

した。

『ねこのオーランドー　裁判官になる』
キャスリーン・ヘイル/さく　

こみやゆう/やく　好学者

「ねこのオーランドー」シリーズの

新刊、裁判官になったオーランドー

が奮闘します！とにかく表紙のオー

ランドーのインパクトに惹かれる1冊

です。

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

神岡図書館 0578-82-1764

■日時　12 月３日（土）

　　　　～ 12 月 11 日（日）

　※12 月９日（日）は飛騨市図書館

　　は行いません

　※月曜日は休館日

■場所　飛騨市図書館

　　　　　２階にじのひろば

　　　　飛騨市神岡図書館

　　　　　そらのひろば

 ・手指消毒・マスク着用のうえ、ご

　参加ください。

 ・お持ち帰り頂くための袋や箱は 

　各自ご用意ください。

 ・受け取った本は、個人の責任で管

　理し、営利目的では使用しないで

　ください。また、受け取った本を図

　書館に返すことはできません。

図書館で不要になった本を

無料でお譲りします

お
知
ら
せ

飛騨市は盆地や自然、まちなみに特徴があります。

先人から引き継がれたふるさとの本質とこれから先の

時代に求められる環境のデザインを学びます。

■日　時　12月３日（土）　10:00 ～ 12:00

■会　場　飛騨の匠文化館

■講　師　風土形成事務所東京大学空間情報科学研究

　　　　　センター　　廣瀬　俊介　氏

■対　象　一般

■参加費　500円

■定　員　30名（先着順）

■申し込み先

　生涯学習課まで電話で

　お申し込みください。

　

市民カレッジ　アカデミック講座

「郷土」・「風土」とは？　その本質を探る

募
　
集

食のまちづくり推進課 0577-62-9010 生涯学習課 0577-73-7495

夏に開催した「飛騨市まるごと食堂」の関連企画を12月

に開催します。テーマは、「飛騨市伝承作物」です。市内

飲食店でコラボメニューが提供されます。ぜひお出か

けください。

■飛騨市伝承作物とは？

　飛騨市には古くから栽培されてきた作物がたくさん

　あります。そんな作物の味や歴史、それに付随した食

　文化を次の世代に伝えていきたいという思いで、平

　成29年に「飛騨市伝承作物認定制度」を制定し、現在

　14種の作物が認定されています。

飛騨市月間まるごと食堂

12月のテーマは「伝承作物」

お
知
ら
せ

※写真はイメージです
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■敷金　家賃の３カ月分　　■申込期間　11月22日(火)～11月30日(水)　　■入居予定日　１月１日(日)

※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

広報ひだ１月号の表紙写真を募集中！
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

（単身用）１戸

古川町杉崎

ＲＣ造５階建

１ＤＫ

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

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 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

12/7(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

12/21(水) 9:00～12:00
認知症地域支援推進員
☎080-7095-6575（火・水・金）

○

12/14(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)

○

12/15(木) 9:00～12:00

認知機能チェック　および　脳トレ ○

12/22(木) 9:00～12:00

○

12/14(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

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

○

12/21(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）

認知症地域支援推進員
☎090-1408-1017（月～金）

10:00～17:00 古川町商工会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)

○
22(木)、23(金)

12/1(木)、2(金) 古川町商工会
☎0577-73-2624

12/14(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）

○

12/1(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)

○

-

12/7(水)、14(水)

21(水)、28(水)

県若者サポートステーション
☎0577-35-4770

12/27(火) 11:00～15:00 古川町公民館
ハローワーク高山
☎0577-32-1144

12/12(月) 13:00～15:00 神岡商工会議所
ハローワーク高山
☎0577-32-1144

ハートピア古川○

もの忘れ相談
(認知機能チェックおよび脳トレ)

飛騨市の魅力や市民のみなさんの活躍が伝わる写真をお待ちしています。

募集要項や応募方法は飛騨市ホームページをご覧ください。（期限は12月16日まで）

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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宮川町林50-1

高山税務署 0577-32-1023　（ダイヤルイン）　担当：法人課税第一部門

■インボイスとは

　消費税のインボイス制度における「インボイス」とは、法令上「適格請求書」と規定されていて、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。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」や「適用税率」、

