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市と古川国府給食センターでは、平成31年４月１日採用予定の次の職員を募集します。

募

　
　集
飛騨市専門業務および業務支援職員の募集について

■専門業務職員

募集
区分 従事する業務内容 勤務する場所 資格要件等 応募用件等 勤務条件等 募集

人数

A 保育士業務 市内の保育園

・保育士
・幼稚園教諭
・小学校教諭
・養護教諭

左記のいずれかの資格を有す
る方、または平成31年3月末
までに資格取得見込みの方

・月額169,100円
・社保、雇保、労災　加入
・8:00～16:30（月～金）
※シフトによる土曜保育勤務があり  
  ます。
※資格に応じ、賃金が異なる場合が 
  あります。
※勤務時間等に希望がある場合は 
  ご相談ください。

若干名

B
看護業務（園全体の看
護業務、未満児等加配
保育業務等）

宮城保育園 ・看護師
・准看護師

左記のいずれかの資格を有す
る方、または平成31年3月末
までに資格取得見込みの方

・月額170,900円
・社保、雇保、労災　加入
・8:00～16:30（月～金）
※シフトによる土曜保育勤務があり　 
　ます。
※資格に応じ、賃金が異なる場合が 
　あります。
※勤務時間等に希望がある場合は 
　ご相談ください。

1名

Ｃ 祝日・休日保育業務 宮城保育園 保育士
保育士の資格を有する方、ま
たは平成31年3月末までに資
格取得見込みの方

・時給1,010円
・労災のみ加入
・7:30～18:30の内、6h（日・祝）
※午前と午後のシフト制を基本とし 
　ます。

若干名

Ｄ 短時間遅番保育業務 市内の保育園 保育士
保育士の資格を有する方、ま
たは平成31年3月末までに資
格取得見込みの方

・時給1,010円
・労災のみ加入
・16：30～18:30（月～金）

若干名

Ｅ
児童発達支援や放課
後等デイサービスでの
保育士業務

ハートピア古川 保育士
保育士の資格を有する方、ま
たは平成31年3月末までに資
格取得見込みの方

・月額169,100円
・社保、雇保、労災　加入
・8:30～17:15（月～金）

１名

Ｆ
衛生施設作業（施設運
営補助、機械運転）業
務

みずほ
クリーンセンター
（宮川町）

・大型特殊運転免許
・車両系建設機械運転技能

講習（整地・運搬・積込み用 
及び掘削用）を受講された方 

・第二種電気工事士の資格

左記のいずれかの資格を有し
ていることが望ましい
※無しでも可。

・月額176,600円
・社保、雇保、労災　加入
・変則労働時間（週5日）
　8:00～16:45
　16:00～翌8:30
※夜勤がある職種です。

１名

Ｇ
飛騨市教育研究所運
営業務（研修企画、教
育相談等）

飛騨市教育委員会
事務局（飛騨市役
所内）

小中高等学校における教育
相談を含めた生徒指導の十分
な経験がある方

左記のとおり
・月額151,000円
・社保、雇保、非公災　加入
・8:30～17:15（月～金）

１名

Ｈ 英語の少人数指導
古川中学校
または
神岡中学校

中学校教諭（英語）免許 左記のとおり

・時間給2,000円
・雇保、労災　加入
・授業日　8:30～15:30の内5ｈ
（月～金）
学校長期休校中は勤務なし

２名

I 図書司書業務 飛騨市神岡図書館 図書司書資格 左記のとおり

・月額159,800円
・社保、雇保、労災　加入
・変則労働時間（週5日）
8:30～20:15の内7.75ｈで交代制
※火～日の内5日勤務
※シフトによる休日勤務あり

１名

J
健康相談員として、健
康推進事業及び母子
保健事業等

神岡町保健センター 保健師資格 左記のとおり

・月額209,200円
・社保、雇保、労災　加入
・8:30～17:15（月～金)
※勤務時間等に希望がある場合は 
  ご相談ください。

１名

K
幼児から学齢期・成年
期までの心理（発達）
検査業務

ハートピア古川 公認心理師 公認心理師の資格を有する方
・月額185,400円
・社保、雇保、労災　加入
・8:30～17:15（月～金)

１名
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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/ 
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〔雇用期間〕 雇用期間は、平成３１年４月１日～平成３２年３月３１日までです。
募集区分「Ｌ」の職種については、雇用開始が平成３１年２月頃からとなります。
勤務成績が良好かつ継続してその業務を必要とする場合に更新の可能性あり。
雇用条件等に関する詳細事項は、「飛騨市臨時職員の雇用、労働条件等に関する要綱」によります。 

〔応募方法〕市販の履歴書に必要事項を記入し、資格の必要なものは資格証の写しを添えて提出又は郵送により応募ください。
また、希望職種、勤務先を履歴書の余白に記入ください。

