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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/ 
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お
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ら
せ
飛騨市・新港郷友好都市提携協定締結一周年記念事業の開催について

しん

か ぎ けん しん かん ごう

かん ごう

飛騨市と台湾嘉義県新港郷は、平成29年10月13日に友好都市協定の締結を行いました。この一周年となる日に新港郷
から新港郷長（市長）をはじめ70名を招待し、飛騨市にて友好交流記念事業を開催します。

総合政策課 0577-73-6558 sougouseisaku@city.hida.lg.jp

◆飛騨市新港郷交流式典・芸能公演
■日時
　10月13日（土）　13：30～17：00予定　
■場所
　文化交流センター他
■内容
　新港郷の獅子舞などの芸能公演等
　この他、台湾食の屋台村や古川祭屋台曳き揃えを実施予定

◆飛騨市新港郷文化交流展
■日時
　10月13日（土）～10月28日（日）　
■場所
　飛騨市美術館
■内容
　飛騨市との友好の歴史や台湾嘉義県新港郷の文化を
　紹介する企画展

　※詳細は、後日お知らせします

◆新港郷交流サポーター募集！
市では、新港郷との国際交流活動に積極的に関わりたい、知ってみたい、興味があるという方を新港郷交流サポー
ターとして募集します。
サポーターの皆様には、今回の交流事業をはじめ、今後の新港郷との交流活動などの際に、ボランティアスタッフとし
て直接的に関わっていただく機会をご案内いたします。
随時募集しておりますので、ご興味のある方は、氏名・住所・電話番号を下記までご連絡ください。
飛騨市と新港郷との交流にご興味があれば、どなたでもサポーターになることができます。

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　８月24日（金）～８月31日（金）　■入居予定日　10月１日（月）

◆昨年、新港郷で行われた交流事業の様子

公募住宅 諏訪田団地A棟 新栄町団地 サンアルプＡ棟 サンアルプB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 特公賃 特公賃 公営 公営 地優賃 特公賃 特定 公営

募集戸数 (世帯用)4戸 (単身用)1戸 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (単身用)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 古川町新栄 神岡町殿 神岡町殿 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 鉄骨造3階建 鉄筋コンクリート造

6階建
鉄筋コンクリート造

6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(1戸)
2LDK(3戸) 1DK 3ＬＤＫ 3DK 2DK 1DK 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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市民保健課（市役所） 0577-73-7464

　国の社会保障制度改革に伴い、平成 30年度から岐阜県が市町村と共に国民健康保険の運営に加わり、各市町村は県が
示す標準的な保険料を参考に実際の保険料率を決定することとされました。
　このため、県の標準保険料や市の国民健康保険特別会計の財政状況を踏まえ、６年ぶりに保険料率の見直しを行います。
国民皆保険を支える国民健康保険を次世代につなぐため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

●見直しの背景
　平成 29 年度の市の一人当たり保険料は約7万 7千円と県内で最も低い水準ですが、保険料による収入が少ないことや
加入者の減少、医療費の増加等により厳しい財政状況を迎えています。また県が公表した平成 30年度の市の一人当たり標
準保険料は約9万9千円となり、これまでの保険料と比べて約1.3倍の開きがあります。
　保険料の算定方法のうち固定資産を所有する方に対する「資産割」は、市外にある資産は保険料算定の対象とならない、
他の保険制度には同様の制度がない、所得が少ない世帯であっても保険料の軽減措置が受けられないといった問題点が指
摘されています。

●料率改定のポイント
■基金による激変緩和
　加入者の生活に大きな影響を与えないよう、財政調整基金（貯金）の取り崩しにより財源を補いながら、平成 35年度まで
の６年間で、できるだけ緩やかに保険料率の引上げを行います。
■資産割の廃止
　資産割を廃止し、世帯の所得状況、加入者数、世帯数に応じた算定方法に改めます。このため、平成30年度分の保険料は、
固定資産を多く所有する世帯では減少し、比較的所得が多い世帯や加入者の多い世帯では増加する傾向となります。

将来にわたって安定した国民健康保険の運営に向けて、６年ぶりに保険料率を改定します。

お
知
ら
せ
国民健康保険料の見直しについて

●改定後の保険料率

（保険料の構成割合）
改定前

所得割 資産割 均等割 平等割
40％ 10％ 35％ 15％

改定後
所得割 均等割 平等割
50％ 35％ 15％

区　分 改定後 改定前 増　減

医療給付費分（全加入者が対象）

所得割 5.07% 4.13% 0.94%
資産割 廃止 18.10% △ 18.10%
均等割 21,300 円 18,960 円 2,340 円
平等割 18,800 円 13,680 円 5,120 円
賦課限度額 580,000 円 540,000 円 40,000 円

後期高齢者支援金分（全加入者が対象）

所得割 2.01% 1.65% 0.36%
資産割 廃止 7.18% △ 7.18%
均等割 8,300 円 7,320 円 980 円
平等割 7,400 円 5,280 円 2,120 円
賦課限度額 190,000 円 190,000 円 0円

介護納付金分（40～ 64歳の加入者が対象）

所得割 1.74% 1.64% 0.10%
資産割 廃止 9.17% △ 9.17%
均等割 9,000 円 9,480 円 △ 480 円
平等割 4,600 円 5,040 円 △ 440 円
賦課限度額 160,000 円 160,000 円 0円



場
版ドイワ

広の報情

７ 2018年８月号

義援金の募集について
お
知
ら
せ

地域包括ケア課 0577-73-6233

環境課 0577-73-7482

「野焼きの禁止」について
お
知
ら
せ

〈野焼きは法律で禁止されています〉
　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、ダイオキシン類の排出抑制や廃棄物の適正な処理等の観点から、以下
の例外を除き、野焼きは禁止されています。よって、家庭から出るゴミを焼却した場合は違法行為となり、違反者には5年
以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せられますので、野焼きは絶対に行わないでください。

