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財政課 0577-62-8903

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、平成29年度（平成29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。

お
知
ら
せ
平成29年度予算の執行状況を公表します（平成29年９月末現在）

●一般会計の執行状況

収入済額： 収入率： 支出済額： 執行率：

●特別会計の執行状況 ●基金の現在高

特別会計総額
収入率： 32.5%
執行率： 37.9%

●市債の現在高

●企業会計の執行状況

企業会計総額
収入率： 32.4%
執行率： 30.1%

会計名

会計名 市債現在高 市民１人あたり

基金現在高 市民１人あたり
142億8,753万円

15億5,776万円
13億4,974万円

171億9,503万円

576,435円
62,849円
54,456円

693,740円

　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）

合 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

情報施設
給食費

下水道事業（５会計）

　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

一 般 会 計
特 別 会 計
企 業 会 計

後期高齢者医療

27億6,496万円
8億9,649万円
8億3,156万円

国民健康保険病院事業

支出済額
国民健康保険

水道事業

駐車場事業

介護保険

支出済額会計名

会計名 予算額 収入済額

88億5,551万円
28億7,367万円
33億6,040万円

　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 89億2,203万円 49.3% 歳 出 33.3%

歳出総額
（ 33.3% ）

総務費
（ 32.3% ）

民生費
（ 31.2% ）

衛生費
（ 25.5% ）

土木費
（ 15.8% ）

公債費
（ 45.5% ）

その他
（ 40.7% ）

60億2,030万円

歳入総額
（ 49.3% ）

市税
（ 52.0% ）
地方交付税
（ 72.8% ）
国庫支出金
（ 29.8% ）

県支出金
（ 17.4% ）

市債
（ 0.0% ）

その他
（ 44.7% ）

180億8,845万円
89億2,203万円
34億2,716万円
17億8,063万円
70億　　0万円
50億9,806万円
13億9,149万円

4億1,401万円
10億8,082万円

1億8,820万円
19億6,460万円

０万円
32億2,438万円
14億4,114万円

180億8,845万円
60億2,030万円
24億2,567万円

7億8,365万円
43億6,678万円
13億6,283万円
13億9,793万円

3億5,615万円
26億1,220万円

4億1,164万円
29億5,894万円
13億4,508万円
43億2,694万円
17億6,094万円

1億2,785万円
7億　371万円

1億6,603万円
7億3,046万円

728,686円
403,268円

68,185円
1,200,139円

180億6,122万円
99億9,539万円
16億9,004万円

297億4,665万円

一 般 会 計
特 別 会 計
企 業 会 計
合 計

予算額 収入済額

■ 予算額 ■ 収入済額 ■ 支出済額

■ 予算額 ■ 収入済額 ■ 支出済額

■ 予算額 ■ 収入済額 ■ 予算額 ■ 支出済額

11億4,021万円
1億3,172万円

13億2,777万円
1億9,689万円

264万円
5,820万円
1,625万円

13億3,339万円
1億246万円

12億7,775万円
6億1,301万円

22万円
2,003万円
1,354万円

33億2,800万円
3億8,320万円

33億2,000万円
16億8,416万円

420万円
9,835万円
3,760万円

8億555万円
19億5,941万円
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【名称の候補】

①カミオカラボ
　…カミオカ＋ラボラトリ－（実験室・研究所）
　
②ひだ宇宙科学館
　…ひだ＋宇宙科学館

③飛騨市コスモセンター
　…飛騨市＋宇宙（コスモ）＋センター（施設）
　
④ソラシル
　…宇宙、宙（ソラ）＋知る
　
⑤神岡ニュートリノミュージアム
　…神岡＋ニュートリノ（素粒子）＋ミュージアム（博物館）
　
⑥「ニュートリノ」よって館
　…ニュートリノ（素粒子）＋よって館（寄ってかん？（飛騨弁））

【市民投票】
■投票資格　平成 29 年 11 月１日現在、飛騨市に住所がある方

■投票方法　電話、ＦＡＸ、郵送、メール、市ＨＰのフォームから投票できます。
　　　　　　※投票は、お一人につき１回とします。

■必要事項　投票の際には、
　　　　　　①投票された方のお名前
　　　　　　②施設の名称
　　　　　　③理由
　　　　　　以上をご記入、ご入力ください。
　　　　　　（お名前は二重投票を防ぐためにお伺いします。）

■投票期間　12 月８日（金）まで

■結果発表　投票結果を受け、選考委員会で最終決定をし、
　　　　　　広報１月号及び市ＨＰで公表いたします。

広報９月号で名称を全国から募集したところ、なんと160件を超える応募がありました！ありがとうございます。
関係者や市民等で構成する名称選定委員会により次の６点に絞られました。
そこで、次のとおり市民投票を行いますので良いと思う名称に投票をお願いします！

お
知
ら
せ
【（仮称）宇宙物理学研究紹介展示施設】名称決定市民投票を行います。

▲非常用発電機と投光機

投票・お問い合わせ先
〒509-4292
岐阜県飛騨市古川町本町２番 22 号
飛騨市役所　地域振興課
　 0577-62-8904　　0577-73-7077
　 chiikishinkou@city.hida.gifu.jp

ＱＲコード

スマホの方はこちらから
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総合政策課 0577-73-6558

今年度における「市長と語る会」や「どうやなＢＯＸ」に寄せられた市民の皆様からのご意見は、10月末日現在で、134件
（意見交換会94件、郵便・どうやなＢＯＸ40件）となっております。頂いたご意見は全て目を通し、市の政策に反映できる
ものは予算措置を含めて対応しています。今回その中から主な内容についてご紹介いたします。

「ノーベルへの散歩道」が10年くらい使えない状態となっている。整備し活用してほしい。
市長及び担当課職員が現地調査を行いました。整備方針については今後検討していきます。

神岡町茂住地区の個別無線機がほとんど入らない。直してほしい。
現在、地区全域の電波状況を調査中です。また、防災無線は聞き逃すことがありますので、電話による再確認がで
きる応答装置整備を９月補正予算で計上しました。

転入者への住宅支援はあるが、元々飛騨市に住んでいる人にも支援を。
全ての皆様にご満足いただける制度は難しいかもしれませんが、新年度より住宅の新築やリフォームの補助制度
を整理し、新たな制度を現在検討しています。