〔申込期限〕平成３１年１月１５日（火）　午後５時必着（郵送の場合も同様）

〔選考方法〕書類選考の上、面接試験を行います。面接試験は、１月下旬～２月上旬頃を予定しています。

〒509-4292 飛騨市古川町本町２番 22 号　飛騨市役所　総務部総務課 　　 0577-73-7461応募先

※上記職種のうち、月額および日額のものは、年２回の増額賃金（ボーナス）が支給されます。その他、募集要項についての詳細をご確認さ
　れたい場合は下記までお問い合わせください
※表中の非公災加入は非常勤職員公務災害補償保険への加入を意味します

L 医療事務（児童精神科
診療所）業務

飛騨市こどもの 
こころクリニック 医療事務 左記の資格を有し、医療事務

業務等の経験を有する方

・時間給890円
・非公災のみ　加入
・8:30～17:15（週１日程度）
※平成31年2月採用予定

１名

Ｍ 看護業務
飛騨市民病院
又は老人保健施設
たかはら

看護師 左記の資格を有していること。

・月額184,400円
・社保、雇保、労災　加入
・8:30～17:15（週5日）
※シフトによる休日勤務があります。

若干名

N 看護業務
飛騨市民病院
又は老人保健施設
たかはら

准看護師 左記の資格を有していること。

・月額172,300円
・社保、雇保、労災　加入
・8:30～17:15（週5日）
※シフトによる休日勤務があります。

若干名

O 介護業務
飛騨市民病院
又は老人保健施設
たかはら

介護福祉士 左記の資格を有していること。

・月額152,500円（日勤のみ）
　月額167,600円（夜勤あり／2交
替勤務）
・社保、雇保、労災　加入
・（日勤）8:30～17:15
  （夜勤）16:30～翌9:00
　　　　週5日勤務　予定

若干名

P
施設入所者に係るケア
マネ業務又は相談援助
業務等

老人保健施設たか
はら ケアマネージャー 左記の資格を有していること。

・月額183,300円
・社保・雇保・労災加入
・8:30～17:15（週５日）

１名

■業務支援職員
募集
区分 従事する業務内容 勤務する場所 資格要件等 応募用件等 勤務条件等 募集

人数

Q
調理（食器・食材等の
運搬、洗浄、下ごしらえ
等の調理補助）業務

神岡給食センター 資格不問 左記のとおり

＜フルタイム＞
・時間給870円（資格なし）
・月額154,000円（調理師資格あり）
・社保、雇保、労災　加入
・7:30～16:15（月～金）

２名

＜パートタイム＞
・時間給870円（資格なし）
・時間給920円（調理師資格あり）
・雇保、労災　加入
・月～金の間で、
　7:30～16:15（週3日）
　8:00～12:00（週1日）
※学校長期休校中は勤務なし
※勤務時間等に希望がある場合は
ご相談ください。

２名

R
調理（食器・食材等の
運搬、洗浄、下ごしらえ
等の調理補助）業務

古川国府給食セン
ター（国府） 資格不問 左記のとおり

・時間給870円（資格なし）
・月額154,000円（調理師資格あり）
・社保、雇保、労災　加入
・7:45～16:30(月～金)

若干名

S
調理（食器・食材等の
運搬、洗浄、下ごしらえ
等の調理補助）業務

古川国府給食セン
ター（国府） 資格不問

学校の夏・冬・春休み期間中
は、勤務を要しないことを承
知の上、応募願います。

・時間給870円（資格なし）
・時間給920円（調理師資格あり）
・雇保、労災　加入
・9：00～15：00（月～金）

若干名
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古川町保健センター 0577-73-2948

「まめとく健康ポイント事業」にチャレンジした皆さん、ポイントは貯まりましたか？いよいよ1月が交換日です。交換される
方は、ポイントカードを持って、お近くの会場にご来場ください。

■日時　平成 31 年１月 21日（月）～１月 25 日（金）　8：30 ～17：15

■企業・事業所を通じてエントリーをされた方は、賞品との交換も企業・事業所を通じて行ってください。

なお、上記の交換日に来場できない方は、次の日程で、河合・宮川振興事務所、神岡・古川保健センターで交換できます。

■交換日

【交換賞品】各1,000円分
　①商品券（古川町商工会）
　②商品券（神岡町商工会議所）
　③市内障がい者施設授産品
　④市内の社会福祉施設に①または②を寄付
　※さらに後日、抽選で商品券１万円をプレゼント！！　ご来場をお待ちしています。

お
知
ら
せ
年末・年始における公共施設等営業日について

■市役所・各振興事務所
窓口業務は、12月29日（土）～１月３日（木）まで休みとなります。
戸籍謄抄本や住民票等、各種証明が必要な方は、12月28日（金）までに市役所・各振興事務所窓口で手続き
をしてください。※住民票・印鑑登録証明書の休日発行はありません
なお、出生届や死亡届等の届出は、市役所および各振興事務所の宿日直室で受け付けます。　　　

■診　療　【休診】市民病院、河合・宮川・杉原・袖川・山之村診療所、こどものこころクリニック
　　　12月29日（金）～１月３日（木）※なお期間中、市民病院では宿日直医師が急患に対応します

