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場広の報情
窓の籍戸

飛騨市ホームページでもお知らせしています 
飛騨市ホームページ http://www.city.hida.gifu.jp/ 

携帯サイト http://www.city.hida.gifu.jp/mobile/ 

QR コード 場
版ドイワ
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お
知
ら
せ
平成29年度予算の執行状況を公表します（平成30年３月末現在）

　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 30 年３月31日現在）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。

財政課 0577-62-8903

●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

●市債の現在高

●企業会計の執行状況

企業会計総額

市債現在高 市民１人あたり

　収入不足や将来の事業に備えて蓄えているお金です

　学校や道路などを整備するために借りたお金です
（家計における借金）

　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

　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

執行済額
国民健康保険
後期高齢者医療
介護保険
下水道事業（５会計）
駐車場事業
情報施設
給食費

27億6,683万円
3億5,353万円

26億4,340万円
4億6,947万円

394万円
1億396万円

3,383万円

30億8,283万円
3億4,562万円
28億922万円

14億1,035万円
187万円

8,969万円
3,246万円

34億3,062万円
3億9,210万円

32億2,781万円
16億1,408万円

420万円
1億1,407万円

3,760万円

水道事業
国民健康保険病院事業

執行済額会計名

会計名 予算額 収入済額

　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 191億9,892万円 93.0% 歳 出 77.8%

歳出総額
（ 77.8% ）

総務費
（ 89.5% ）

民生費
（ 73.1% ）

衛生費
（ 67.7% ）

土木費
（ 44.3% ）

公債費
（ 97.7% ）

その他
（ 82.1% ）

160億5,900万円

歳入総額
（ 93.0% ）

市税
（ 96.4% ）
地方交付税

（ 103.7% ）
国庫支出金
（ 80.5% ）

県支出金
（ 75.0% ）

市債
（ 38.0% ）

その他
（ 99.1% ）

206億3,832万円
191億9,892万円

34億3,316万円
33億　922万円
73億3,215万円
76億　540万円
14億5,177万円
11億6,835万円
10億3,712万円

7億7,740万円
16億　354万円

6億　904万円
57億8,058万円
57億2,952万円

206億3,832万円
160億5,900万円

42億9,636万円
38億4,691万円
41億9,864万円
30億6,744万円
15億3,979万円
10億4,183万円
28億1,190万円
12億4,684万円
29億4,544万円
28億7,657万円
48億4,620万円
39億7,940万円

8億190万円
19億9,054万円

4億983万円
18億6,153万円

4億1,884万円
17億2,075万円

一般会計

特別会計

企業会計

総額

29年度末

28年度末

29年度末

28年度末

29年度末

28年度末

29年度末

28年度末

179億5,082万円

194億8,198万円

97億1,273万円

103億3,448万円

15億6,427万円

17億4,437万円

292億2,783万円

315億6,083万円

733,525円

780,059円

396,892円

413,793円

63,921円

69,845円

1,194,338円

1,263,697円
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

基金現在高 市民１人あたり

（家計における貯金）

一般会計

特別会計

企業会計

総額

29年度末

28年度末

29年度末

28年度末

29年度末

28年度末

29年度末

28年度末

566,554円

520,309円

66,884円

77,457円

59,241円

56,967円

692,679円

654,733円

収入率： 76.6%
執行率： 81.3%

27億9,244万円
21億3,959万円
22億7,136万円

収入率： 72.3%　
執行率： 88.1%

88億2,047万円 
63億7,497万円
77億7,204万円

138億6,472万円

129億9,472万円

16億3,678万円

19億3,449万円

14億4,974万円

14億2,274万円

169億5,124万円

163億5,195万円
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第20回山の村だいこんマラソン大会
出場ランナー募集・ボランティア募集

■日　時　９月９日（日）　雨天決行
　　　　　受付　7：30　開会式 9：00（8：30アトラクション終了後）

　　　　　（前日受付は13：00～17：00　神岡町公民館）

■会　場　奥飛騨山之村牧場
　　　　　（飛騨市神岡町森茂1157）

■コース　だいこんコース　　ハーフ　  9：30スタート
　　　　　トマトコース　　　 ５km　  9：40スタート
　　　　　ほうれん草コース　10km　  9：50スタート
　　　　　たんぽぽコース　　３km　10：00スタート
※ハーフコースは日本屈指の激坂です！！

■参加費　一般（ハーフ）
　　　　　一般（10㎞）
　　　　　一般（５㎞）
　　　　　小中高生
　　　　　ジョグ&ウォーク
　　　　　幼稚園・保育園児

■申込期限　・インターネットでの申し込み　８月 ３日（金）
　　　　　　　http://runnet.jp/
　　　　　　・郵便振替用紙での申し込み　７月27日（金）
　　　　　　　※事務局にあります

■その他　給水所・観察員等のボランティアを募集しています。
お手伝いしてくださる方はぜひ事務局までご
連絡ください。
※ホームページもご覧ください 
　http://www.daikon-marathon.jp/

■法定外公共物とは
　道路、河川や水路などのうち、道路法や河川法などの法
令によって管理の方法等が決められているものを法定公
共物といいますが、これに対して道路法や河川法などが
適用されないものを法定外公共物といい、赤道（里道）や
青道（水路）などと呼ばれることもあります。

◎手続きは、測量および登記等が伴いますので、土地家屋調査士へ
　依頼されることをお勧めいたします

お
知
ら
せ

法定外公共物の売り払いについて
お
知
ら
せ

市では、市が所有する法定外公共物
で、既に機能が喪失してしまっている
ものやその用途を廃止することがで
きるものを売払いします。

手続き 内容

① 機能確認および
境界確定申請

所定の申請書に必要書類を添付して市
へ申請して下さい。（申請費用は無料
ですが、申請書類の作成は、申請者の
負担になります。）

② 現地立会い 現地にて市と申請者で境界を確定しま
す。

所定の申請書に求積図等の必要書類を
添付して市へ申請して下さい。
（申請費用は無料ですが、申請書類の
作成や測量費用は、申請者の負担にな
ります。）

④ 用途廃止の決定
市が現地および書類を審査し問題なけ
れば用途廃止の決定を申請者に通知し
ます。

⑤ 売払いの申請

所定の申請書に必要書類を添付して市
へ申請して下さい。（申請費用は無料
ですが、申請書類の作成は、申請者の
負担になります。）

⑥ 売払いおよび
価格の決定

市が書類を審査し問題なければ市の基
準により売払い価格を決定し申請者に
通知します。

⑦ 売買契約の締結
市と申請者の間で売買契約を締結しま
す。（契約に係る収入印紙代は、申請
者の負担になります。）

⑧ 売払い代金の納付 市が発行する納入通知書で売払い代金
を納付して下さい。

⑨ 登記承諾書の交付
売払い代金の納入の確認ができた後、
申請者に対して市が登記承諾書を交付
します。

⑩

登記申請（⑨の登
記承諾書を登記申
請書に添付しま
す。）

申請者が自ら法務局に登記の申請をし
ていただきます。（登記に係る費用
は、申請者の負担になります。）

③ 用途廃止の申請

大会実行委員会事務局（神岡町公民館内教育振興係）
0578-82-2255 0578-82-3956

・用途廃止に関すること（①～④の手続き）　
　建設課　　0577-73-3936
・売払いに関すること（⑤～⑩の手続き）　　
　管財課　　0577-73-3741