《災害義援金について》
　６月から７月にかけて、「平成30年大阪府北部地震災害」、「平成30年米原市竜巻災害」、「平成30年７月豪雨災害」と日
本各地で災害が発生し、甚大な人的・物的損害が発生していることから義援金を次のとおり受け付けます。
　お寄せいただいた義援金は、被害状況に応じて按分され、各被災地に設置された義援金配分委員会を通じ、全額を被
災された皆様にお届けいたします。
皆さまの温かいご支援をよろしくお願いします。

○野焼きの例外（次のものは法律の適用外となります）
・国や地方自治体が施設管理を行うために必要な場合　
　例）河川、道路管理上で必要となる草木等の焼却
・災害の予防、応急対応、復旧のために必要な場合
　例）災害等の応急対策、火災予防訓練等
・風俗慣習上、宗教上の行事で行うために必要な場合
　例）どんと焼き、不要となったしめ縄、門松等を焚く行事等
・農業、林業、漁業を営む上で、やむを得ないものとして行われる場合
　例）稲わら、焼き畑、畦の草、下枝、剪定枝の焼却等
・たき火その他日常生活で通常行われる場合で軽微なもの
　例）暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー等

〈例外で認められる場合であっても、周囲に配慮が必要です〉
・農業等を営む上で発生した草類を焼却する場合は、必ず乾燥させてから焼却する。
（乾燥が不十分だと白煙が多量に発生してしまいます）
・風向きや風の強さを考慮する。（民家等に煙が流れないように注意して下さい）
・周辺の状況（洗濯物が干していないか等）を確認したうえで、焼却する。
・例外であっても、生活環境上支障がある場合（近隣から苦情が寄せられるような場合）は行政指導の対象とな
　ります。
・火の後始末は必ず行って下さい。

○受付を開始する義援金・募金箱設置期間
　・平成30年大阪府北部地震災害　　６月25日（月）～９月28日（金）
　・平成30年米原市竜巻災害　　　　７月11日（水）～９月28日（金）
　・平成30年７月豪雨災害　　　　　７月11日（水）～12月31日（月）
　※募金箱設置期間終了日は、いずれも予定です

○募金箱設置場所
　ハートピア古川、飛騨市役所本庁、各振興事務所、飛騨市図書館、神岡図書館、飛騨市民病院
　※領収書等が必要な方は下記へお問い合わせください
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　当研修所では、プロの農業者や県の普及員の指導のもと、就農してから必要な知識や技術を実践的に学ぶことがで
き、農業経験がない方でも２年間の研修で一人前の農業者になれます。
　また、研修開始から就農までＪＡ・県・市が一体となって研修生をサポートします。プロのトマト農家を目指す熱意を
持った方の応募を待っています。

■募集人員　　４人以内
■研修期間　　平成31年４月～平成33年３月まで（２年間）
■応募資格
　①研修開始時点（４月）において満18歳以上で、トマト生産への就農意思
　　がある方。
　※農業経験の有無、性別は問いません
　②普通自動車免許を取得している方。
　③研修終了後、飛騨地域内にて就農し、ＪＡへ出荷する方。
■受講料　　　無料
■応募締切　　11月30日（金）
■面接選考会　日時／応募者へ個別にご連絡します。
　　　　　　　場所／ＪＡひだ本店（高山市冬頭町15-１）
■決定通知　　申込者に選考結果を郵送にて通知します。

飛騨地域トマト研修所では、平成 31年度に入所する研修生を募集しています。

平成31年度飛騨地域トマト研修所研修生を募集しています！！
募

　
　集

農業振興課 0577-73-7466

　農業経験が無く、なかなか就農に踏み出せないでいる方も、まずは一度農業を体験してみませんか？
参加は無料ですので、お気軽にお申込みください。

●トマト就農体感ツアー
■日時
　８月26日(日)　8：30～12：00
■内容
　飛騨地域トマト研修所（古川町信包）での作業体験。
　農業研修を経て栽培を始めた方や、地元の農家さんたち
　との意見交換。
　※天候等により内容を変更する場合があります
■参加費　無料
■お申込
　８月24日(金)までに農業振興課までご連絡ください。

飛騨で職業として新たに農業を始めてみようと考えている方を対象に、実際の作業体験や先輩農家さんとの意見交換
などを通して就農を体感してもらうトマト就農体感ツアーを開催します。

トマト就農体感ツアーを開催します！（追加募集）
お
知
ら
せ

農業振興課
0577-73-7466

場
版らわか
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0577-73-2458
・予約先 子育て応援課

■お知らせ
超ショートショート講座
〇現役ショートショート作家によ
るショートショートの書き方講座
を開催します！
【第１回】
■日時　９月８日（土）
　　　　15：00～16：30
■場所　神岡図書館
【第２回】
■日時　９月９日（日）
　　　　10：00～11：30
■場所　飛騨市図書館
■講師
　田丸雅智（ショートショート作家）
■対象　中学生以上
■定員　各回30名（先着順）
■受付期間　８月１日（水）～

一般向けのオススメ 児童向けのオススメ

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

　2014年９月、北インドの秘境・ラダッ
クへ。旅の目的は、「人生観をその根
底からひっくり返してしまうような、も
のすごい星空に出会うこと」。旅の中
で度々胸をよぎる亡き友人への思い。
生と死に向き合い続けた25日間の
旅。

『ラダックの星』
中村安希／著　潮出版社

　「どうも、はじめまして。ぼくの名ま
えは「ドーム」。あいにきてくれて、あり
がとう」。100年以上も世界を見てきた
「ドーム」。彼は何を語りかけるのか。
アーサー・ビナードによる語りと、スズ
キコージの絵で伝える物語絵本です。