富山県側は国道の工事をどんどんやっているが、岐阜県側はどうか。
国道41号線、国道360号線について、国や県では問題を十分に認識していただいていますが、今後も関係機関や同
盟会、地域等と連携を図りながら要望活動を継続していきます。

携帯電話が繋がらない地区がある。解消されるよう要望を。
現在取り組んでいます「飛騨市防災無線・情報インフラ整備基本構想」策定の過程において、市内の携帯電話不
感地域の調査を行っているところです。ご指摘の地区に限らず、調査結果を踏まえて、携帯電話事業者へ要望を行
います。

和光園の新築建設の情報が入らない。教えてほしい。
和光園家族会（敬老会）において経過説明をさせていただきました。今後も継続してお伝えしてまいります。

国道41号線の雨量による通行止めについて、事前に情報を知らせてもらえる方法はないか。
雨量規制情報については、高山国道事務所の「ひだ道ガイド」というホームページからメール通知サービスの設定
ができ、通行止めとなる120mmに達する前の80mmで通知が配信される仕組みがあります。このサービスを区域の
住民に周知していただけるよう、後日、区長様にお願いしました。

野麦峠資料館を作るとのことだが、古川大火関連も合わせて展示したらどうか。
糸引き工女の話をする上でも、古川町の歴史を語る上でも、古川大火は避けて通れないと考えており、ぜひ盛り込
んでいくよう検討していきます。

地元２高校へ企業の情報発信を。
吉城高校、飛騨神岡高校の両校において民間事業者へのインターンシップの拡充を図っており、今後も推進してい
きます。
飛騨神岡高校の楽天ＩＴ学校や吉城高校のＹＣＫプロジェクト等の取り組みに地域の事業者にも参加してもらうな
ど、市内事業者の魅力認識に繋げる取り組みも推進しています。
高校生に地元の企業を知ってもらう目的で、高校生自らが地元の会社を取材するなどの取り組みを実施しました。
市内の企業の魅力的な情報を高校生に伝えるような取り組みを今後も進めていきます。

【ご意見】
【対　応】

　
【ご意見】
【対　応】

【ご意見】
【対　応】

【ご意見】
【対　応】

【ご意見】
【対　応】

【ご意見】
【対　応】

【ご意見】
【対　応】

【ご意見 】
【対　応】

【ご意見】
【対　応】

　先月20日、毎年恒例のハロウィ
ンパーティが開かれ、薄暗い夜の
図書館に、魔女や悪魔や吸血鬼な
ど、思い思いに仮装した子どもたち
が100人以上集まりました。

　楽しいハロウィンはまた来年！
　それまでは、いつもの明るい図
書館でいつでもみなさんをお待ち
してますよ☆

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

たくさんの参加ありがとう！！
「暗がりライブラリー 2017
 　　　　　Halloween☆Party」

図 書 館 に お い で よ 新着図書ピックアップ 〈図書館からのお知らせ〉

　報道ワイド番組で紹介される、若
者たちの無軌道、無分別な行動…じ
つはディレクターによるやらせだっ
た！
　さらなる視聴率アップを狙い暴走
するディレクターと、殺人鬼へと変貌
する若者。ディレクターの思惑どお
り、殺人鬼は生中継の現場に現れる
のか！？
　ラストの大どんでん返しに驚愕必
至のクライムサスペンス！

『ディレクターズ・カット』
歌野 晶午 ／著　幻冬舎

　「シカクに わるさ しにいくねん」
　「みててみ、おもしろいことに なる
で……」
　『どこいったん』『ちがうねん』
『みつけてん』でおなじみ、
　大阪弁に翻訳されたジョン・クラッ
センの世界をお楽しみください。
　大人も子どもも笑えます。

『サンカクさん』
マック・バーネット／文 
ジョン・クラッセン／絵

長谷川義史／訳　クレヨンハウス
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行政書士が相続・遺言手続から各種
許認可や権利義務関係手続などの相
談を受け付けます。
お気軽にご相談ください。

相

　
　談
行政書士による無料相談

総務課 0577-73-7461

相

　
　談

専門の消費生活相談員が消費生活に
かかる相談を受け付けます。お気軽に
ご相談ください。

消費生活相談員による
無料相談

■日時　12月13日（水）13：00～16：00
■場所　神岡振興事務所
※相談をご希望の方は、事前に下記
　までご連絡ください。（予約優先）

058-263-6580
岐阜県行政書士会

相

　
　談
ハローワーク出張相談

市内において、毎月第３水曜日にハ
ローワークの相談員による職業相談
窓口を開設します。
お気軽にお問い合わせください。

■相談内容
・求人情報の提供（求人情報誌による
　提供、求人情報検索パソコンによる
　提供）
・就職に関する相談（ハローワーク高
　山の相談員が就職に関する相談に
　対応）
・職業紹介（希望の求人の紹介）
・飛騨市シルバー人材センターに関する相談
■日時　12月20日（水）11：00～15：00
■場所　古川町公民館（総合会館）

■日時　12月６日（水）10：00～15：00
　　　　（12：00～13：00は除く）

■場所　飛騨市役所２階
※予約優先のため、ご相談を希望
　される方は事前にご連絡ください
※なお、相談日以外は消費者ホット
　ライン『188』で電話相談が受けら
　れます

ハローワーク
0577-32-1144

予約先



平成26年度　狂犬病予防集合注射の日程について

・環境課
・各振興事務所（環境担当）

0577-73-7482

■注射料金について　（お釣りがいらないようにご協力をお願いします） 

　　　（獣医） 注射手数料      2,600 円
　　　（市） 注射済票交付手数料　　　550 円

　　　　　　　計    　　　　3,150 円

　　　（市）新規登録手数料　3,000 円（初めて犬を登録する方のみ）

■案内ハガキを必ず持参してください（４月下旬頃に発送します）
■糞は必ず持ち帰りましょう

古川地区 神岡地区
時間 集合場所 時間月日月日 集合場所

５月 14 日
（水）

9:00 ～ 9:35 袈裟丸研修ｾﾝﾀｰ

５月 19 日
（月）

8:50 ～ 8:55 和佐保神社
9:50 ～ 10:10 数河緑地管理ｾﾝﾀｰ 9:20 ～ 9:25 伊西神社

10:20 ～ 10:35 末高研修ｾﾝﾀｰ 9:30 ～ 9:35 森茂農協
10:45 ～ 11:15 杉崎ｾﾝﾀｰ 9:40 ～ 9:50 森茂上バス停
11:25 ～ 11:40 太江農業ｾﾝﾀｰ 9:55 ～ 10:00 岩井谷バス停
12:50 ～ 13:05 谷研修ｾﾝﾀｰ 10:05 ～ 10:10 下之本多目的集会所
13:10 ～ 13:25 五ヶ村研修ｾﾝﾀｰ 10:15 ～ 10:20 和佐府 神明神社
13:30 ～ 13:55 黒内研修ｾﾝﾀｰ 10:50 ～ 11:10 老人保健施設たかはら（入口付近）
14:00 ～ 14:10 下野研修ｾﾝﾀｰ 11:15 ～ 11:55 桜ヶ丘体育館
14:15 ～ 14:25 大村公民館 13:00 ～ 13:20 上村コミュニティー
14:30 ～ 14:40 上野公民館 13:25 ～ 13:40 吉田公民館