地図にない村「山之村高原」を走ろう！
第 20 回山の村だいこんマラソン大会を開きます。
標高 1,000 ㍍のかくれた避暑地を走りませんか？
中日ドラゴンズで投手として活躍され、現在野球解説者の
｢川上憲伸｣さんが特別参加します。
また、第 20 回大会を記念して、特産品等が当たる抽選会
を行います。

4,000円
3,500円
3,000円
1,500円
1,500円

500円



募

　
　集
平成30年度清流の国ぎふ防災リーダー育成講座（基礎編）開催

募

　
　集
市の採れたて朝市会員募集

危機管理課 0577-62-8902

農業振興課 0577-73-7466

[古川町]　飛騨古川　三寺めぐり朝市

[古川町]　地場産市場　ひだ

[神岡町]　神岡朝市クラブ
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■会場
岐阜大学全学共通教育講義棟（岐阜市柳戸１-１）　ほか
■募集締め切り
①平日コース　６月29日（金）
②日曜コース　９月28日（金）
※ただし、受講可能人数を超えた時点で募集を締め切ります

地元産の新鮮で安全な農産物をご提供しています。明るく元気を基本に、総員43名の会
員が自慢の野菜づくりに精を出しています。昨年からはふるさと納税にも参入し、県外
のお客様にも飛騨産のお米や野菜をお届けし大変ご好評をいただいています。

国道41号線に面した立地を活かし、県外各地からたくさんのお客様にご来店頂いてい
ます。新鮮で美味しい野菜に加え、特産品や加工品など、豊富な品揃えでお客様をお待
ちしております。会員数125名の中には専業農家の方もみえ、野菜作りのノウハウや品
質へのこだわりを学ぶことも出来ます。

神岡町の道の駅宙ドーム内にあり、地元の方はもちろん県外からの観光客にも大変ご
好評を頂いています。直売所には標高1,000メートルの高冷地で栽培された野菜も並
び、ここにしかない味わい深い野菜が楽しめます。41名の会員たちがまごころを込めた
美味しい野菜づくりに心がけています。

※本講座の終了後（各コース第４日目）に同じ会場で、日本防災士機構が実施する「防災士資格取得試験」を受験することができます
※防災士資格取得試験の合格者は、日本防災士機構へ防災士認証登録申請を行うことで、「防災士」として登録されます

■その他
申し込み方法、受講申込書など詳しくはホームページをご覧ください。
HP　岐阜県:清流の国ぎふ 防災・減災センター
http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/bosai/bosai-taisei/11115/gfbosai.html

また、市では防災士の資格取得に必要な受講料などの経費について
補助を行っていますので、下記までお問い合わせください。

清流の国ぎふ 防災・減災センターでは、防災・減災に関する専門的知識を習得し、地域の防災リーダーとして活躍できる
人材を育成するため「清流の国ぎふ防災リーダー育成講座（基礎編）」を開催します。
地域の自主防災活動に積極的に参加する意欲のある方は、ぜひご応募ください。

農家の皆さんや初めて畑や田んぼをはじめた皆さんも、私たちと一緒に朝市でお米や野菜を販売してみませんか ?
興味のある方は、下記までご連絡ください。

■日程（予定）

第１日目
第２日目
第３日目
第４日目

（予備日）

８月
８月
８月
８月
９月

10 日（金）
17 日（金）
22 日（水）
29 日（水）
５日（水）

11月
11月
11月
12月
12月

11 日（日）
18 日（日）
25 日（日）
２日（日）
９日（日）

平日コース 日曜コース
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古川町保健センター 0577-73-2948

古川町保健センター 0577-73-2948

「まめとく健康ポイント事業」のエントリー受け付け中です

【参加から賞品交換までの流れ】
参加条件①　20歳以上の市内に住所がある人

■申し込み場所
　古川町保健センター、神岡町保健センター、河合振興事務所、宮川振興事務所

参加条件②　20歳以上の、市内の企業・事業所に勤務している人（市内在勤者）
　　　　　　企業・事業所単位で、参加者の取りまとめをお願いします。事業所を通じてお申し込みください。
■エントリー（申し込み）期間　　
　10月10日（水）まで

※受付時間はお手元の受診表をご確認ください。検診によって実施日と受付時間が異なりますのでご注意ください。
まめとく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

お
知
ら
せ

「まめとく健康ポイント事業」は、市民の皆さんが健康づくりに興味を持ち、健診や生活習慣の見直し、スポーツイベント
への参加等でポイントをため、その取得ポイントにより賞品と交換できる、「まめ」になって「とく」する事業です。
今年度から、新たに市内の企業・事業所に勤務している人も対象になりました
ただ今、エントリー（申し込み）を受け付け中です。個人で、ご家族で、職場の仲間で、奮ってご参加ください。

７月のがん検診・婦人がん検診
お
知
ら
せ

がんの早期発見・早期治療のために各種（胃・大腸・肺・子宮・乳）がん検診を行っています。がん検診を希望される方で、
申し込みがまだの方は古川町保健センターへご連絡ください。

1
エントリーして
ポイントカードを
受け取る

さらに

2 3
メニューに挑戦
ポイントを
ためる

商品と交換
または寄付

エントリー期間 ポイントをためる期間 交換日

ポイント制度の概要
必須項目

まめとくに参加した感想
健診ポイント

目標を決めてチャレンジ

ポイントを交換された人の中から、抽選で30名様に1万円の商品券をプレゼント！

任意項目 ポイント以上で

1,000円分の
商品券等と交換！

＋ ＝

50
がん検診ポイント
歯科検診ポイント
イベントポイント

1,000

10月10日（水）まで （12月まで）　 （来年１月）

月
胃がん検診・大腸がん検診 胸部 

レントゲン
子宮頸がん検診・乳がん検診 骨粗鬆症 

検診日 曜日 会場　 日 曜日 会場

7

6 金 ハートピア古川 ●
5 木

河合町公民館（午前）
23 月 河合町公民館 ○ 宮川町保健センター（午後）
24 火 宮川町老人福祉センター ○ 6 金 古川町保健センター
30 月 神岡町ふれあいセンター ● 30 月 神岡町保健センター31 火 × 31 火 有り

受付 
時間

8：30～10：30
※胸部レントゲン検診  ●は午前及び午後（13時～14時）、

○は午前のみ

(古川・神岡会場)：9：00～10：30
　　　　　　　    13：00～14：30
(河合・宮川会場)：9：30～10：30
　　　　　　　    13：30～14：30

神岡図書館 0578-82-1764
飛騨市図書館 0577-73-5600

http://hida-lib.jp

図 書 館 に お い で よ

新着図書ピックアップ

　エルサは7歳、おばあちゃんは77歳。破天
荒なおばあちゃんは、ずっとエルサの友達
だった。「変わった子」と言われるエルサの、
ただ一人の強い味方だった。
亡くなったおばあちゃんに代わって、エルサ
は託された謝罪の手紙を届け始める…。

『幸せなひとりぼっち』の作者がおくる「変
わった子」だった人のための物語。

　いえが７けんだけの小さな村にやってきた
白いねこ。それぞれのいえで、ちがう名まえを
つけてもらい、みんなのねことしてかわいが
られるようになりました。ところがある日、国
じゅうでねずみがふえすぎて、どのいえもねこ
をかわなくてはいけないというほうりつがで
きて…。
　くりかえしのおもしろさと、シンプルなイラ
ストが魅力のユーモアあふれる絵本です。
（５さいから）