　「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

　事業者の方がインボイス（適格請求書）を交付するためには、事前にインボイス発行事業者の登録申請を行う必要が

　あり、令和５年10月からインボイスを交付するには、原則として令和５年３月31日までに登録申請が必要です。

　※登録を受けるかどうかは事業者の方の任意です

　※免税事業者の方がインボイス発行事業者の登録を受けた場合には、課税事業者となり、消費税の確定申告が必要

　　です

■インボイス発行事業者の登録申請をしないとどうなるの？

　事業者の方は、登録を受けないとインボイス（適格請求書）を交付できません。

　また、買手（売上先）はインボイスの保存等がなければ、原則として仕入税額控除（売上げの消費税額から仕入

　れや経費の消費税額を差し引く計算）ができません。そのため、買手（売上先）はインボイス（適格請求書）の

　交付を受けた場合に比べ、消費税の納付税額が多く計算されます。

　※一定期間、経過措置が設けられています

■お早めに登録申請をご検討ください

　＜登録を予定されている事業者の方へ＞

　　インボイス制度は、売手と買手、双方の立場での準備が必要となります。その準備を進める

　　ためにも、お早めにインボイス発行事業者の登録申請をご検討ください。

　＜登録を検討されていない又は悩んでいる事業者の方へ＞

　　国税庁の「インボイス制度特設サイト」や税務署等が開催する説明会等で、インボイス制度

　　の内容をご理解いただき、インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかご検討ください。

■消費税のインボイス制度等説明会のご案内

　高山税務署では、①インボイス制度説明会　②（消費税の仕組みから知りたい方向け）インボイス制度説明会

　③（個人事業者の方向け）登録申請相談会を随時開催しています。

　事前予約制となっていますので、事前に問い合せ先まで申し込みをお願いします。

高山税務署からのお知らせ　～令和５年 10 月から消費税のインボイス制度が始まります～
お
知
ら
せ

■インボイス制度とは

　売手であるインボイス発行

　事業者は、買手である取引相

　手（課税事業者）から求めら

　れたときには、インボイス

　（適格請求書）を交付しなけ

　ればなりません。（交付した

　インボイスの写しを保存し

　ておく必要もあります。）

　また、買手は仕入税額控除の

　適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイス（適格

　請求書）の保存等が必要となります。

インボイス制度
特設サイト
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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４年度（令和４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。

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・中学校の運営などさまざまな行政サービスの提供に使われます。 

令和４年度予算の執行状況を公表します（令和４年９月末現在）
お
知
ら
せ

　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

　地方公営企業法の適用を受け、営利的な事業を行う会計

●企業会計の執行状況

　収入不足や将来の事業に備えて蓄えているお金（貯金）

　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 予算額

8億2,705万円水道事業 1億8,493万円 1億2,380万円

20億9,939万円国民健康保険病院事業 5億3,705万円 6億3,029万円

収入済額 支出済額

会計名 市債現在高

120億8,438万円一般会計 53万4,400円

67億2,281万円特別会計 29万7,299円

9億9,476万円企業会計 4万3,990円

198億195万円合　計 87万5,689円

市民1人あたり

会計名 基金現在高

147億7,679万円一般会計 65万3,464円

13億3,177万円特別会計 5万8,894円

13億5,041万円企業会計 5万9,718円

174億5,898万円合　計 77万2,077円

市民1人あたり

会計名 予算額

29億8,261万円国民健康保険 10億5,768万円 10億3,684万円

4億4,600万円後期高齢者医療 1億3,401万円 1億733万円

34億6,286万円介護保険 14億9,472万円 13億2,971万円

19億4,058万円下水道事業（５会計） 1億8,680万円 7億1,253万円

360万円駐車場事業 201万円 4万円

2億8,500万円情報施設 2,366万円 1,259万円

3,580万円給食費 1,157万円 1,211万円

収入済額 支出済額

企業会計総額

収入率：24.7％

執行率：25.8％

29億2,644万円

7億2,198万円

7億5,409万円

予算額 収入済額 支出済額

特別会計総額

収入率：31.8％

執行率：35.1％

91億5,645万円

29億1,045万円

32億1,115万円

予算額 収入済額 支出済額

歳入 収入済額： 収入率：101億696万円 46.5％ 歳出 支出済額： 執行率：70億1,133万円 32.2％

予算額 収入済額 予算額 支出済額

●特別会計の執行状況 ●基金の現在高

●市債の現在高

●一般会計の執行状況

※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、Ｒ４年

　10月１日現在の人口で算出

　しています

財政課 0577-62-8903

217億5,352万円 歳入総額

101億696万円 (46.5％)

36億2,974万円 市税

19億6,978万円 (54.3％)

69億6,856万円 地方交付税

47億6,783万円 (68.4％)

18億4,478万円 国庫支出金

2億1,712万円 (11.8％)

13億9,067万円 県支出金

0億9,930万円 (7.1％)

15億431万円 市債

0万円 (0.0％)

64億1,546万円 その他

30億5,293万円 (47.6％)

217億5,352万円歳出総額

70億1,133万円(32.2％)

38億4,735万円総務費

9億6,521万円(25.1％)

45億5,404万円民生費

15億6,233万円(34.3％)

22億4,358万円衛生費

5億3,883万円(24.0％)

28億7,955万円土木費

3億4,771万円(12.1％)

(49.7％)

24億5,248万円

12億1,780万円

公債費

57億7,653万円その他

23億7,946万円(41.2％)