５月 15 日
（木）

9:00 ～ 9:20 栗原ｾﾝﾀｰ 13:50 ～ 13:55 割石区集会場
9:25 ～ 9:50 朱雀会館 14:05 ～ 14:10 西漆山正眼寺

10:00 ～ 10:05 高野公民館 14:15 ～ 14:20 牧（国道 41 号線沿い）退避場
10:10 ～ 10:15 平岩公民館 14:25 ～ 14:30 茂住　金龍寺
10:20 ～ 10:25 畦畑公民館 14:35 ～ 14:40 横山旧ドライブイン
10:40 ～ 11:00 トレーニングセンター 14:45 ～ 14:50 谷中山公民館
11:05 ～ 11:20 上気多公民館

５月 20 日
（火）

9:00 ～ 9:05 柏原ﾊﾞｽ停
11:25 ～ 11:50 飛騨市役所 9:10 ～ 9:35 旧山田小学校

宮川・河合地区 9:40 ～ 10:10 寺林公民館
時間月日 集合場所 10:20 ～ 10:40 西野町いこいの広場

５月 16 日
（金）

9:00 ～ 9:05 杉原診療所 10:45 ～ 11:05 蟻川児童公園
9:10 ～ 9:15 祢宜ヶ沢上公民館 11:10 ～ 11:55 神岡振興事務所
9:20 ～ 9:25 桑野バス停 13:00 ～ 13:30 神岡消防署裏
9:30 ～ 9:35 戸谷バス停 13:40 ～ 14:00 麻生野公民館
9:40 ～ 9:45 平成橋　塩屋側
9:50 ～ 10:00 打保防災庫

10:15 ～ 10:20 巣之内バス停
10:25 ～ 10:30 西忍 宮川町老人福祉ｾﾝﾀｰ
10:35 ～ 10:50 宮川保育園（前）
11:00 ～ 11:10 大無雁ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ
11:15 ～ 11:30 河合振興事務所
11:35 ～ 11:40 上村公民館

13:00 ～ 13:10 羽根高齢者活動
生活支援促進機械施設

13:20 ～ 13:25 レジェンドあすか
13:45 ～ 13:55 稲越多目的研修ｾﾝﾀｰ
14:00 ～ 14:05 ｾｿﾞﾝ稲越
14:10 ～ 14:20 大谷集落ｾﾝﾀｰ
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健康生きがい課 0577-73-2948

予防接種のお知らせ

日本脳炎予防接種については、積極的勧奨を控えていた時期に接種機会を逃した方に特例で接種年齢が延長されてい
ます。日本脳炎予防接種が完了していない方で接種を希望される場合は、医療機関に予約後、接種してください。

特例規定対象者：平成 7 年 4 月 2 日生まれから平成 19 年 4 月 1 日生まれの方
接種が可能な期間：20 歳になるまで（飛騨市に住民票がある方に限ります）
接種時の持ち物：母子健康手帳、日本脳炎予防接種予診票（保護者以外が付き添う場合は委任状の記入が必要）

注）「水ぼうそう」は、今年度秋より１歳 ~３歳程度の幼児は定
　期予防接種になるため、市独自に実施している３歳以上中
　学３年生までの助成は、平成 27 年３月 31 日で助成終了予
　定です。

注）「成人肺炎球菌」については、国で新たな助成事業を行うことから、市
　独自で実施している 75 歳以上を対象とした助成は、平成 27 年３月
　31 日で助成終了予定です。