フレドリック・バックマン／著
坂本あおい／訳　早川書房

『このねこ、うちのねこ』
ヴァージニア・カール／作・絵
こだまともこ／訳　徳間書店

一般向けのオススメ

児童向けのオススメ
相

　
　談

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・人財育成・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
■日時
古川会場　６月27日（水）
　　　　　７月４日（水）、11日（水）
神岡会場　６月20日（水）
　　　　　７月18日（水）　
　　　　　13：00～16：00
※予約制（相談日前日までに商工課へ
電話にてお申しみください。）
■場所
古川会場　飛騨市図書館 
神岡会場　神岡振興事務所

飛騨市経営相談窓口

相

　
　談

空き家・空き地の無料相談を受け付け
ます。お気軽にご相談ください。

■対象　空き家・空き地の所有者お
　　　　よび利用者
■日時　６月30日（土）9：30～17：00
■場所　古川町公民館（総合会館）
■内容　空き家の管理、空き家・空き
　　　　地の有効活用、権利・相続等
■申込方法
６月29日（金）までに電話・FAX・メー
ル（住所、氏名、電話番号、希望時間、
相談概要を明記）

空き家・空き地無料相談会

若者を対象とした就労相談
相

　
　談

岐阜県若者サポートステーションで
は、若者の就労に向けた相談会を
行っています。（予約制・無料）
お気軽にお問い合わせください。

■日時　毎週水曜日
　　　　13：00～16：00
■場所　古川町公民館（総合会館）
※対象者は15歳～39歳の
　無職状態の若者とその家族
※面談は１組50分。無料、要予約
※出張相談もします。ご相談ください

岐阜県若者サポートステーション
　 058-216-0125

・予約先

相

　
　談

市内において、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）

・シルバー人材センターに関する相談

■日時　７月18日（水）
　　　　11：00～15：00

■場所　古川町公民館（総合会館）

ハローワーク出張相談

ハローワーク高山
0577-32-1144
飛騨市シルバー人材センター
0577-73-7386

『おばあちゃんのごめんねリスト』

場
版らわか
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NPO愛岐空き家空き地再生サポート協会
0120-43-8349

info@akiya-aigi.com

0564-71-0556

商工課 0577-62-8901



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

場
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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
版ドイワ
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古川町保健センター 0577-73-2948
飛騨市美術館

0577-73-3288

■日時　６月17日（日）、７月１日（日）
　　　　７月15日（日）
　　　　各回9：30～11：30
　　　　※詳しくは全戸配布のチラシを
　　　　　　ご覧ください

■場所　古川郷土民芸会館
■対象　小学生以上
　　　　※小学２年生以下のお子さまは
　　　　　　保護者同伴

■定員　各回10名まで
　　　　※申込制・先着順
■参加費　150円（材料費）
■持ち物　おしぼり、
　　　　　ピンセット
　　　　　（お持ちの方のみ）

７月の飛騨市国民健康保険特定健診・若者健診

※全会場で、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

お
知
ら
せ

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。

和紙でカラフルはり絵を
つくろう！

お
知
ら
せ

「井上あき子ちぎり絵ワールド ひだ行
脚にゃんこ行脚展」に関連して、はり絵
のワークショップを開催！
色のついた和紙をつかって、ミニ色紙
にかわいい花や金魚などを描きます。
夏休みの作品作りの参考にもいかが
ですか？みなさまのご参加お待ちして
います！！

月 日 曜日 会場
受付時間

開始 終了

7

2 月 ◎末高研修センター 8:30 10:30

3 火
◎友雪館（稲越）

8:30 10:00

4 水 8:30 10:00

5 木 吉田公民館 8:30 9:30

6 金 ◎羽根地域公民館 8:30 10:00

17 火 麻生野地域公民館 8:30 10:30

18 水 上村コミュニティ施設 8:30 9:30

26 木 ◎森茂公民館 8:30 10:00

27 金 ◎杉原高齢者コミュニティセンター 8:30 10:00

30 月 ●坂下生活改善センター 8:30 9:30

お
知
ら
せ
三日里親事業の「里親」募集について

子育て応援課 0577-73-2458

■委託期間（お預かりいただきたい期間）　
　平成30年８月４日（土）～６日（月）の３日間
■申込方法及び申込先　
　応募される方は、「三日里親申込書」を記入の上、下記まで提出をお願いします。　
　※申込書が必要な方には郵送します
■申込期間
　６月１日（金）～６月27日（水）
■決定
　決定者の方には、７月６日（金）までに県子ども相談センターからご連絡します。
■その他お知らせ
　三日里親事業のほかショート里親事業など里親には、様々な種類があり、里親として養育をお願いする期間も数日間から
　数年間と様々です。関心のある方は、下記までお気軽にお問い合わせください。

県では、様々な事情により親元を離れ生活している子どもたちを、保護者に代わって育ててくださる「里親」を広く募集
しています。子どもたちにとって、家庭的な環境の中で生活し大人になっていくことは最も大切なことです。
その一環として、今年も 37 回目を迎える「三日里親事業」を行います。是非、子どもたちに温かい家庭の雰囲気を体験
させてあげてください。昨年度は、飛騨市では２件の方が受け入れてくださいました。

場
版らわか
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募

　
　集

きつね火まつりの
出演者を募集します

きつね火まつり実行委員会では、
９月22日（土）に行う「飛騨古川きつね
火まつり」の花嫁・花婿さんを募集して
います。飛騨古川の秋の風物詩「きつ
ね火まつり」を一緒に盛り上げません
か。

花嫁花婿さん　定員１組
（応募いただいた中から書類選考にて決定）

■条件
結婚を予定されているカップル、もしく
は既に入籍されているカップルの方
で、下記のスケジュールに出られる方
　【前日】 15：00～19：00　
　　　打ち合わせ、リハーサル
　【当日】10：00～22：00
　　　着付け準備、例祭、きつね行列、
　　　婚礼の儀

■応募締切　７月27日（金）

■応募方法
　希望された理由、スナップ写真、住
所、氏名、年齢、連絡先を、郵送、ＦＡ
Ｘ、電子メール等により、下記の宛先ま
でお申込みください。

■応募先　〒509-4224
岐阜県飛騨市古川町殿町８-17
飛騨市観光協会内きつね火まつり実
行委員会
　 0577-74-1192  　 0577-73-0099
　 kitsunebi@hida-tourism.com

相

　
　談

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
かかる相談を受け付けます。
お気軽にご相談ください。

■日時　７月４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

相

　
　談
行政書士による無料相談

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。（予約制・無料）お気軽にご相談ください。

総務課 0577-73-7461

岐阜県行政書士会 058-263-6580

相

　
　談

障がいのある方を対象
としたパソコン相談会

身体の不自由な方を対象としたパソコ
ン相談会です。

　文章入力などの基本的な指導や、
視覚や肢体の障がいに応じた入力支
援機器の相談を受け付けます。お気
軽にご利用ください。

■神岡町ふれあいセンター
６月23日(土)、７月21日(土)、８月18日(土)
13：00～15：00（受付は14：00まで）

福祉メディアステーション飛騨ブランチ
http://hida.f-media.jp

0577-34-1316

■日時　７月11日（水）　13：00～16：00
■場所　市役所
※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）