『ドームがたり』
アーサー･ビナード／作

スズキコージ／画　玉川大学出版部

相

　
　談

ひとり親家庭サポート事業として、下記の「出張相談」を行います。希望される方は、
下記までお問合わせください。

■日時
　８月21日（火）、８月22日（水）
　10：00～15：30（12：00～13：00はのぞく）
■開催場所　ハートピア古川
※児童扶養手当の現況届の提出とあわせて、相談にお越しください
■こんな悩み・相談をお受けします。
働いているが転職を考えている。仕事を探してい
るが上手くいかない。出産、育児で仕事にブランク
があるので心配…。履歴書、職務経歴書は、どう
やって書けばいいの？面接には、どんな服装で行
けばいいの？職業訓練について聞いてみたい！　
など
■相談応対者　ハローワーク高山の相談員
■その他
①相談時間は１人30分程度の予定です。
②予約なしで、相談を受けることも可能ですが、
たくさんの方の相談を受けたいので、希望日、時
間を事前に予約ください。

ハローワーク高山による「出張相談」について

神岡窓口
0578-82-1456

飛騨市地域包括支援センター
認知症地域支援推進員
0577-73-6233

「最近ちょっと物忘れをするような気がするけ
れど、認知症かしら？」
「ご飯を食べたばかりなのに、何度もご飯を食
べたいと言うけれどどう対応したらいいの？」
「近所の人が認知症ではないかと思うけれど、
どう対応したらいいの？」
「認知症の人の介護について教えてほしい」
「地域で認知症について話をしてほしい」

などのご相談を、認知症地域支援推
進員が受け、ご本人やご家族、地域の
方が安心して生活できるようにお手
伝いします。ぜひ、お気軽にご相談く
ださい。
■日時　８月23日（木）
　　　　9：00～11：30
■場所　ハートピア古川

「認知症相談窓口」
のお知らせ

地域包括支援センターでは、毎月1回
「認知症相談窓口」を開設します。

相

　
　談



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

広の報情

９ 2018年８月号

飛騨農業共済事務組合 0577-35-0310

平成31年度採用予定の職員を募集します。

募

　集
飛騨農業共済事務組合職員採用試験について

■試験区分　事務（高卒程度）

■採用人員　若干名

■受験資格　平成元年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた方

■募集期間　９月20日（木）まで

■申込書の配置及び受付窓口
　飛騨農業共済事務組合総務課または飛騨市役所農業振興課
　※申込書は飛騨農業共済事務組合へ郵送、またはホームページでも取得できます

■試験月日　第一次試験　10月14日（日）　第二次試験　11月中旬（予定）
※詳しくは下記までお問い合わせください

場
版らわか
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■日時　８月29日（水）～９月４日（火）
　　　　月～金　8：30～19：00
　　　　土・日　10：00～17：00
※上記強化週間以外の日でも、平日
　8：30から17：15まで、相談に応じて
　います
■子どもの人権110番
　　 0120-007-110（フリーダイヤル）

●特設人権相談所の開設について
■日時　９月５日（水）
　　　　13：00～15：00まで
■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

　自殺は、様々な要因が複雑に関係して、「その多くが追い込まれた末の死」であ
り、「その多くが防ぐことができる社会的な問題」であるといわれています。様々な
悩みを抱えている方は、一人で悩まず、専門の相談機関にご相談ください。

●こころの相談窓口開設について
市では、こころの相談窓口を以下のように開設しています。つらいことや苦しいこ
とがあれば、無料ですので予約の上ご相談ください。

いじめ・体罰・虐待等、誰にも打ち明け
ることのできない悩みを抱えておられ
る方など、どなたでも電話相談に応じ
ます。相談は無料で、秘密は厳守しま
すので、どなたでもお気軽にご利用く
ださい。

相

　
　談

・こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556
・よりそいホットライン 0120-279-338

・いのちの電話 0120-783-556

03-3868-3811
・支援情報検索サイト http://shienjoho.go.jp/

岐阜県行政書士会
058-263-6580

市民保健課 0577-73-7464

■日時　９月12日（水）
　　　　13：00～16：00
■場所　市役所
※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

行政書士による
無料相談

全国一斉「子どもの人権110
番」強化週間を実施します

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。

相

　
　談

９月10日～16日は『自殺予防週間』です

９月10日の世界自殺予防デーにちなんで、毎年９月10日から16日までの一週間
を「自殺予防週間」として定めています。

相

　
　談

古川町保健センター 0577-73-2948

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。ご気
軽にご利用ください。
　また、外出が困難な重度障がいの
方は訪問で対応できる場合がありま
すので、お問い合わせください。

■ハートピア古川
　９月５日(水)　13：00～15：00
■神岡町ふれあいセンター
　８月18日(土)、９月22日(土)、
　10月20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

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　９月５日（水）
　　　　10：00～15：00　　　　
　　　　（12：00～13：00は除く）
■場所　市役所
※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

総務課
0577-73-7461

こころの健康相談カレンダー（平成30年度下半期版）

相談名 飛騨市
こころの相談室

飛騨保健所
精神保健福祉相談

（こころの健康相談）

飛騨保健所
法律とこころの相談会

内容
・精神保健福祉士が対応
・通院中の方や家族の相
　談も可能

・精神科医師と保健所
　保健師が対応
・主治医のない方に限る

・弁護士と臨床心理士が
　対応

時間 13：00 ～ 15：00
予約制・無料

13：30 ～ 15：00
予約制・無料

13：00 ～ 16：00
予約制・無料

（１人４５分程度）
場所 ハートピア古川 下記をご覧ください 飛騨総合庁舎　2 階

予約先 
問い合わせ先

0577-73-0160
憩いの家

0577-33-1111（内線 312）
飛騨保健所

0577-33-1111（内線 328）
飛騨保健所

9 月 10 日（月） 6 日（木）・27 日（木）

10 月 10 日（水） 24 日（水）
宮川町保健センター 多重債務・解雇・生活苦・

病苦・家族関係の悩みな
どが原因で、心の健康に
支障をきたしてしまうこと
があります。一人で悩まな
いで、相談してみませんか。

11月 12 日（月） 28 日（水）
神岡町保健センター

12 月 10 日（月） 12 日（水）
ハートピア古川

1月 10 日（木） 飛騨市以外でも開催してい
ます
飛騨保健所にお問い合わ
せください

2 月 12 日（火）

3 月 11日（月） 7 日（木）
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・税務課
・各振興事務所（税務担当）