市では、下記の任意予防接種に対して助成事業を行います。

【任意予防接種申請方法】
医療機関に予約後申請手続きをしてください。

【申請窓口】
古川町保健センター・神岡町保健センター

【接種場所】　飛騨市内委託医療機関
　　　　　　　（その他の医療機関をご希望の方はお問い
　　　　　　 　 合せください）

１期初回
１期追加

２期

回数
２回
１回
１回

標準的な接種年齢
３歳
４歳
９歳

申請時の持ち物：母子健康手帳・印鑑

申請時の持ち物：保険証等で氏名、生年月日が確認できるもの・印鑑
（「風しん」を申請される方は、できるだけご自身の予防接種の記載が
　あるものをご持参ください）

※どこの会場でも注射を受けることができます。都合のよい日時・場所で、注射を受けてください

６～28日までの間隔
初回接種（２回）終了後おおむね１年おく
１期追加終了６日以上あける（おおむね５年おくのが望ましい）

間　　　　　隔

①日本脳炎の予防接種について

②任意予防接種について

■日本脳炎の標準的な接種スケジュール

【小児関係】【成人関係】

種　類 助成限度額
（１回につき）対象年齢 助成

回数種　類

成人肺炎球菌
（23価）

対　象　者 助成限度額
（１回につき）

4,000円１回

助成
回数

（ｱ）接種日時点で75歳以上の方
（ｲ）慢性疾患などで肺炎球菌感染
　　  による危険度が高く医師が必
　　   要と認めた方（ア）または（イ）

※過去５年以内に接種を受けている方は
　補助の対象となりません

風しん 8,000円１回平成２年４月１日以前に生まれた方
（妊婦を除く）

都市整備課　　0577-73-0153
神岡振興事務所（基盤環境水道係）　0578-82-2254

サンアルプ旭F棟
公営住宅

１戸
神岡町殿

木造２階建
２DK

サンアルプ旭Ｂ棟
公営住宅

1戸
神岡町殿
RC６階建

3DK

森茂住宅
特定住宅

（単身用）３戸
神岡町森茂
木造２階建

１K

嶋団地
特定公共賃貸住宅

（世帯用）１戸
河合町角川

木造２階建（車庫付）
３LDK

山之村住宅
公営住宅

１戸
神岡町森茂

木造２階建（車庫付）
２DK

昭和町団地
地域優良賃借住宅

（単身用）1戸
神岡町殿
RC４階建

1DK

林団地
公営住宅

1戸
宮川町林

木造２階建（車庫付）
3DK

市営住宅の入居者を募集します
公募住宅
住宅の種類
募集戸数

所在地
構造・規模

間取り

家賃

敷金
申込期間
入居予定日

家賃の３カ月分
平成26年４月24日～平成26年５月１日

平成26年６月１日

※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

共益費、駐車場使用料別途 共益費、駐車場使用料別途共益費別途
入居者の所得に応じて決定

募
集

おたふくかぜ
水ぼうそう

2,700円
3,500円

満１歳以上中学３年生まで １回

場
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自衛隊高山出張所（高山市花岡町2-58-2　高山ビル２階）
0577-32-3028

平成29年度陸上自衛隊高等工科学校生徒の募集について
お
知
ら
せ

市営住宅入居者募集
募

　
　集

陸上自衛隊高等工科学校生を下記のとおり募集します。

※推薦については中学校長等の推薦等が必要です

・都市整備課
・神岡振興事務所（基盤環境水道係）

0577-73-0153
0578-82-2254

※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（基盤環境水道係）まで直接ご提出ください

■敷　　金　家賃の３ヵ月分
■申込期間　11月23日（木）～11月30日（木）　■入居予定日　１月１日（月）

募集種目 一般受験 推薦受験

応募資格 中卒（見込含）15歳以上17 歳未満の男子 中卒（見込含）15歳以上17 歳未満の男子

受付期間 11月１日（水）～平成 30 年１月９日（火） 11月１日（水）～12月１日（金）

１次試験 平成 30 年１月20日（土） 平成 30 年１月６日（土）～８日（月）のうち１日

２次試験 平成 30 年２月１日（木）～４日（日）のうち１日

合格発表 １次：平成 30 年１月26日（金）
最終：平成 30 年２月16日（金） 平成 30 年１月17日（水）

試験種目
１次：国語、社会、数学、理科、
　　　英語（以上択一式）、作文（500 字程度）
２次：口述試験、身体検査

口述試験、筆記試験（作文を含む）、身体検査

試験会場 １次、２次ともに航空自衛隊岐阜基地（各務原市） 陸上自衛隊高等工科学校

公募住宅 杉崎団地 新栄町団地 諏訪田団地A棟 サンアルプ旭(木造)
種類 公営 特公賃 特公賃 公営
募集戸数 (世帯用)1戸 (世帯用)3戸 (世帯用)1戸 (世帯用)3戸
所在地 古川町杉崎 古川町新栄町 古川町杉崎 神岡町殿
構造・規模 S造2階建 S造3階建 RC造5階建 木造2階建
間取り 3LDK 3DK 2LDK 2DK

家賃
入居者の所得に応じて決定
共益費、駐車場使用料別途

公募住宅 森茂住宅 打保団地 西忍団地 宮川団地
種類 特定 特定 公営 特公賃
募集戸数 (単身用)3戸 (単身用)1戸 (世帯用)2戸 (世帯用)1戸
所在地 神岡町森茂 宮川町打保 宮川町西忍 宮川町林
構造・規模 木造2階建 木造2階建(車庫付)
間取り 1K 2ＤＫ 3DK 2DK

家賃
入居者の所得に応じて決定

共益費別途 共益費含む

場
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相

　
　談

税務署に行かなくても自宅や事務所
から相談ができる「電話相談センター」
をご利用ください。

相

　
　談
若者を対象とした就労相談

地域振興課 0577-62-8904
市民保健課（市役所）
0577-73-7464

就活に踏み出せない、うまくいかな
い理由はなんだろうとお悩みの方の
サポートを行っています。
一人ひとりの状態に合わせた相談と
専門的な支援が受けられるよう、必
要に応じて適切な支援機関や団体
等も紹介します。
お気軽にお問い合わせください

■日程　毎週水曜日
■時間　13:00～16:00
■場所　古川町公民館（総合会館）３階
※１組50分、予約制です。
　下記の予約先へご連絡ください。
※支援対象者は15歳以上39歳以下の
　ニート状態の若年者とその保護者
※出張相談を希望される方は
　相談ください

飛騨市経営相談窓口

市では、岐阜県よろず支援拠点と連
携して、売上拡大、販路拡大、経営改
善など、経営上のあらゆるお悩みの
相談に対応する「経営相談窓口」を
開設します。ぜひご活用ください。

■相談内容
販路開拓、売上拡大・商品開発、ブラ
ンドづくり、デザイン、人材育成、事業
連携、地域資源、WEB集客、IT活用、経
営改善、事業再生、創業・起業補助
金、助成金

■場所　飛騨市図書館

■日時
11月22日（水）、11月29日（水）、
12月６日（水）、12月13日（水）
いずれも11：00～16：00
※予約可（相談日前日までに商工課まで
　電話にてお申し込みください。）

相

　
　談

人権週間・
人権相談について

12 月４日～10日は人権週間です。
みんなで築こう　人権の世紀
～考えよう　相手の気持ち　未来へ
つなげよう　違いを認め合う心～

【特設人権相談所の開設について】
毎日の暮らしの中で起こる様々な問
題、いじめ、体罰、差別問題、家庭内、
借地借家、近隣間のもめごと、悩みご
となど人権擁護委員が相談に応じま
す。相談は無料で、秘密は固く守りま
す。どなたでもお気軽にご相談くだ
さい。

■日時　12月５日（火）13:00～15:00
■場所　古川町：ハートピア古川
　　　　河合町：河合町公民館
　　　　宮川町：宮川町公民館
　　　　神岡町：神岡町ふれあいセンター

相

　
　談

飛騨市とポッカサッポロ
フード＆ビバレッジ協働事業

税務署電話相談窓口
について

市とポッカサッポロフード＆ビバレッ
ジ（株）は、平成25年度より協働事業
を行っています。

　９月に景観に配慮した自動販売機
が３台設置されました。この自動販売
機は、古川町の街並みにマッチするよ
う落ち着いた色で、販売機の前面には
飛騨市の観光PRも行われています。