募

　
　集

難病患者さんやご家族のための専門医による医療講演、個別相談、患者家族交流
を行います。※申し込み不要・参加費無料です

■日時　７月22日（日）　13：00~16：00（受付は12：30～）
■場所　飛騨・世界生活文化センター　食遊館　２階

【会議室１　講演と神経内科疾患の個別相談】
■講演　てんかんの基本的なとらえと対処法　　須田病院医師　垣内先生
■個別相談
①神経内科疾患について（多系統萎縮症、パーキンソン病、筋ジストロフィー、多発性
　硬化症、重症筋無力症、てんかんなど）　　神経内科医師
②福祉制度＆サービスについて　　ソーシャルワーカー
③難病制度について　　保健所保健師

【会議室２　講演と小児科疾患の患者家族交流】
■講演
①小児慢性特定疾患を抱えるお子さんとご家族を支える社会資源　　保健所保健師
②病気の子どもの育ちの中で出会ったこと　あれこれ　岐阜県心臓病児者の会 会長

岐阜県難病団体連絡協議会主催・ 058-214-8733

難病医療福祉相談会のお知らせ
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募

　
　集
飛騨クアオルト健康ウオーキング実践指導者ガイドを募集します

林業振興課内　飛騨クアオルト健康ウオーキング事務局 0577-62-8905

募

　
　集
市営住宅入居者募集

・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出来ません
　飛騨市役所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　６月22日（金）～29日（金）　■入居予定日　８月１日（水）

　クアオルト健康ウオーキングは、飛騨市の豊かな自然の中に設けられた専門コースを利用し、心拍数や体表面温度を
適切に管理しながら無理なく歩いて健康づくりを行う｢気候性地形療法｣で、ガイドを行うためには専門機関である｢日
本クアオルト研究所｣が認定する資格（実践指導者）を取得する必要があります。
クアオルト健康ウオーキングを通じ、自身の健康づくりはもちろん、森歩きや自然観察、さまざまな方との新しい出会い
を楽しみたい方、ぜひお気軽にお申し込みください。
■募集人数　４人程度
■受講料　　無料
■受講日　　８～９月の土日を含む連続する３日間を２回（具体的な開講日は未定）
■講座内容　座学および実際にコースに出るなどしてガイドに必要な知識やノウハウを専門家より学びます（受講者は
　　　　　　市役所が８月頃に企画する先進地視察に同行いただきます）
■応募資格　性別、年齢を問わず健康で、ウオーキングや健康づくりに関心があり、楽しみながらクアオルト健康ウオー
　　　　　　キングガイドを行っていただける方
■お申込み　林業振興課内　飛騨クアオルト健康ウオーキング事務局　
　 0577-62-8905　　担当　竹田・武藤
※応募者多数の場合、事務局による厳正なる審査の上で受講者を決定させていただきます
※試験はありませんが、受講された方すべてがガイド資格を取得できるとは限りません
※ガイド認定には、上記養成講座の受講のほか、救急救命講習（１日間）を受講する必要があります

●７月のクアオルト健康ウオーキングの予定
朝霧の森コース
■日　　時　７月１日（日）　8：30～　
■場　　所　古川町黒内　黒内屋内運動場駐車場に集合
森林公園コース
■日　　時　７月15日（日）　8：30～
■場　　所　古川町信包　飛騨市森林公園駐車場に集合

企業の福利厚生の一環や各種団体、グループでのお申込みも受けつけています。お気軽にご相談ください。

市は｢クアオルト健康ウオーキング｣の事業拡充のため、新規実践指導者（ウオーキングガイド）養成講座の受講者を募集し
ます。

■持 ち 物　動きやすい服装や靴、飲料水、タオル等
※雨天決行（荒天を除く）のため、傘・雨具の準備もお忘れなく
■参 加 料　500円　

公募住宅 諏訪田団地A棟 サンアルプ旭C棟 昭和町団地 嶋団地 森茂住宅 西忍団地
種類 特公賃 公営 地優賃 特公賃 特定 公営

募集戸数 (世帯用)2戸 (世帯用)1戸 (単身用・世帯用)各1戸 (世帯用)1戸 (単身用)3戸 (世帯用)2戸
所在地 古川町杉崎 神岡町殿 神岡町殿 河合町角川 神岡町森茂 宮川町西忍

構造・規模 鉄筋コンクリート造
5階建

鉄筋コンクリート造
6階建

鉄筋コンクリート造
4階建 木造2階建 木造２階建 木造２階建

(車庫付き)

間取り 3LDK・2LDK 2DK 単身用：1DK
世帯用：2DK 3LDK 1K 3DK

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 共益費別途
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0577-73-0153

自衛隊高山出張所 0577-32-3028

自衛官の募集および採用説明会について
募

　
　集

自衛隊高山出張所では、自衛官募集および採用説明会を行います。

■自衛官採用説明会
　日時

　場所　自衛隊高山出張所
　　　　（高山市花岡町2-58-2
　　　　高山ビル２階）

※説明会は個別に実施しますので、都合のよ
い時間にお越しください
なお、当日来場できない方は、連絡いただ
ければ随時対応します

７月28日（土）　10：00～16：00
７月29日（日）　10：00～16：00
８月４日（土）　10：00～16：00
８月５日（日）　10：00～16：00

募集種目 資格 受付期間 一次試験

一般曹候補生 18 歳以上 27 歳未満 ７月１日～９月７日 ９月 22 日

自衛官候補生 18 歳以上 27 歳未満 ７月１日～９月７日 ９月 22 日

航空学生
（パイロット養成コース）

高卒（見込含）

21 歳未満
７月１日～９月７日 ９月 17 日

防衛大学校

（一般・前期）

高卒（見込含）

21 歳未満
９月５日～９月 28 日 11 月10日・11日

防衛医科大学校

（医学科）

高卒（見込含）

21 歳未満
９月５日～９月 28 日 10 月 27 日・28 日

防衛医科大学校

（看護学科）

高卒（見込含）

21 歳未満
９月５日～９月 28 日 10 月 20 日

■平成30年度自衛官等募集案内
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お
知
ら
せ

現在、児童手当受給資格者を対象に
現況届を受け付けています。
まだ手続きを行っていない方は、早
めの手続きにご協力ください。

市では、飛騨市立（公立）保育園の内、指定管理者制度により民間事業者（社
会福祉法人）が運営している「増島保育園」と「さくら保育園」を平成３１年４
月から私立保育園へ移行する予定としています。
　このことについて、保育園の保護者の皆様をはじめ、今後、保育園の利用を
予定されている保護者の方、その他市民の皆様へ「私立保育園へ移行」する
とはどういったことなのか説明させていただきます。 ■申請期間　６月 29 日（金）まで

■受付時間　 8：30 ～ 17：15
■申請場所　市役所・各振興事務所
　※原則、住所地の事務所で手続き
　　をお願いします
■休日窓口開設日時
　６月 24 日（日）9：00 ～ 12：00
■開設場所
　市役所・神岡振興事務所
　※河合・宮川地区の方は、市役所
　　をご利用ください
■その他

・お住まいの地域以外で手続きをさ
れる場合は、事前に市民保健課まで
ご連絡ください。

・現況届等の案内が届いていないな
ど、ご不明な点はお問い合わせくだ
さい。

・マイナポータルからの手続方法はお
問 い合わせください。

「増島保育園」・「さくら保育園」の私立保育園移行に関する
説明会の開催について

お
知
ら
せ

市民保健課（市役所）
0577-73-7464

子育て応援課 0577-73-2458

古川町保健センター
0577-73-2948飛騨市発達支援センター 0577-73-7483

■開催日時　６月25日（月）　19：30 ～
■開催場所　ハートピア古川２階和室（古川町若宮二丁目）
■そ の 他　託児サービス有

飛騨市の木育を広める会では、木育の一環として、各子育て支援センターにて木
を使ったおもちゃで遊ぶイベントを開催します。木育ひろばが常設されている古
川、神岡会場ではおもちゃを増量し、遊び方のレクチャーも行いますので、ぜひ
ご参加ください。