0577-73-3742

古川消防署 0577-73-0119

市民保健課（市役所） 0577-73-7464子育て応援課 0577-73-2458

　消防本部では、狭い場所や階段、走行中の車内等、救急隊員が胸骨圧迫を
実施するのに不向きな場所や状況でも絶え間なく胸骨を圧迫できるように、
各消防署に自動式心臓マッサージ器を導入しました。
　救急現場での活用に、ご理解ご協力をお願いします。

お
知
ら
せ

市県民税第２期分の
納期限について

飛騨市消防本部で自動式心臓マッサージ器
を導入しました

お
知
ら
せ

心肺停止傷病者（心臓が止まっている人）への胸骨圧迫（心臓マッサージ）は、脳
や臓器に十分な酸素を送る上でとても重要で、救急隊の到着から病院に到着す
るまでの間も、絶え間ない胸骨圧迫が推奨されています。

●オリジナル婚姻・出生届用紙
届出時には市から記念台紙のプレゼ
ントもあり、素敵な記念日をお祝いし
ます。（休日に届出をした場合は、後
日お渡しします）
■配布場所　市役所、各振興事務所

●記念パネル
記念パネルは、市役所１階ロビーに
瀬戸川と白壁土蔵バージョン、神岡
振興事務所にカミオカンデバージョ
ンがそれぞれ設置してあります。

休日のお届けでも撮影することがで
きますので、ひと言お声掛けくださ
い。

飛騨市オリジナル婚姻届第１号を提出
した、井上友樹さんと玉腰有梨さん

お
知
ら
せ

飛騨市オリジナル婚姻・出生届用紙と記念パネル
を作成しました！！

婚姻届、出生届の提出時や飛騨市へ来られた観光客の方が自由に記念撮影が
できる記念パネルを作成しました。飛騨市オリジナル婚姻届、出生届とともに、
ぜひご利用ください。

●口座振替の方は、残高確認をお願
いします。

●納付書で納める方は、納税通知書
に添付されている納付書で納めてく
ださい。

市県民税第２期分の納期限は、
８月31日（金）です。

児童扶養手当の
現況届について

お
知
ら
せ

■対象者
　児童扶養手当受給資格者
※対象者には、７月末に郵便で通知
　をしています
■申請期間　８月31日（金）まで
　　　　　　（土日祝日のぞく）
■受付時間　8：30～17：15
■申請場所　
　子育て応援課（ハートピア古川）、
　各振興事務所
■その他
①お住まいの町以外の事務所で手
続きを希望される場合は、事前に子
育て応援課までご連絡ください。
②現況届が届いていないなど、ご不
明な点は下記までお問合わせくださ
い。

「現況届」の手続きがお済みでない方
は、早めの手続きをお願いします。
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古川町保健センター
0577-73-2458

9月は
健康増進普及月間です

お
知
ら
せ

●スマート・ライフ・プロジェクトとは？
「健康寿命をのばしましょう。」をス
ローガンに、国民全体が人生の最後
まで元気に健康で楽しく毎日が送れ
ることを目標とした厚生労働省の国
民運動です。
運動、食生活、禁煙の３分野を中心
に、具体的なアクションの呼びかけ
を行っています。
2014年度からは、これらのアクション
の 他、健 診・検 診 の 受 診を新 た な
テーマに加え、更なる健康寿命の延
伸を推進しています。
ホームページ
URL：http://www.smartlife.go.jp/

スローガン『１に運動 ２に運動 しっか
り禁煙 最後にクスリ』
この機会に、健康づくりのため、スマー
ト・ライフ・プロジェクトに参加して
みませんか？　

９月の飛騨市国民健康保険特定健診・若者健診
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。

お
知
ら
せ
喀痰検査（肺がん検診）のご案内
かくたん

かくたん

■対象となる方　50歳以上の方で、今年度に市で実施する胸部レントゲン検診を受診される（された）方。
　　　　　　　   喫煙指数（１日喫煙本数×喫煙年数）が600以上の方。
■検診料　　　   600円
検査を希望される方は　９月７日（金）までに電話にてお申し込みください。
後日、検査容器と問診票を古川町保健センターもしくは神岡町保健センターへ取りにきていただく必要があります。その際
に検査方法や提出日等の説明をさせていただきます。
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を実施します。古川町保健センターにお申し込みください

市では肺がん検診として下記の方を対象に、喀痰検査を実施します。　

古川町保健センター 0577-73-2948

古川町保健センター 0577-73-2948

古川町保健センター 0577-73-2948

９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。

月 日 曜日 会　　場 受付時間

9

7 金
古川町保健センター

8：30～10：30

13 木
14 ★ 金
18 火

神岡町保健センター
25 火
26 水

桜ヶ丘体育館27 木
28 金

月 胃がん検診・大腸がん検診 胸部レントゲン
日 曜日 会場　

9 10 月 神岡町ふれあいセンター 2 階 ●
11 ★ 火 ×

受付時間 8：30～10：30 　※胸部レントゲン検査
●は午前及び午後（13：00～14：00）　×は終日無し

月 子宮頸がん検診・乳がん検診 骨粗鬆症検診
日 曜日 会場

9 10 月 神岡町保健センター11 火
受付時間 9：00～10：30　13：00～14：30
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10月１日を期日として、日本全国で住宅・土地統計調査が行われます。