　食育推進事業では、ポッカレモンを
使った「親子 DE レモンクッキング教
室」なども行われ、多くの市民の皆さ
んに参加していただきました。

お
知
ら
せ

■受付時間等　8:30～17:00
　（土日祝日、年末年始を除く。）

①高山税務署（℡0577-32-1020）へ
お電話をお掛けください。
 

②自動音声によりご案内しますの
で、１を押してください。

③自動音声に従って、相談したい内
容の番号を選択してください。

商工課 0577-62-8901
高山税務署 0577-32-1020

（自動音声により案内します）

岐阜県若者サポートステーション
　 058-216-0125

・予約先
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特別徴収にご協力を！！

税務課 0577-73-3742

税務課 0577-73-3742

税務課 0577-73-3742

お
知
ら
せ

　市では、地方税法に基づき市県民税の特別徴収義務者を指定し通知していま
す。事業主においては、その通知を受け取った場合、給与から税額を毎月徴収し
市に納入する義務を負うと定められています。
　特別徴収とは、従業員の市県民税を毎月の給与から天引きし、事業主が市に
納めていただく制度です。市が通知する税額を納めていただくため、年末調整の
ように税額を計算する必要はありません。最近では口座振替が可能となり、納入
の手間がさらに少なくなりました。
　従業員にとっては納税の手間が省け、１回当りの税負担が少なくなる等のメ
リットがあります（通常は年４回払い、特別徴収は年12回払い）。また未納者を減
らすことにも繋がります。
　市民の方に公平な納税をいただくため、特別徴収へのご協力をお願いしま
す。

■和装モデル応募資格
　・20歳～30歳くらいまでの女性
　・着物を準備できる方
　　（有料レンタル可）
　・当日15：00～21：00までの
　　時間に従事できる方
　募集人員　12人
　申込期限　12月１日（金）

■門前市出店者
　営業時間　11：00～21：00
　申込期限　11月30日（木）

　※申し込み方法等、詳しくは、
　　観光協会までお問い合わせ
　　ください

不要になった着物を無料でお譲り
ください

　飛騨市観光協会では、三寺まいりに
合わせて、着物のレンタルを行ってい
ます。
　タンスに眠っている着物、帯、マン
ト、ストールや和装小物、男性用の着
物など和装に関する物がありました
ら、ぜひお譲りください。
　お譲りいただける場合は観光協会
までご連絡ください。ご自宅まで引き
取りに伺います。

お
知
ら
せ

三寺まいり
モデル・門前市出店者募集

来年１月 15 日開催の三寺まいりのモデ
ルおよび門前市出店者を募集します。

従業員の個人住民税の特別徴収（給与天引き）を実施していない事業主の方へ

固定資産税の賦課期日について
お
知
ら
せ

　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、賦課期日前
に死亡している場合等には、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）。
　また、相続や売買等により登記を年内に済まされた方は、口座振替の申請が
必要な場合がありますのでご注意ください。

※償却資産は、各企業の決算の前後に関わらず賦課期日現在において、
事業の用に供しているものは申告が必要となります

毎年１月１日（賦課期日）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。

自賠責保険・自賠責共済のご案内
お
知
ら
せ

　自賠責保険・共済なしでの運行は法令違反です！
　自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本的な対人賠償を目的とし
て、自動車損害賠償保障法に基づき、原動機付自転車を含むすべての自動車に
加入が義務づけられており、自賠責保険・共済なしで運行することは法令違反で
すのでご注意下さい！

[参考] 国土交通省自賠責保険（共済）ポータルサイト
　http://www.jibai.jp/

「自賠責の期限切れに気を付けて！」

飛騨市観光協会
0577-74-1192

■日時　12月９日（土）13:30～15:30頃　　開場13:00～
■場所　古川町公民館（総合会館）２階　大会議室
■講師　飛騨市こどものこころクリニック
　　　　診療所長　藤江　昌智
■演題　飛騨地域におけるこどものこころ
　　　　クリニックの役割について
■対象　一般市民
　　　　※事前申込不要
　　　　※入場無料

場
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お
知
ら
せ
12月の飛騨市国民健康保険特定健診・若者健診

お
知
ら
せ

薬用トウガラシ出荷組合では、市内に
て医薬品の原料となる「薬用トウガラ
シ」を栽培して頂ける方を募集します。

農業振興課
0577-73-7466

0577-32-1180

薬用トウガラシ出荷組合事務局
（アルプス薬品工業（株）　栽培課内）
0577-73-7273

古川町保健センター 0577-73-2948

発達支援センター 0577-73-7483

飛騨市国民健康保険では、皆さんの健康管理のために、特定健診を40歳～74
歳の方を対象に行います。健診の案内は対象の方に郵送しています。
誘い合って受診しましょう。

お
知
ら
せ
発達支援講演会

飛騨市こどものこころクリニックの藤江昌智診療所長による発達支援講演会を
開きます。診療所開設にあたっての思いや、実際の事例に基づくご経験を交えな
がら、クリニックの地域での役割についてお話いただきます。

お
知
ら
せ
事業主の皆様へ　労働保険の手続きはお済みですか

一人でも労働者を雇用する事業主は、必ず労働保険に加入しなければなりません。

　「労働保険」とは、労災保険と雇用保険の総称です。
　「労災保険」は、労働者が業務や通勤に起因して、負傷・疾病・死亡した場合に、労働者本人や遺族に必要な給付を行
います。臨時・アルバイト等であっても雇用した場合は全て対象となります。
　「雇用保険」は、労働者が失業したときや教育訓練を受講したとき、在職中の60歳～65歳未満や育児休業・介護休職
中の労働者で一定の賃金低下があった場合に、必要な給付を行います。また、事業主に対しては、失業の予防、雇用の安
定、労働者の福祉の増進を図っていただくための各種助成金制度があります。
　パートタイム労働者も、一週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ雇用見込みが31日以上である場合は雇用保険
に加入しなければなりません。
　なお、平成29年１月１日より、65歳以上の方も雇用保険の適用対象となり、「資格取得届」の提出が必要です。加入手
続を行っていない事業主の方は、すぐに手続きをお願いします。

　医薬品の原料として使用するため、
一般的なトウガラシとは違いますが、
特殊な栽培方法ではありません。農
業経験の少ない方やグループでの栽
培も大歓迎です。
　興味のある方や詳細をお聞きにな
りたい方はお気軽にご相談下さい。