木のおもちゃ広場の開催について
お
知
ら
せ

子育て応援課 0577-73-2458

■対象　乳幼児～小学校未就学児　（親子で楽しめます）
■場所・日時
・河合・宮川子育て支援センター
　６月28日（木）　9：30～11：30
・神岡子育て支援センター
　７月５日（木）　9：30～11：30
・古川子育て支援センター
　８月９日（木）　9：00～11：00

障がいをテーマにした市民対象の研修会です。障がいに対する見方や考え方な
ど今よりももっと深めていきませんか？発達支援センターでは、シリーズ化した
研修を計画しました。今年度は下記の３講座です。

「しり～ず」受講生募集
募

　
　集

【申し込み方法】
ハートピア古川・ 各振興事務所窓口に申込用紙がありますので、ご記入いただき
ご提出ください。 

児童手当現況届について

お
知
ら
せ

生涯にわたって健全な食生活を送るこ
とができる人を育てる取り組みが「食
育」です。

「1日3食きちんと食べる」「家族そ
ろって食事をする」「家族一緒に料理
をする」「感謝して食事をいただく」
「地元産の食材を選ぶ」、このような
ことが「食育」につながります。　
　この機会にできることから始めてみ
ませんか？

毎年6月は食育月間
毎月19日は食育の日

第 1回 
障がい者差別解消法を知る 

第 2 回 
視覚障がい者の生活 

第３回 
聴覚障がい者への配慮 

 7月 8 日（日） 
10：00 ～11：30 

 8 月 2 日（木） 
19：00 ～ 20：30 

 8 月 21日（火） 
19：00 ～ 20：30 

ハートピア古川 
２階　ボランティアルーム 

ハートピア古川 
２階　ボランティアルーム 

ハートピア古川 
２階　ボランティアルーム 
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お
知
ら
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誰も住まなくなり、老朽化した危険な空き家が全国的に問題となっています。
飛騨市においても、適正な管理がされていない空き家が周囲に悪影響を与えている事例が増加しています。

■空き家の問題
　放置された空き家が引き起こす問題は以下のものがあります。
　・防災上の問題…建物自体の倒壊、屋根の落下、外壁の崩壊等による周辺住民に対する危険性
　・防犯上の問題…空き家への不審者の不法侵入や放火による犯罪の温床となる可能性
　・衛生上の問題…敷地へのゴミ放置や不法投棄による異臭や草木の生い茂りによる病害虫の発生
　・景観上の問題…倒壊した空き家、外見が大きく傷んだ空き家による周囲の景観の悪化

■空き家は所有者に管理責任があります
　空き家は個人の財産であることから、所有者は適正な管理をする責任があります。
　空き家の管理不全が原因で、隣家に損害を与えたり、近隣住民に危害を及ぼした場合、空家の所有者が責任を問われる
　場合があります。そのようなことに至らないよう、空き家の適正な管理に努めましょう。

総務課 0577-73-7461

税務課　 0577-73-3742

市・県民税第１期分の
納期限について

空き家の適正管理をお願いします

お
知
ら
せ

市・県民税第１期分の納期限は、
７月２日（月）です。

■口座振替をご利用の方は、口座残
高の確認をお願いします。

■納付書で納付される方は、最寄の
金融機関等で、納期限までに納めて
ください。

・納付書は、納税通知書と一緒に
１年分（第１～４期分）を送付し
ます。２期分以降の納付書は再発
行しませんので、紛失にご注意く
ださい。

・１年分を一括して納付される場
合は、全期の納付書のみご利用く
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
市・県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。

家屋を新築、増築、
解体された方へ

お
知
ら
せ

市では、来年度の固定資産税に係る
新・増改築及び取壊し家屋の調査を
行うため、市税務職員による現地確認
を随時行っています。

　適正かつ公正な税務事務の推進を
図るため、調査もれが生じる事のな
いよう、予定を含め下記の期間に工
事を着工、完了した家屋の所有者は
税務課まで報告してください。

■対象日時
　平成30年１月２日から
　平成31年１月１日
※すで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

市税等滞納における
滞納処分について

お
知
ら
せ

 公平な税の推進を図るため、滞納者に
対して財産差し押さえ等の滞納処分を
行います。

■地方税法
督促状を発した日から起算して10
日を経過した日までにその督促に
係る徴収金を完納しないときは、
滞納者の財産を差し押さえなけれ
ばならない。

　県税務職員との併任制度の活用に
より、市税・県税も含め、滞納整理
の強化を図っています。今一度、税
等について納め忘れがないか確認を
お願いします。

0577-73-3742・税務課
・各振興事務所（税務担当）

0577-73-3742・税務課
・各振興事務所（税務担当）
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電源立地地域対策交付金
活用事業について

■電話番号　

■注意事項
・電話通話料は利用者の負担となります。
・放送内容は、新しいものから順番に最大20件まで過去に遡って確認でき
　ます。
・全ての放送を録音しているため、昼・夕方のチャイムや、各町で個別に
　流した 放送も録音されます。

飛騨市では防災行政無線で放送した内容を確認できる電話サービスを行ってい
ます。以下の電話番号へ電話いただくことでご利用頂けます。

　飛騨市内には角川ダムのほか18
の水力発電用施設があることから、こ
の交付金を受けています。平成29年
度は交付金87,258千円を消防署の
運営の財源に活用しました。

「電源立地地域対策交付金」は、発電
用施設の周辺地域に対し、公共施設
の整備や福祉の向上を図るために交
付されます。

お
知
ら
せ

13 2018年６月号

飛騨市同報無線放送電話サービスについて

総合政策課 0577-73-6558

お
知
ら
せ

労働保険年度更新の
手続きはお早めに

　岐阜労働局、各労働基準監督署で
は、６月１日から申告書の受付を行
なっております。
　なお、手続きはパソコンから行な
うこともできますので、インターネッ
トで電子政府の総合窓口「イーガブ」
をご覧ください。

労災保険と雇用保険の申告・納付期
間は、６月１日から７月10日までです。

岐阜労働局　労働保険徴収室
058-245-8115

お
知
ら
せ

岐阜県若者サポート
ステーションキャラバン隊

■会場　飛騨市古川町公民館 ２階
　　　　研修室２号
■日程　６月30日（土）
　13：00～　　　   開場/受付
　13：30～　　　   勉強会
　15：00～17：00　個別面談（４組）
※個別面談は予約制です。あらかじめご予
　約ください

岐阜県若者サポートステーションで
は、無業状態のお子さんに悩んでいる
方、働きたいけど何から始めたらよい
か分からない方のために勉強会を開
催します。

岐阜県若者サポートステーション予約・
0577-35-4770

総務課 0577-73-7461

　この検査を受けないで「はかり」を取引・証明に使用することは、計量
法違反行為となりますので、注意してください。

・はかり（付属品含む）、手数料（岐阜県収入証紙）を持参してください。
手数料は岐阜県計量検定所にお問い合わせいただくか、検査当日の証紙購
入前に検査会場でご確認ください。

計量法の規定により、取引・証明に使用する「はかり」の定期検査（2年に1回実施）
が下記のとおり行われます。取引・証明において「はかり」を使用している該当者は
必ず受検してください。