お
知
ら
せ

総合政策課 0577-73-6558

・岐阜市まちづくり推進部まちづくり景観課 058-265-3985
・岐阜県広告美術業協同組合 058-245-4472
・都市整備課　 0577-73-0153

住宅･土地統計調査のお知らせ

　この調査は、住環境施策の基礎資料となり、５年ごとに行われて今回が15回目です。また、全戸ではなく、全国で約370万
世帯が抽出されて行われます。調査対象世帯には、９月中旬から下旬にかけて、調査員が調査票を配布しますので、ご回答
をお願いします。

子育て真っ最中のお母さんを対象に、自分自身のことやこれからの働き方などについて考える講座・交流会（キャリ☆
ナビ）を開催します。
また、キャリ☆ナビの後、仕事と子育ての両立、キャリアプランの個別相談をお受けします。ぜひ、ご参加ください。

お
知
ら
せ
就労・子育てに関する講座・交流会と個別相談の開催

　県および岐阜市では、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に従事する方などを対象に、必要な
知識を修得していただくことを目的として、下記のとおり屋外広告物講習会を開催します。ぜひご参加ください。

お
知
ら
せ
屋外広告物講習会の開催について

■実施日　　９月28日（金）
■会　場　　岐阜市生涯学習センター（ハートフルスクエアーG）　２階大研修室
■時　間　　受付開始：9:00～　講習：9:30～17:00　（予定）
■対　象　　屋外広告物の表示および掲出物件の設置に関する業務に従事する方、または従事しようとする方
■申込方法　受講申請書を下記の受付場所へ郵送または持参
　　　　　　岐阜市まちづくり推進部まちづくり景観課（〒500-8720　岐阜市神田町1-11　岐阜市役所南庁舎1階）
　　　　　　岐阜県広告美術業協同組合（〒500-8154　岐阜市木ノ下町5-21-1）
　　　　　　※受講申請書は、岐阜市まちづくり推進部まちづくり景観課のホームページまたは、
　　　　　　　岐阜県広告美術業協同組合および飛騨市役所都市整備課の窓口で入手できます
■申込期間　８月１日（水）～31日（金）（当日消印有効）
■受講定員　100名（先着順、定員になり次第締切）
■受 講 料　3,000円（講習課程の一部免除者は1,800円）
■使用資料　当日会場で配布するテキスト並びに「屋外広告の知識」（第４次改訂版）
※「屋外広告の知識」は当日会場でも販売します

子育て応援課 0577-73-2458

●講座・交流会（キャリ☆ナビ）
■開催日　８月23日（木）
■開催時間　10：00～11：00
■場所　ハートピア古川　
■内容　適職診断を通して、自分のキャリアプランを考えます。
■対象者　子育て中のお母さん
■その他　①ちびっこランドの会場で行います。

②お子様を連れて参加できます。
③次回は10月18日（木）に開催予定。

●個別相談
■開催日　８月23日（木）
■開催時間　　
　①11：00～12：00　②13：00～14：00
■場所　
　ハートピア古川　教養娯楽室Ａ・Ｂ
■相談対応者　岐阜県女性の活躍支援センターの相談員
■その他　①予約優先です。

②お子様を連れて参加できます。　
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お
知
ら
せ

今年も、２つの祭りを同じ日に盛大に開催します。
楽しいイベント、催し、美味しいものが盛りだくさんです。ぜひご家族・友人でお
越しください。

障がい福祉課 0577-73-7483 0577-73-7295

飛騨市美術館 0577-73-3288

生涯学習課 0577-73-7495学校教育課 0577-73-7494

お
知
ら
せ

病気などやむを得ない事由により義
務教育を修了できなかった方に対し
て、中学校卒業と同等以上の学力が
あるか認定する国の試験が行われま
す。合格者には高等学校の入学資格
が与えられます。

就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験

飛騨市文化村サマーフェスティバル2018
第８回飛騨市福祉・ボランティアフェスティバル

■出願期間　
　８月20日（月）～９月７日（金）
  （９月７日消印有効）
■試験期日　
　10月25日（木）
■試験会場　
　岐阜県総合教育センター
■合格発表　
　12月３日（月）予定

■日　時　８月26日（日）　10:00～17:00
　　　　　福祉・ボランティアフェスティバルは15:00まで
■場　所　飛騨市文化村周辺の施設（文化交流センター、古川町公民館ほか）
■内　容　野外ステージ、だんごまき、・各種飲食バザー、各種団体の出展
　　　　　ワークショップ　ほか
■その他　市内各所から、無料シャトルバスを運行します

お
知
ら
せ

市では、難聴者・中途失聴者等聴覚に障がいがある方に、円滑な意思疎通を図るため、市主催の会合等に出席する際に、
要約筆記奉仕員の派遣を無料で行っています。ぜひご活用ください。

要約筆記奉仕員の活用について

　「要約筆記」とは、聞き取った話の要点を聴覚障害者に文字で伝える通訳で、以下のような実施形態があります。
◆手書き要約筆記…３～４人で交替しながら書き、スクリーンに映し出す方法。
◆パソコン要約筆記…手で書く代わりにノートパソコンを使ってキーボードで打ち込み、スクリーンに映し出す方法。
◆ノートテイク…紙やホワイトボードを使う方法。
※詳しくは、下記までお問い合わせください

お
知
ら
せ

飛騨市古川町に生まれた、洋画「足立洋子氏」、日本画「尾下和子氏」、書「谷口清子氏」の三部門作品を一堂に集めた飛
騨三女展。昭和戦中戦後をたくましく生きつつ、各々が絵画・書の世界に魅せられ研鑽したその作品群。女性ならではのき
め細やかな視点、そして、たくましさと人情味あふれる感性での表現は必見です。レトロな昭和の香りの中で、ぜひご鑑賞、
ご堪能ください。