※胸部レントゲン検診も同時に受けられます
まめとく健康ポイントの対象事業です。ポイントカードをご持参ください
今年度最後の特定健診です。まだ受けていない方は、ぜひ受診してください

・岐阜労働局総務部労働保険徴収室
・高山労働基準監督署

058-245-8115

トウガラシを
栽培しませんか

月 日 曜日 会　　場 受付時間

12
１ 金 神岡町保健センター

8:30 ～ 10:30
４ 月 古川町保健センター
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お
知
ら
せ
マイナンバーカード交付申請の返信用封筒について

お
知
ら
せ

10月６日、７日の二日間にわたり、ドラ
マや映画の製作者が飛騨市を訪れロ
ケ地となる場所を探すため市内を視
察しました。

市民保健課（市役所）
0577-73-7464

日本年金機構高山年金事務所
0577-32-6111

観光課 0577-73-7463

観光課 0577-73-7463

市民保健課（市役所） 0577-73-7464

富山きときと空港サポーターズクラブ
事務局（富山県総合交通政策室）

富山きときと空港ホームページ
http//www.toyama-airport.jp/

076-444-4039

差出有効期限切れの返信用封筒はそのままお使いいただけます。

お
知
ら
せ
健康と福祉のつどい

健康と福祉のこと一緒に考えてみませんか？ご家族そろってお越しください。

お
知
ら
せ
11月30日は｢年金の日｣です！！

年金記録や将来の年金受給見込額を確認し、未来の生活設計について考えてみ
ませんか。

■日時　12月3日（日）13:00～16:00
■会場　古川町公民館（総合会館）
■内容　13:00～　中学生福祉意見発表及び表彰式
　　　　　　　　ぞうきんコンテスト表彰式　ほか
　　　　14:30～　健康講演会（入場無料）
■講師　元「ＮＨＫためしてガッテン」
　　　　専任プロデューサー　北折　一　氏
■演題

「ガッテン流! 健康法の奥義
～脳でやせる !? らくらく簡単ダイエットのススメ～」

　「ねんきんネット」をご利用いただくと、
いつでもご自身の年金記録を確認できる
ほか、将来の年金受給見込額について、
ご自身の年金記録を基に様々なパターン
の試算をすることもできます。
　「ねんきんネット」については、日本年
金機構のホームページでご確認いただく
か、高山年金事務所にお問い合わせくだ
さい。

　４町それぞれの町並みや施設、自然
の風景などを視察いただき、今後のロ
ケ誘致につながる第一歩となりまし
た。製作者からは知らない場所だった
が、新たな場所として十分素材がある
との評価をいただきました。

「通知カード」及び「個人番号カード交付申請書」と
一緒にお届けしている個人番号カード交付申請書の
送付用封筒（返信用封筒）については、差出有効期限
が平成29年10月４日になっている場合でも、平成31年
5月31日まで切手を貼らずに、そのまま使用することが
できます。　

ロケハンツアーで
飛騨市の魅力発信

お
知
ら
せ

富山きときと空港では、国内２路線
（羽田・札幌）、国際路線（ソウル、大連、
上海、台北）が運航され、このうち富山-
羽田便は１日４往復運航、東京の南
西部、神奈川県方面への旅行に便利
です。
富山-羽田便をはじめとする富山きとき
と空港・各路線を是非ご利用ください。

■富山きときと空港のメリット
・富山-羽田便の特割料金
・無料駐車場1,507台
・空港ご利用の場合の
　各種支援制度を整備　など
※詳しくはホームページをご覧下さい

飛騨市から最も近い！
富山きときと空港

11月30日は
年金の日
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富山きときと空港

11月30日は
年金の日

■連絡・相談窓口
・児童相談所全国共通ダイヤル
　   １８９（いち・はや・く）
・飛騨子ども相談センター
　　0577-32-0594
・ひだ子ども家庭支援センターぱすてる
　　0577-37-1061
・子育て応援課
　　0577-73-2458

場
版らわか
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市では、子育て世帯の経済的負担軽
減及び子育て環境の充実を図ることを
目的として、飛騨市の未来を担う子ど
もたちの入園・入学準備品の費用の一
部を助成しています。

お
知
ら
せ
受付開始時間変更について

お
知
ら
せ

飛騨市入園・入学準備品
支援事業について

平成29年11月1日より、医療安全・防
犯の面から受付開始時間を下記のと
おり 変更させていただきますので、
ご理解ご協力いただきますようお願
いいたします。

「平成29年度　岐阜県清流の国ぎふ
推進補助金」を受けて、次の事業を
実施しました。

■変更前　8:00～11:00
■変更後　8:30～11:00

放課後児童クラブ
利用希望者説明会について

平成30年度の放課後児童クラブに
ついて、平成30年４月より新１年生と
なる児童の保護者を対象に利用説
明会を開催します。

■神岡会場（神岡町公民館）
　日時　11月29日（水）19：00～
　対象　神岡児童クラブ

■古川会場（ハートピア古川）
　日時　11月30日（木）19：00～
　対象　古川児童クラブ
　　　　古川西児童クラブ
　　　　河合・宮川児童クラブ

お
知
ら
せ

ひとりで悩まず
まずは相談！

11月12日(日)から11月25日(土)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」）

お
知
ら
せ

「いちはやく　知らせる勇気
つなぐ声」

お
知
ら
せ

■平成29年度の対象者は、申請期間
が12月28日までです。まだ申請されて
いない方はお急ぎください。

■平成30年度の対象の方は、対象の
入学用品をご購入の際は領収書の保
管をお願いします。
後日、詳細などを記載した案内文書
を送付します。

お
知
ら
せ

平成29年度岐阜県
清流の国ぎふ推進補助金

○安峰山展望台歩道設置事業
○災害時ドローン活用事業

※新2年生以上の保護者で、新規の利用希望
がある方についても参加可能です。

※相談は匿名で行うことも可能です
※相談者や相談内容に関する秘密は守られ

ます

※電話予約センターの受付開始時間も同様に
変更いたします

※なお、従来の診療時間への影響はありません

子育て応援課 0577-73-2458高山赤十字病院 0577-32-1111総合政策課 0577-73-6558

■連絡・相談窓口
・子育て応援課 　　0577-73-2458
・ＤＶ相談ナビ　　  0570-055210
　　　　　　　　 （ここにでんわ）
・配偶者暴力相談支援センター
（飛騨総合庁舎内）
　　0577-33-1111（内線272）