お
知
ら
せ
はかり定期検査のお知らせ

※閲覧可能な場所：飛驒市図書館、飛驒市の文化財ホームページ>資料ライブラリー>発
　掘調査報告書・計画書からも閲覧できます
※今後の調査の進展で、遺跡の位置や範囲がかわる可能性があります

遺跡で開発行為を行う場合には、文化財保護法に基づく届出が必要です。遺跡の
範囲を明示したものが遺跡地図で、この度古川町・神岡町編を刊行しました。遺
跡地図の公開は地下に眠る市民の貴重な文化財を身近に感じていただけるとも
考えています。遺跡地図の刊行をきっかけに、「ふるさと飛騨市」の現在と未来に結
びつく先人の生きた足跡が深く究明されることを強く願っています。

お
知
ら
せ
飛騨市遺跡地図の古川町・神岡町編を刊行しました！

岐阜県計量検定所 058-254-8188

文化振興課 0577-73-7496

商工課 0577-62-8901

内容 プッシュ番号
次の放送を聞く場合 １
聞いている放送を聞きなおす場合 ２
前の放送に戻る場合 ３
最初の放送に戻る場合 ０

検査月日 検査時間 検査場所
7月 3日（火） 13:00～15:00 JAひだ河合支店（河合町角川158-1）
7月 4日（水） 10:00～15:00 本町防災公園（神岡町船津959-1）
7月 6日（金） 10:00～12:00 宮川振興事務所（宮川町林50-1）
7月 9日（月） 13:00～15:00

JAひだ古川支店（古川町金森町15-1）7月10日（火） 9:00～15:00
7月11日（水） 9:00～11:00

0577-62-9900
■操作案内

場
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お
知
ら
せ

誰も住まなくなり、老朽化した危険な空き家が全国的に問題となっています。
飛騨市においても、適正な管理がされていない空き家が周囲に悪影響を与えている事例が増加しています。

■空き家の問題
　放置された空き家が引き起こす問題は以下のものがあります。
　・防災上の問題…建物自体の倒壊、屋根の落下、外壁の崩壊等による周辺住民に対する危険性
　・防犯上の問題…空き家への不審者の不法侵入や放火による犯罪の温床となる可能性
　・衛生上の問題…敷地へのゴミ放置や不法投棄による異臭や草木の生い茂りによる病害虫の発生
　・景観上の問題…倒壊した空き家、外見が大きく傷んだ空き家による周囲の景観の悪化

■空き家は所有者に管理責任があります
　空き家は個人の財産であることから、所有者は適正な管理をする責任があります。
　空き家の管理不全が原因で、隣家に損害を与えたり、近隣住民に危害を及ぼした場合、空家の所有者が責任を問われる
　場合があります。そのようなことに至らないよう、空き家の適正な管理に努めましょう。

総務課 0577-73-7461

税務課　 0577-73-3742

市・県民税第１期分の
納期限について

空き家の適正管理をお願いします

お
知
ら
せ

市・県民税第１期分の納期限は、
７月２日（月）です。

■口座振替をご利用の方は、口座残
高の確認をお願いします。

■納付書で納付される方は、最寄の
金融機関等で、納期限までに納めて
ください。

・納付書は、納税通知書と一緒に
１年分（第１～４期分）を送付し
ます。２期分以降の納付書は再発
行しませんので、紛失にご注意く
ださい。

・１年分を一括して納付される場
合は、全期の納付書のみご利用く
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
市・県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。

家屋を新築、増築、
解体された方へ

お
知
ら
せ

市では、来年度の固定資産税に係る
新・増改築及び取壊し家屋の調査を
行うため、市税務職員による現地確認
を随時行っています。

　適正かつ公正な税務事務の推進を
図るため、調査もれが生じる事のな
いよう、予定を含め下記の期間に工
事を着工、完了した家屋の所有者は
税務課まで報告してください。

■対象日時
　平成30年１月２日から
　平成31年１月１日
※すで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

市税等滞納における
滞納処分について

お
知
ら
せ

 公平な税の推進を図るため、滞納者に
対して財産差し押さえ等の滞納処分を
行います。

■地方税法
督促状を発した日から起算して10
日を経過した日までにその督促に
係る徴収金を完納しないときは、
滞納者の財産を差し押さえなけれ
ばならない。

　県税務職員との併任制度の活用に
より、市税・県税も含め、滞納整理
の強化を図っています。今一度、税
等について納め忘れがないか確認を
お願いします。

0577-73-3742・税務課
・各振興事務所（税務担当）

0577-73-3742・税務課
・各振興事務所（税務担当）
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お
知
ら
せ

現在、児童手当受給資格者を対象に
現況届を受け付けています。
まだ手続きを行っていない方は、早
めの手続きにご協力ください。

市では、飛騨市立（公立）保育園の内、指定管理者制度により民間事業者（社
会福祉法人）が運営している「増島保育園」と「さくら保育園」を平成３１年４
月から私立保育園へ移行する予定としています。
　このことについて、保育園の保護者の皆様をはじめ、今後、保育園の利用を
予定されている保護者の方、その他市民の皆様へ「私立保育園へ移行」する
とはどういったことなのか説明させていただきます。 ■申請期間　６月 29 日（金）まで

■受付時間　 8：30 ～ 17：15
■申請場所　市役所・各振興事務所
　※原則、住所地の事務所で手続き
　　をお願いします
■休日窓口開設日時
　６月 24 日（日）9：00 ～ 12：00
■開設場所
　市役所・神岡振興事務所
　※河合・宮川地区の方は、市役所
　　をご利用ください
■その他

・お住まいの地域以外で手続きをさ
れる場合は、事前に市民保健課まで
ご連絡ください。

・現況届等の案内が届いていないな
ど、ご不明な点はお問い合わせくだ
さい。

・マイナポータルからの手続方法はお
問 い合わせください。

「増島保育園」・「さくら保育園」の私立保育園移行に関する
説明会の開催について

お
知
ら
せ

市民保健課（市役所）
0577-73-7464

子育て応援課 0577-73-2458

古川町保健センター
0577-73-2948飛騨市発達支援センター 0577-73-7483

■開催日時　６月25日（月）　19：30 ～
■開催場所　ハートピア古川２階和室（古川町若宮二丁目）
■そ の 他　託児サービス有

飛騨市の木育を広める会では、木育の一環として、各子育て支援センターにて木
を使ったおもちゃで遊ぶイベントを開催します。木育ひろばが常設されている古
川、神岡会場ではおもちゃを増量し、遊び方のレクチャーも行いますので、ぜひ
ご参加ください。

木のおもちゃ広場の開催について
お
知
ら
せ

子育て応援課 0577-73-2458

■対象　乳幼児～小学校未就学児　（親子で楽しめます）
■場所・日時
・河合・宮川子育て支援センター
　６月28日（木）　9：30～11：30
・神岡子育て支援センター
　７月５日（木）　9：30～11：30
・古川子育て支援センター
　８月９日（木）　9：00～11：00

障がいをテーマにした市民対象の研修会です。障がいに対する見方や考え方な
ど今よりももっと深めていきませんか？発達支援センターでは、シリーズ化した
研修を計画しました。今年度は下記の３講座です。