飛騨市美術館企画展 『昭和に生きた 飛騨三女展 墨と油彩と岩絵具の縁結び 展』

■期間　９月５日（水）まで
■時間　9：00～17：00（入館は16：30まで）
■場所　　美術館、古川郷土民芸会館

●ワークショップの開催について
今回の展示会を記念して、三作家によるワークショップを開催します。
■日時　８月19日（日）、９月２日（日）　各回13：30～　■場所　古川郷土民芸会館
　　　　※詳しくは全戸配布のチラシをご覧ください

■休館日　月曜日　
■入館料　大人200円、高校生以下無料
　※入館無料日　８月19日（日）
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文化振興課 0577-73-7496

・水道課
・各振興事務所（水道担当）

0577-73-7484

歴史文化調査室が誕生しました

千代の松原公民館２階で作業していた行政資料調査室は、４月より総務部から教育委員
会の所属に変更となりました。それに加え、古川祭史、飛驒の糸引き工女、埋蔵文化財整理
作業も同所で行うことになり、「歴史文化調査室」として出発することになりました！

お
知
ら
せ

　残された行政資料から古川の歴史に迫る『行政資料研究』1～4巻は、飛騨市美術館
で販売しています。ぜひご覧ください。

■上水道管の漏水調査を進めています！
　市では、大切な水資源を有効に利用するため、上水道管の漏水調査を進めて
います。市が委託した事業者が、皆さんの宅地内に入らせていただく場合があり
ますので、ご理解とご協力をお願いします。
　また、道路上など、各家庭の宅内以外の箇所で水漏れを発見された場合は、
水道課または、各振興事務所へご連絡ください。

■宅地内の漏水点検は定期的に！
　宅地内で漏水が発生すると、漏水した水量分の水道及び下水道使用料は、原
則として使用者の負担となります。定期的に点検をしましょう。

◎漏水の確認方法
１．屋内、屋外のすべての蛇口を閉める。　　
２．水道メーターのパイロット部分（指針）が
　 回転していないか確認する。　　
３．回転している場合は、漏水の可能性があります。

お
知
ら
せ
漏水の発見にご協力ください

お
知
ら
せ

市の下水道は、汚水や生活雑排水を下水道へ流し、雨水を側溝などへ流す「分流式」です。汚水などと雨水は一緒に流すこ
とができません。しかしながら、雨の日は、晴れの日に比べて多くの排水が下水処理場に流れ込んできていることから、雨
水が浸入していると考えられます。このことで、施設への負荷が大きくなり、処理費用も増加するため、排水設備の管理者
である使用者皆さんのご協力が必要です。

下水道への雨水の流れ込みについて

　雨の日に次のことを点検し、異常があれば指定工事店へ修理を依頼するか、市へご相談ください。
■点検ポイント
①宅内排水設備の管や桝の蓋が破損し、雨水が浸入していませんか？
②誤って雨樋が下水道に接続されていませんか？
③雨のかかる所に流し台を設置していませんか？
④雨の日、水道を使っていないのに公共桝に大量の水が流れてい
　ませんか？

お
知
ら
せ
９月10日は下水道の日

・水道課
・各振興事務所（水道課）

0577-73-7484
水道課 0577-73-7484

■下水道への接続について
　生活に身近な下水道は、生活環境
の改善・河川の水質の保全など、暮ら
しの環境づくりに大きな役割を担っ
ています。
　下水道の使用区域では、水洗便
所、風呂、台所などからの生活排水を
下水道に接続していただいて初めて
機能を発揮します。
　住みよい環境づくりのため、接続
されていない事業者や市民の皆さん
には、一日も早い接続をお願いいた
します。
※下水道接続工事費について、「資金融資
あっせん助成制度」があります。条件などに
ついては、水道課までお問い合せください

03 8 45.5

今回指示数

パイロット
（漏水がわかります）

～ 未来へと ぼくらがつなぐ 下水道 ～
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知
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知識を修得していただくことを目的として、下記のとおり屋外広告物講習会を開催します。ぜひご参加ください。

お
知
ら
せ
屋外広告物講習会の開催について

■実施日　　９月28日（金）
■会　場　　岐阜市生涯学習センター（ハートフルスクエアーG）　２階大研修室
■時　間　　受付開始：9:00～　講習：9:30～17:00　（予定）
■対　象　　屋外広告物の表示および掲出物件の設置に関する業務に従事する方、または従事しようとする方
■申込方法　受講申請書を下記の受付場所へ郵送または持参
　　　　　　岐阜市まちづくり推進部まちづくり景観課（〒500-8720　岐阜市神田町1-11　岐阜市役所南庁舎1階）
　　　　　　岐阜県広告美術業協同組合（〒500-8154　岐阜市木ノ下町5-21-1）
　　　　　　※受講申請書は、岐阜市まちづくり推進部まちづくり景観課のホームページまたは、
　　　　　　　岐阜県広告美術業協同組合および飛騨市役所都市整備課の窓口で入手できます
■申込期間　８月１日（水）～31日（金）（当日消印有効）
■受講定員　100名（先着順、定員になり次第締切）
■受 講 料　3,000円（講習課程の一部免除者は1,800円）
■使用資料　当日会場で配布するテキスト並びに「屋外広告の知識」（第４次改訂版）
※「屋外広告の知識」は当日会場でも販売します

子育て応援課 0577-73-2458

●講座・交流会（キャリ☆ナビ）
■開催日　８月23日（木）
■開催時間　10：00～11：00
■場所　ハートピア古川　
■内容　適職診断を通して、自分のキャリアプランを考えます。
■対象者　子育て中のお母さん
■その他　①ちびっこランドの会場で行います。

②お子様を連れて参加できます。
③次回は10月18日（木）に開催予定。

●個別相談
■開催日　８月23日（木）
■開催時間　　
　①11：00～12：00　②13：00～14：00
■場所　
　ハートピア古川　教養娯楽室Ａ・Ｂ
■相談対応者　岐阜県女性の活躍支援センターの相談員
■その他　①予約優先です。