子育て応援課 0577-73-2458

11 月は児童虐待防止推進月間です。
子育ての小さな悩みや不安の積み重ね
など、さまざまな理由で起こる児童虐
待は親子を傷つけ苦しめます。そんな
不幸な児童虐待を防ぐ第一歩は、相談
することです。

　あなた自身が出産や子育てに悩ん
だら。周りの親子で気になる様子など
があれば。虐待を受けたと思われる
子供がいたら。勇気をだして下記相談
窓口へ相談・連絡してください。

　配偶者等からの暴力、性犯罪、ス
トーカー行為、売買春、人身取引やセ
クシャルハラスメント等、女性に対す
る暴力は、女性の人権を侵害するもの
であり、決して許されない行為です。
このような暴力からはひとりでは抜け
出せません。
ひとりで悩まず、下記相談窓口へご相
談ください。
あなたの周りで悩んでいる人がいた
ら、相談できる場所があることを教え
てあげてください。 オレンジリボ

ンには、「子ど
も虐 待 防止 」
というメッセー
ジが込められ
ています。



■日時　12月９日（土）13:30～15:30頃　　開場13:00～
■場所　古川町公民館（総合会館）２階　大会議室
■講師　飛騨市こどものこころクリニック
　　　　診療所長　藤江　昌智
■演題　飛騨地域におけるこどものこころ
　　　　クリニックの役割について
■対象　一般市民
　　　　※事前申込不要
　　　　※入場無料

場
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お
知
ら
せ
12月の飛騨市国民健康保険特定健診・若者健診

お
知
ら
せ

薬用トウガラシ出荷組合では、市内に
て医薬品の原料となる「薬用トウガラ
シ」を栽培して頂ける方を募集します。

農業振興課
0577-73-7466

0577-32-1180

薬用トウガラシ出荷組合事務局
（アルプス薬品工業（株）　栽培課内）
0577-73-7273

古川町保健センター 0577-73-2948

発達支援センター 0577-73-7483

飛騨市国民健康保険では、皆さんの健康管理のために、特定健診を40歳～74
歳の方を対象に行います。健診の案内は対象の方に郵送しています。
誘い合って受診しましょう。

お
知
ら
せ
発達支援講演会

飛騨市こどものこころクリニックの藤江昌智診療所長による発達支援講演会を
開きます。診療所開設にあたっての思いや、実際の事例に基づくご経験を交えな
がら、クリニックの地域での役割についてお話いただきます。

お
知
ら
せ
事業主の皆様へ　労働保険の手続きはお済みですか

一人でも労働者を雇用する事業主は、必ず労働保険に加入しなければなりません。

　「労働保険」とは、労災保険と雇用保険の総称です。
　「労災保険」は、労働者が業務や通勤に起因して、負傷・疾病・死亡した場合に、労働者本人や遺族に必要な給付を行
います。臨時・アルバイト等であっても雇用した場合は全て対象となります。
　「雇用保険」は、労働者が失業したときや教育訓練を受講したとき、在職中の60歳～65歳未満や育児休業・介護休職
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　なお、平成29年１月１日より、65歳以上の方も雇用保険の適用対象となり、「資格取得届」の提出が必要です。加入手
続を行っていない事業主の方は、すぐに手続きをお願いします。
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トウガラシを
栽培しませんか

月 日 曜日 会　　場 受付時間
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１ 金 神岡町保健センター

8:30 ～ 10:30
４ 月 古川町保健センター
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市では、市内の話題やイベントなどさまざまな情報を発信するため、飛騨市公式フェイスブック・インスタグラムページを開設
しています。ぜひご覧ください。

お
知
ら
せ
平成30年飛騨市成人式についてサイレン吹鳴について

お
知
ら
せ
飛騨市公式フェイスブック・インスタグラムページ更新中です

消防本部（指令課）
0577-73-0119

生涯学習課
0577-73-7495
0577-73-6858
syogaigakusyu@city.hida.gifu.jp

有事の際はサイレン吹鳴を行い、市
民の皆様にお知らせしています。
事前に吹鳴内容の放送を行っており
ますが、その種類は以下のとおりで
す。

お
知
ら
せ

未来を担う青年の新しい人生の門出を祝福し、成人式を開きます。
11月上旬に、対象者の方に郵便でご案内しています。
ご不明の点がありましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。

【式典】
■開催日　平成30年1月3日（水）
■会場と時間
　古川　文化交流センター  14:00～
　神岡　神岡町公民館　　14:00～
■対象者
　平成９年４月２日～平成10年４月
　１日生まれで、現在及び中学卒業時
　に飛騨市に住民登録、又は外国人
　登録があった方
■その他
　他所の成人式に参加する場合でも、
　対象者であれば当市の成人式に
　参加できます。

【～はたちのメッセージ発表者大募集～】
皆さんの思いや抱負、将来の希望など
をメッセージに託してみませんか？
■募集内容
20歳を迎えるにあたっての想いや抱
負、将来の夢など1200字～1600字程
度にまとめていただきます。
■募集方法
発表を希望される方は、出欠はがきに
てご報告ください。発表希望者には改
めて原稿依頼をさせていただきます。
■募集期限　11月20日（月）
■その他
・当日、会場で発表をしていただきます。
・発表希望者が多数の場合は、
　抽選となります。

■火災
５秒吹鳴－（６秒休み）－５秒吹鳴－
（６秒休み）－５秒吹鳴

■火災警報
30秒吹鳴－（６秒休み）－30秒吹鳴

■試験　30秒吹鳴

サイレンの種類によって、お知らせす
る内容が異なることをご理解頂き、
今後も消防業務にご協力をお願いし
ます。

●フェイスブック
https://www.facebook.com/cityhida/

●インスタグラム
https://www.instagram.com/hida_city/

●飛騨市観光サイト
https://www.hida-kankou.jp/

●飛騨市観光サイトでも
　ご覧いただけます

フェイスブック・インスタグラムともに
皆さんのフォローよろしくお願いします!!