「しり～ず」受講生募集
募

　
　集

【申し込み方法】
ハートピア古川・ 各振興事務所窓口に申込用紙がありますので、ご記入いただき
ご提出ください。 

児童手当現況届について

お
知
ら
せ

生涯にわたって健全な食生活を送るこ
とができる人を育てる取り組みが「食
育」です。

「1日3食きちんと食べる」「家族そ
ろって食事をする」「家族一緒に料理
をする」「感謝して食事をいただく」
「地元産の食材を選ぶ」、このような
ことが「食育」につながります。　
　この機会にできることから始めてみ
ませんか？

毎年6月は食育月間
毎月19日は食育の日

第 1回 
障がい者差別解消法を知る 

第 2 回 
視覚障がい者の生活 

第３回 
聴覚障がい者への配慮 

 7月 8 日（日） 
10：00 ～11：30 

 8 月 2 日（木） 
19：00 ～ 20：30 

 8 月 21日（火） 
19：00 ～ 20：30 

ハートピア古川 
２階　ボランティアルーム 

ハートピア古川 
２階　ボランティアルーム 

ハートピア古川 
２階　ボランティアルーム 
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募

　
　集
飛騨クアオルト健康ウオーキング実践指導者ガイドを募集します

林業振興課内　飛騨クアオルト健康ウオーキング事務局 0577-62-8905

募

　
　集
市営住宅入居者募集

・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出来ません
　飛騨市役所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　６月22日（金）～29日（金）　■入居予定日　８月１日（水）

　クアオルト健康ウオーキングは、飛騨市の豊かな自然の中に設けられた専門コースを利用し、心拍数や体表面温度を
適切に管理しながら無理なく歩いて健康づくりを行う｢気候性地形療法｣で、ガイドを行うためには専門機関である｢日
本クアオルト研究所｣が認定する資格（実践指導者）を取得する必要があります。
クアオルト健康ウオーキングを通じ、自身の健康づくりはもちろん、森歩きや自然観察、さまざまな方との新しい出会い
を楽しみたい方、ぜひお気軽にお申し込みください。
■募集人数　４人程度
■受講料　　無料
■受講日　　８～９月の土日を含む連続する３日間を２回（具体的な開講日は未定）
■講座内容　座学および実際にコースに出るなどしてガイドに必要な知識やノウハウを専門家より学びます（受講者は
　　　　　　市役所が８月頃に企画する先進地視察に同行いただきます）
■応募資格　性別、年齢を問わず健康で、ウオーキングや健康づくりに関心があり、楽しみながらクアオルト健康ウオー
　　　　　　キングガイドを行っていただける方
■お申込み　林業振興課内　飛騨クアオルト健康ウオーキング事務局　
　 0577-62-8905　　担当　竹田・武藤
※応募者多数の場合、事務局による厳正なる審査の上で受講者を決定させていただきます
※試験はありませんが、受講された方すべてがガイド資格を取得できるとは限りません
※ガイド認定には、上記養成講座の受講のほか、救急救命講習（１日間）を受講する必要があります

●７月のクアオルト健康ウオーキングの予定
朝霧の森コース
■日　　時　７月１日（日）　8：30～　
■場　　所　古川町黒内　黒内屋内運動場駐車場に集合
森林公園コース
■日　　時　７月15日（日）　8：30～
■場　　所　古川町信包　飛騨市森林公園駐車場に集合

企業の福利厚生の一環や各種団体、グループでのお申込みも受けつけています。お気軽にご相談ください。

市は｢クアオルト健康ウオーキング｣の事業拡充のため、新規実践指導者（ウオーキングガイド）養成講座の受講者を募集し
ます。

■持 ち 物　動きやすい服装や靴、飲料水、タオル等
※雨天決行（荒天を除く）のため、傘・雨具の準備もお忘れなく
■参 加 料　500円　

公募住宅 諏訪田団地A棟 サンアルプ旭C棟 昭和町団地 嶋団地 森茂住宅 西忍団地
種類 特公賃 公営 地優賃 特公賃 特定 公営

募集戸数 (世帯用)2戸 (世帯用)1戸 (単身用・世帯用)各1戸 (世帯用)1戸 (単身用)3戸 (世帯用)2戸
所在地 古川町杉崎 神岡町殿 神岡町殿 河合町角川 神岡町森茂 宮川町西忍

構造・規模 鉄筋コンクリート造
5階建

鉄筋コンクリート造
6階建

鉄筋コンクリート造
4階建 木造2階建 木造２階建 木造２階建

(車庫付き)

間取り 3LDK・2LDK 2DK 単身用：1DK
世帯用：2DK 3LDK 1K 3DK

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 共益費別途

【千の風の会分かち合いの集い】
ご家族を自死で亡くされた方が、亡く
なった方への思いやご自身の気持ち
を安心して語り、聴きあう集いを開催
しています。
■開催日
　奇数月の第４日曜日 
　13：30~16：00（次回は７月 22 日）

【千の風の会サポートスペースれんげ草】
大人数では参加しにくい方には、会の
メンバーが少人数でお気持ちをお聴き
しています。
■開催日
　毎月第１水曜日 
　13：30~16：00（次回は７月４日）

■開催場所
岐阜県障がい者総合相談センター
2 階集団療法室

場
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岐阜県障がい者総合相談センター
058-231-9724

古川町保健センター
0577-73-2948

岐阜県住宅供給公社業務課業務室
0584-81-8502

お
知
ら
せ

岐阜県精神保健福祉センターでは、自
死遺族の方とともに立ち上げた「千の
風の会」を中心に自死遺族支援を行っ
ています。「千の風の会」は、大切な人
を自死で失ったという共通の体験を持
つ人たちが、少しでも安心していられる
場所で、遺族としての心情を安心して話
せることをめざし、次の事業を開催して
います。

募

　
　集

市では、農業振興地域農用地区域から除外する申請を受け付けます。
農業振興地域の農用地区域に設定されている農地を転用するためには、農用地区
域から除外したうえで、転用申請を行う必要があります。

■申請受付期間　７月13日（金）～８月17日（金）
　※１年を通じてこの期間以外は、除外申請ができませんのでご注意ください
　※申請により必ず除外されるものではありませんので、ご不明な点はお早めに
　　ご相談ください

農業振興地域農用地区域の除外について

募

　
　集

市では、夏季休業期間中に山之村小学校で開室する児童クラブの指導員を募集し
ます。

■内容
　仕事等で保護者が日中家庭にいない小学生を、夏休み中に小学校の一室を　
借りてお預かりし、保護者が迎えに来るまでの間、宿題の見守りや遊びの相手　
等をします。
■雇用期間　７月23日(月）~８月24日（金）の内、児童ｸﾗﾌ を゙開室する日
■勤務時間　7：30~18：00の内、7.75時間　■勤務先　山之村小中学校
■賃金　時給800円　■応募資格　自宅から通勤できる健康な方
■申込期限　 ７月２日（月）

山之村児童クラブ指導員募集

お
知
ら
せ

献血にご協力を
お願いします

岐阜県自死遺族の会
からのお知らせ

募

　
　集

飛騨市の優れた特産品を認定し、推奨
商品としての普及啓発や販売戦略を行
なうことで、飛騨市ならびに推奨特産品
の認知度とイメージ向上を図ります。

■応募資格
　市内に住所を有する個人、法人、団
　体など
■応募商品
　食料品、工芸品、民芸品、その他市
　長が認めるもの
■募集期間　
　７月２日（月）～７月20日（金）
■審査内容　
　１次審査（書類審査）
　２次審査（プレゼン、現物審査）
■応募品数
　１事業者につき１商品まで
※詳しくは商工課までお問い合わせく
　ださい