②お子様を連れて参加できます。　
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・税務課
・各振興事務所（税務担当）

0577-73-3742

古川消防署 0577-73-0119

市民保健課（市役所） 0577-73-7464子育て応援課 0577-73-2458

　消防本部では、狭い場所や階段、走行中の車内等、救急隊員が胸骨圧迫を
実施するのに不向きな場所や状況でも絶え間なく胸骨を圧迫できるように、
各消防署に自動式心臓マッサージ器を導入しました。
　救急現場での活用に、ご理解ご協力をお願いします。

お
知
ら
せ

市県民税第２期分の
納期限について

飛騨市消防本部で自動式心臓マッサージ器
を導入しました

お
知
ら
せ

心肺停止傷病者（心臓が止まっている人）への胸骨圧迫（心臓マッサージ）は、脳
や臓器に十分な酸素を送る上でとても重要で、救急隊の到着から病院に到着す
るまでの間も、絶え間ない胸骨圧迫が推奨されています。

●オリジナル婚姻・出生届用紙
届出時には市から記念台紙のプレゼ
ントもあり、素敵な記念日をお祝いし
ます。（休日に届出をした場合は、後
日お渡しします）
■配布場所　市役所、各振興事務所

●記念パネル
記念パネルは、市役所１階ロビーに
瀬戸川と白壁土蔵バージョン、神岡
振興事務所にカミオカンデバージョ
ンがそれぞれ設置してあります。

休日のお届けでも撮影することがで
きますので、ひと言お声掛けくださ
い。

飛騨市オリジナル婚姻届第１号を提出
した、井上友樹さんと玉腰有梨さん

お
知
ら
せ

飛騨市オリジナル婚姻・出生届用紙と記念パネル
を作成しました！！

婚姻届、出生届の提出時や飛騨市へ来られた観光客の方が自由に記念撮影が
できる記念パネルを作成しました。飛騨市オリジナル婚姻届、出生届とともに、
ぜひご利用ください。

●口座振替の方は、残高確認をお願
いします。

●納付書で納める方は、納税通知書
に添付されている納付書で納めてく
ださい。

市県民税第２期分の納期限は、
８月31日（金）です。

児童扶養手当の
現況届について

お
知
ら
せ

■対象者
　児童扶養手当受給資格者
※対象者には、７月末に郵便で通知
　をしています
■申請期間　８月31日（金）まで
　　　　　　（土日祝日のぞく）
■受付時間　8：30～17：15
■申請場所　
　子育て応援課（ハートピア古川）、
　各振興事務所
■その他
①お住まいの町以外の事務所で手
続きを希望される場合は、事前に子
育て応援課までご連絡ください。
②現況届が届いていないなど、ご不
明な点は下記までお問合わせくださ
い。

「現況届」の手続きがお済みでない方
は、早めの手続きをお願いします。

場
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募

　
　集

ノルディックウォーキング（NW）とは、フィンランド生まれのフィットネスエクササイズで、２本の専用ポールを使うことで普段の
ウォーキングよりも運動効果がアップします。また、転倒予防、姿勢矯正に役立つと今話題のスポーツです！
公認指導員の指導を受けながら大勢でウォーキングをしてみませんか？

■日　　時　９月23日（日）　9：00～11：00　予定（小雨決行）　
■集合場所　ハートピア古川
■内　　容　ノルディックウォーキング歩き方講座、ポールを用
　　　　　　いた体操
■持 ち 物　リュック、運動しやすい服装、帽子、飲み物、
　　　　　　まめとくポイントカード（持っている方）
■参 加 料　100円（保険代含む）
■申込方法　当日申し込みのみ
　　　　　　※専用ポールの貸出しを希望される方は
　　　　　　　下記までお問い合わせください
■そ の 他　
　①保険については主催者側でかけた保険以上の責任は負いません
　②ＮＷ中の写真を今後の広報活動に利用しますのでご了承ください
　③こちらのイベントはまめとく健康ポイント対象事業になります

秋の古川ノルディックウォーキング教室の参加者を募集します！

生涯学習課 0577-73-7495

商工課 0577-62-8901

飛騨市ビジネス相談窓口
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
■日時
古川　８月22日（水）、８月29日（水）、
　　　９月５日（水）、９月12日（水）
神岡　９月19日（水）
いずれの会場も13：00～16：00
※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）
■場所
　古川会場　飛騨市図書館
　神岡会場　神岡振興事務所

就労相談窓口のお知らせ
相

　
　談

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。一人一人の状
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）

※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ご相談
　ください
※１組50分、予約制です
　下記の予約先へご連絡ください

岐阜県若者サポートステーション
　 058-216-0125

・予約先
・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
・就職に関する相談
・職業紹介
・シルバー人材センターに関する相談

■日時　９月19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
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■日時　８月29日（水）～９月４日（火）
　　　　月～金　8：30～19：00
　　　　土・日　10：00～17：00
※上記強化週間以外の日でも、平日
　8：30から17：15まで、相談に応じて
　います
■子どもの人権110番
　　 0120-007-110（フリーダイヤル）

●特設人権相談所の開設について
■日時　９月５日（水）
　　　　13：00～15：00まで
■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

　自殺は、様々な要因が複雑に関係して、「その多くが追い込まれた末の死」であ
り、「その多くが防ぐことができる社会的な問題」であるといわれています。様々な
悩みを抱えている方は、一人で悩まず、専門の相談機関にご相談ください。

●こころの相談窓口開設について
市では、こころの相談窓口を以下のように開設しています。つらいことや苦しいこ
とがあれば、無料ですので予約の上ご相談ください。

いじめ・体罰・虐待等、誰にも打ち明け
ることのできない悩みを抱えておられ
る方など、どなたでも電話相談に応じ
ます。相談は無料で、秘密は厳守しま
すので、どなたでもお気軽にご利用く
ださい。