●市公式ＨＰ「まちの話題」
　からもご覧いただけます
　（フェイスブックのみ）

秘書広報課 0577-73-7468
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相

　
　談

税務署に行かなくても自宅や事務所
から相談ができる「電話相談センター」
をご利用ください。

相

　
　談
若者を対象とした就労相談

地域振興課 0577-62-8904
市民保健課（市役所）
0577-73-7464

就活に踏み出せない、うまくいかな
い理由はなんだろうとお悩みの方の
サポートを行っています。
一人ひとりの状態に合わせた相談と
専門的な支援が受けられるよう、必
要に応じて適切な支援機関や団体
等も紹介します。
お気軽にお問い合わせください

■日程　毎週水曜日
■時間　13:00～16:00
■場所　古川町公民館（総合会館）３階
※１組50分、予約制です。
　下記の予約先へご連絡ください。
※支援対象者は15歳以上39歳以下の
　ニート状態の若年者とその保護者
※出張相談を希望される方は
　相談ください

飛騨市経営相談窓口

市では、岐阜県よろず支援拠点と連
携して、売上拡大、販路拡大、経営改
善など、経営上のあらゆるお悩みの
相談に対応する「経営相談窓口」を
開設します。ぜひご活用ください。

■相談内容
販路開拓、売上拡大・商品開発、ブラ
ンドづくり、デザイン、人材育成、事業
連携、地域資源、WEB集客、IT活用、経
営改善、事業再生、創業・起業補助
金、助成金

■場所　飛騨市図書館

■日時
11月22日（水）、11月29日（水）、
12月６日（水）、12月13日（水）
いずれも11：00～16：00
※予約可（相談日前日までに商工課まで
　電話にてお申し込みください。）

相

　
　談

人権週間・
人権相談について

12 月４日～10日は人権週間です。
みんなで築こう　人権の世紀
～考えよう　相手の気持ち　未来へ
つなげよう　違いを認め合う心～

【特設人権相談所の開設について】
毎日の暮らしの中で起こる様々な問
題、いじめ、体罰、差別問題、家庭内、
借地借家、近隣間のもめごと、悩みご
となど人権擁護委員が相談に応じま
す。相談は無料で、秘密は固く守りま
す。どなたでもお気軽にご相談くだ
さい。

■日時　12月５日（火）13:00～15:00
■場所　古川町：ハートピア古川
　　　　河合町：河合町公民館
　　　　宮川町：宮川町公民館
　　　　神岡町：神岡町ふれあいセンター

相

　
　談

飛騨市とポッカサッポロ
フード＆ビバレッジ協働事業

税務署電話相談窓口
について

市とポッカサッポロフード＆ビバレッ
ジ（株）は、平成25年度より協働事業
を行っています。

　９月に景観に配慮した自動販売機
が３台設置されました。この自動販売
機は、古川町の街並みにマッチするよ
う落ち着いた色で、販売機の前面には
飛騨市の観光PRも行われています。

　食育推進事業では、ポッカレモンを
使った「親子 DE レモンクッキング教
室」なども行われ、多くの市民の皆さ
んに参加していただきました。

お
知
ら
せ

■受付時間等　8:30～17:00
　（土日祝日、年末年始を除く。）

①高山税務署（℡0577-32-1020）へ
お電話をお掛けください。
 

②自動音声によりご案内しますの
で、１を押してください。

③自動音声に従って、相談したい内
容の番号を選択してください。

商工課 0577-62-8901
高山税務署 0577-32-1020

（自動音声により案内します）

岐阜県若者サポートステーション
　 058-216-0125

・予約先



　先月20日、毎年恒例のハロウィ
ンパーティが開かれ、薄暗い夜の
図書館に、魔女や悪魔や吸血鬼な
ど、思い思いに仮装した子どもたち
が100人以上集まりました。

　楽しいハロウィンはまた来年！
　それまでは、いつもの明るい図
書館でいつでもみなさんをお待ち
してますよ☆

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

たくさんの参加ありがとう！！
「暗がりライブラリー 2017
 　　　　　Halloween☆Party」

図 書 館 に お い で よ 新着図書ピックアップ 〈図書館からのお知らせ〉

　報道ワイド番組で紹介される、若
者たちの無軌道、無分別な行動…じ
つはディレクターによるやらせだっ
た！
　さらなる視聴率アップを狙い暴走
するディレクターと、殺人鬼へと変貌
する若者。ディレクターの思惑どお
り、殺人鬼は生中継の現場に現れる
のか！？
　ラストの大どんでん返しに驚愕必
至のクライムサスペンス！

『ディレクターズ・カット』
歌野 晶午 ／著　幻冬舎

　「シカクに わるさ しにいくねん」
　「みててみ、おもしろいことに なる
で……」
　『どこいったん』『ちがうねん』
『みつけてん』でおなじみ、
　大阪弁に翻訳されたジョン・クラッ
センの世界をお楽しみください。
　大人も子どもも笑えます。

『サンカクさん』
マック・バーネット／文 
ジョン・クラッセン／絵

長谷川義史／訳　クレヨンハウス
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行政書士が相続・遺言手続から各種
許認可や権利義務関係手続などの相
談を受け付けます。
お気軽にご相談ください。

相

　
　談
行政書士による無料相談

総務課 0577-73-7461

相

　
　談

専門の消費生活相談員が消費生活に
かかる相談を受け付けます。お気軽に
ご相談ください。

消費生活相談員による
無料相談

■日時　12月13日（水）13：00～16：00
■場所　神岡振興事務所
※相談をご希望の方は、事前に下記
　までご連絡ください。（予約優先）

058-263-6580
岐阜県行政書士会

相

　
　談
ハローワーク出張相談

市内において、毎月第３水曜日にハ
ローワークの相談員による職業相談
窓口を開設します。
お気軽にお問い合わせください。

■相談内容
・求人情報の提供（求人情報誌による
　提供、求人情報検索パソコンによる
　提供）
・就職に関する相談（ハローワーク高
　山の相談員が就職に関する相談に
　対応）
・職業紹介（希望の求人の紹介）
・飛騨市シルバー人材センターに関する相談
■日時　12月20日（水）11：00～15：00
■場所　古川町公民館（総合会館）

■日時　12月６日（水）10：00～15：00
　　　　（12：00～13：00は除く）

■場所　飛騨市役所２階
※予約優先のため、ご相談を希望
　される方は事前にご連絡ください
※なお、相談日以外は消費者ホット
　ライン『188』で電話相談が受けら
　れます

ハローワーク
0577-32-1144

予約先