平成30年度飛騨市
推奨特産品募集

募

　
　集

岐阜県住宅供給公社では、国道41号線
沿いで店舗用地の分譲募集を行ってい
ます。今回、大幅に値下げしました。

■所在地　飛騨市古川町上野字清水
　　　　　（花もも団地東側）
■募集物件　1,834.30㎡（約555坪）
■募集価格　25,600,000円
■用途等
　・都市計画区域内（無指定）
　・建ぺい率60％、容積率200％
　・市上下水道、プロパン集中供給等

「サニーハイツ花もも」
店舗用地分譲のご案内

商工課 0577-62-8901

日時

場所

７月11日（水）12：00～13：00

（株）喜多村古川工場

農業振興課 0577-73-7466

子育て応援課 0577-73-2458

JR高山本線

飛騨市役所

古川中学校
古川西小学校

←宮川

国道41号

鮎之瀬橋

JAひだ農業
管理センター

新鮎之瀬橋 宮城橋

新蛤橋

至高山

至富山 県道古川・国府線

サニーハイツ

花もも

杉崎駅 飛騨古川駅

■７月の献血
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募

　
　集

きつね火まつりの
出演者を募集します

きつね火まつり実行委員会では、
９月22日（土）に行う「飛騨古川きつね
火まつり」の花嫁・花婿さんを募集して
います。飛騨古川の秋の風物詩「きつ
ね火まつり」を一緒に盛り上げません
か。

花嫁花婿さん　定員１組
（応募いただいた中から書類選考にて決定）

■条件
結婚を予定されているカップル、もしく
は既に入籍されているカップルの方
で、下記のスケジュールに出られる方
　【前日】 15：00～19：00　
　　　打ち合わせ、リハーサル
　【当日】10：00～22：00
　　　着付け準備、例祭、きつね行列、
　　　婚礼の儀

■応募締切　７月27日（金）

■応募方法
　希望された理由、スナップ写真、住
所、氏名、年齢、連絡先を、郵送、ＦＡ
Ｘ、電子メール等により、下記の宛先ま
でお申込みください。

■応募先　〒509-4224
岐阜県飛騨市古川町殿町８-17
飛騨市観光協会内きつね火まつり実
行委員会
　 0577-74-1192  　 0577-73-0099
　 kitsunebi@hida-tourism.com

相

　
　談

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
かかる相談を受け付けます。
お気軽にご相談ください。

■日時　７月４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

相

　
　談
行政書士による無料相談

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。（予約制・無料）お気軽にご相談ください。

総務課 0577-73-7461

岐阜県行政書士会 058-263-6580

相

　
　談

障がいのある方を対象
としたパソコン相談会

身体の不自由な方を対象としたパソコ
ン相談会です。

　文章入力などの基本的な指導や、
視覚や肢体の障がいに応じた入力支
援機器の相談を受け付けます。お気
軽にご利用ください。

■神岡町ふれあいセンター
６月23日(土)、７月21日(土)、８月18日(土)
13：00～15：00（受付は14：00まで）

福祉メディアステーション飛騨ブランチ
http://hida.f-media.jp

0577-34-1316

■日時　７月11日（水）　13：00～16：00
■場所　市役所
※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）

募

　
　集

難病患者さんやご家族のための専門医による医療講演、個別相談、患者家族交流
を行います。※申し込み不要・参加費無料です

■日時　７月22日（日）　13：00~16：00（受付は12：30～）
■場所　飛騨・世界生活文化センター　食遊館　２階

【会議室１　講演と神経内科疾患の個別相談】
■講演　てんかんの基本的なとらえと対処法　　須田病院医師　垣内先生
■個別相談
①神経内科疾患について（多系統萎縮症、パーキンソン病、筋ジストロフィー、多発性
　硬化症、重症筋無力症、てんかんなど）　　神経内科医師
②福祉制度＆サービスについて　　ソーシャルワーカー
③難病制度について　　保健所保健師

【会議室２　講演と小児科疾患の患者家族交流】
■講演
①小児慢性特定疾患を抱えるお子さんとご家族を支える社会資源　　保健所保健師
②病気の子どもの育ちの中で出会ったこと　あれこれ　岐阜県心臓病児者の会 会長

岐阜県難病団体連絡協議会主催・ 058-214-8733

難病医療福祉相談会のお知らせ



神岡図書館 0578-82-1764
飛騨市図書館 0577-73-5600

http://hida-lib.jp

図 書 館 に お い で よ

新着図書ピックアップ

　エルサは7歳、おばあちゃんは77歳。破天
荒なおばあちゃんは、ずっとエルサの友達
だった。「変わった子」と言われるエルサの、
ただ一人の強い味方だった。
亡くなったおばあちゃんに代わって、エルサ
は託された謝罪の手紙を届け始める…。

『幸せなひとりぼっち』の作者がおくる「変
わった子」だった人のための物語。

　いえが７けんだけの小さな村にやってきた
白いねこ。それぞれのいえで、ちがう名まえを
つけてもらい、みんなのねことしてかわいが
られるようになりました。ところがある日、国
じゅうでねずみがふえすぎて、どのいえもねこ
をかわなくてはいけないというほうりつがで
きて…。
　くりかえしのおもしろさと、シンプルなイラ
ストが魅力のユーモアあふれる絵本です。
（５さいから）

フレドリック・バックマン／著
坂本あおい／訳　早川書房

『このねこ、うちのねこ』
ヴァージニア・カール／作・絵
こだまともこ／訳　徳間書店

一般向けのオススメ

児童向けのオススメ
相

　
　談

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・人財育成・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
■日時
古川会場　６月27日（水）
　　　　　７月４日（水）、11日（水）
神岡会場　６月20日（水）
　　　　　７月18日（水）　
　　　　　13：00～16：00
※予約制（相談日前日までに商工課へ
電話にてお申しみください。）
■場所
古川会場　飛騨市図書館 
神岡会場　神岡振興事務所

飛騨市経営相談窓口

相

　
　談

空き家・空き地の無料相談を受け付け
ます。お気軽にご相談ください。

■対象　空き家・空き地の所有者お
　　　　よび利用者
■日時　６月30日（土）9：30～17：00
■場所　古川町公民館（総合会館）
■内容　空き家の管理、空き家・空き
　　　　地の有効活用、権利・相続等
■申込方法
６月29日（金）までに電話・FAX・メー
ル（住所、氏名、電話番号、希望時間、
相談概要を明記）

空き家・空き地無料相談会

若者を対象とした就労相談
相

　
　談

岐阜県若者サポートステーションで
は、若者の就労に向けた相談会を
行っています。（予約制・無料）
お気軽にお問い合わせください。

■日時　毎週水曜日
　　　　13：00～16：00
■場所　古川町公民館（総合会館）
※対象者は15歳～39歳の
　無職状態の若者とその家族
※面談は１組50分。無料、要予約
※出張相談もします。ご相談ください

岐阜県若者サポートステーション
　 058-216-0125

・予約先

相

　
　談

市内において、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）

・シルバー人材センターに関する相談

■日時　７月18日（水）
　　　　11：00～15：00

■場所　古川町公民館（総合会館）

ハローワーク出張相談

ハローワーク高山
0577-32-1144
飛騨市シルバー人材センター
0577-73-7386

『おばあちゃんのごめんねリスト』
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NPO愛岐空き家空き地再生サポート協会
0120-43-8349

info@akiya-aigi.com

0564-71-0556

商工課 0577-62-8901