相

　
　談

・こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556
・よりそいホットライン 0120-279-338

・いのちの電話 0120-783-556

03-3868-3811
・支援情報検索サイト http://shienjoho.go.jp/

岐阜県行政書士会
058-263-6580

市民保健課 0577-73-7464

■日時　９月12日（水）
　　　　13：00～16：00
■場所　市役所
※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

行政書士による
無料相談

全国一斉「子どもの人権110
番」強化週間を実施します

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。

相

　
　談

９月10日～16日は『自殺予防週間』です

９月10日の世界自殺予防デーにちなんで、毎年９月10日から16日までの一週間
を「自殺予防週間」として定めています。

相

　
　談

古川町保健センター 0577-73-2948

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。ご気
軽にご利用ください。
　また、外出が困難な重度障がいの
方は訪問で対応できる場合がありま
すので、お問い合わせください。

■ハートピア古川
　９月５日(水)　13：00～15：00
■神岡町ふれあいセンター
　８月18日(土)、９月22日(土)、
　10月20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

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　９月５日（水）
　　　　10：00～15：00　　　　
　　　　（12：00～13：00は除く）
■場所　市役所
※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

総務課
0577-73-7461

こころの健康相談カレンダー（平成30年度下半期版）

相談名 飛騨市
こころの相談室

飛騨保健所
精神保健福祉相談

（こころの健康相談）

飛騨保健所
法律とこころの相談会

内容
・精神保健福祉士が対応
・通院中の方や家族の相
　談も可能

・精神科医師と保健所
　保健師が対応
・主治医のない方に限る

・弁護士と臨床心理士が
　対応

時間 13：00 ～ 15：00
予約制・無料

13：30 ～ 15：00
予約制・無料

13：00 ～ 16：00
予約制・無料

（１人４５分程度）
場所 ハートピア古川 下記をご覧ください 飛騨総合庁舎　2 階

予約先 
問い合わせ先

0577-73-0160
憩いの家

0577-33-1111（内線 312）
飛騨保健所

0577-33-1111（内線 328）
飛騨保健所

9 月 10 日（月） 6 日（木）・27 日（木）

10 月 10 日（水） 24 日（水）
宮川町保健センター 多重債務・解雇・生活苦・

病苦・家族関係の悩みな
どが原因で、心の健康に
支障をきたしてしまうこと
があります。一人で悩まな
いで、相談してみませんか。

11月 12 日（月） 28 日（水）
神岡町保健センター

12 月 10 日（月） 12 日（水）
ハートピア古川

1月 10 日（木） 飛騨市以外でも開催してい
ます
飛騨保健所にお問い合わ
せください

2 月 12 日（火）

3 月 11日（月） 7 日（木）
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0577-73-2458
・予約先 子育て応援課

■お知らせ
超ショートショート講座
〇現役ショートショート作家によ
るショートショートの書き方講座
を開催します！
【第１回】
■日時　９月８日（土）
　　　　15：00～16：30
■場所　神岡図書館
【第２回】
■日時　９月９日（日）
　　　　10：00～11：30
■場所　飛騨市図書館
■講師
　田丸雅智（ショートショート作家）
■対象　中学生以上
■定員　各回30名（先着順）
■受付期間　８月１日（水）～

一般向けのオススメ 児童向けのオススメ

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

　2014年９月、北インドの秘境・ラダッ
クへ。旅の目的は、「人生観をその根
底からひっくり返してしまうような、も
のすごい星空に出会うこと」。旅の中
で度々胸をよぎる亡き友人への思い。
生と死に向き合い続けた25日間の
旅。

『ラダックの星』
中村安希／著　潮出版社

　「どうも、はじめまして。ぼくの名ま
えは「ドーム」。あいにきてくれて、あり
がとう」。100年以上も世界を見てきた
「ドーム」。彼は何を語りかけるのか。
アーサー・ビナードによる語りと、スズ
キコージの絵で伝える物語絵本です。

『ドームがたり』
アーサー･ビナード／作

スズキコージ／画　玉川大学出版部

相

　
　談

ひとり親家庭サポート事業として、下記の「出張相談」を行います。希望される方は、
下記までお問合わせください。

■日時
　８月21日（火）、８月22日（水）
　10：00～15：30（12：00～13：00はのぞく）
■開催場所　ハートピア古川
※児童扶養手当の現況届の提出とあわせて、相談にお越しください
■こんな悩み・相談をお受けします。
働いているが転職を考えている。仕事を探してい
るが上手くいかない。出産、育児で仕事にブランク
があるので心配…。履歴書、職務経歴書は、どう
やって書けばいいの？面接には、どんな服装で行
けばいいの？職業訓練について聞いてみたい！　
など
■相談応対者　ハローワーク高山の相談員
■その他
①相談時間は１人30分程度の予定です。
②予約なしで、相談を受けることも可能ですが、
たくさんの方の相談を受けたいので、希望日、時
間を事前に予約ください。

ハローワーク高山による「出張相談」について

神岡窓口
0578-82-1456

飛騨市地域包括支援センター
認知症地域支援推進員
0577-73-6233

「最近ちょっと物忘れをするような気がするけ
れど、認知症かしら？」
「ご飯を食べたばかりなのに、何度もご飯を食
べたいと言うけれどどう対応したらいいの？」
「近所の人が認知症ではないかと思うけれど、
どう対応したらいいの？」
「認知症の人の介護について教えてほしい」
「地域で認知症について話をしてほしい」

などのご相談を、認知症地域支援推
進員が受け、ご本人やご家族、地域の
方が安心して生活できるようにお手
伝いします。ぜひ、お気軽にご相談く
ださい。
■日時　８月23日（木）
　　　　9：00～11：30
■場所　ハートピア古川

「認知症相談窓口」
のお知らせ

地域包括支援センターでは、毎月1回
「認知症相談窓口」を開設します。

相

　
　談