【開所】休日診療所（高山市保健センター内）
　　　12月31日（月）8：30～11：30／１月２日（水）・３日（木）9：30～11：30、13：00～14：30

【救急病院案内】飛騨市地域救急医療情報センター　　 0577-74-3799
■温泉・入浴施設
　　　　　　　　　　　　　　　　

■図書館　【休館日】　
飛騨市図書館　　12月28日（金）～１月３日（木） 　
神岡図書館　　　12月28日（金）～１月３日（木）

場所 交換日（平成31年） 受付時間
河合振興事務所 1月16日（水） 10：00 ～14：00
宮川振興事務所 1月17日（木） 10：00 ～14：00
神岡町保健センター 1月18日（金） 9：00 ～19：00

古川町保健センター 1月19日（土） 9：00 ～17：00
1月20日（日） 9：00 ～17：00

飛騨古川桃源郷温泉ぬくもりの湯すぱ～ふる

12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 1/2 1/3

17：00まで営業

17：00まで営業

河合健康増進施設ゆぅわ～くはうす

休 ○ ○

○ ○ ○

○ ○
休 休 ○ ○○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ 休休 休 ○ ○

1/4

○○○

休

○

○○

飛騨まんが王国宮川温泉おんり～湯

流葉温泉Ｍプラザ

老人福祉センター割石温泉

17：00まで営業
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お
知
ら
せ
水道管の凍結防止について　～冬は凍結から水道管を守りましょう～

■特に凍結しやすい場所
　・風当たりの強い屋外にある水道管　・北向きで、日影にある水道管　・むき出しになっている水道管　　　　
■凍結防止の方法
　・凍結防止ヒーターの電源が入っているかどうか、ヒーターや保温材が破損していないかなどの確認をしてください。
　・冬期間使用しない給水栓の水抜きや積雪防護などの対策を行ってください。
　・長期間、家を留守にする場合は、水抜きなど十分な凍結防止策を行ってください。
　・定期的に凍結防止装置及び給水管の状況の確認をしてください。
　・メーターボックス内に保温材（発砲スチロールなど）を入れるなどの対策を行ってください。
■水道管が凍ってしまったら　　　　　　　　　　　　　　　　
　凍ってしまった部分に、タオルや布などをかぶせて、その上からゆっくりと「ぬるま湯」をかけてください。
　なお、蛇口を開けてもすぐに水が出ない場合がありますが、そのような場合でも、
　蛇口は開けたままにせず、必ず閉め、自然に溶けるのを待ってください。
※熱湯を急にかけると、水道管や蛇口が破裂することがありますので、ご注意ください
■水道管が破裂したら　
　宅地内にあるメーターボックス内のメーターバルブを右回しに閉めて水を止め、
　破裂した部分に布かテープをしっかり巻き付け、応急処置をしてから速やかに飛
　騨市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。
■年末年始の水道修理当番

寒さは水道管の大敵です。水道管が凍結しないように防寒対策をしましょう。

水道課
各振興事務所（基盤環境水道係） 河合

0577-73-7484
0577-65-2383 宮川 0577-63-2315 神岡 0578-82-2254

■古川町・河合町・宮川町 
山口設備工業
山口設備工業
(株)三晃設備工業
(有)森下住設
(有)古川住設管工事
坂上建設(株)

0577-57-7116
0577-57-7116
0577-73-5776
0577-73-3412
0577-73-6196
0577-75-2226

12月29日（土）
12月30日（日）
12月31日（月）
１月１日（火）
１月２日（水）
１月３日（木）

■神岡町
(株)川勝興業
(株)神岡衛生社
東洋建設資材(株)
(株)ライフテック
(有)おいえ設備
(株)川勝興業

0578-82-3420
0578-82-0337
0578-82-0871
0578-82-6800
0578-82-0744
0578-82-3420

12月29日（土）
12月30日（日）
12月31日（月）
１月１日（火）
１月２日（水）
１月３日（木）

市営住宅入居者募集について
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　12月20日（木）～12月28日（金）　■入居予定日　２月１日（金）

公募住宅 諏訪田団地A棟 新栄町団地 昭和町団地 嶋団地 打保住宅 森茂住宅 西忍団地
種類 特公賃 特公賃 地優賃 特公賃 特定 特定 公営
募集戸数 (世帯用)4戸 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (単身用)1戸 (単身用)3戸 (世帯用)2戸
所在地 古川町杉崎 古川町新栄町 神岡町殿 河合町角川 宮川町打保 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
3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 木造２階建

(車庫付き)

間取り 2LDK
3LDK 3DK 2DK 3LDK 2DK 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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お
知
ら
せ

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設置して
います。以下の電話番号へ電話いただ
くことでご利用いただけます。

総務課 0577-73-7461

■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。

お
知
ら
せ

森林・林業対策事業補助金（県単林道
舗装事業）にて平成27年から工事を
進めてきました舗装工事（延長２．54
ｋｍ）が完成しました。

　工事の完成により森林整備への活
用、安峰山展望台へのアクセスがよく
なり安心・安全に通行することができ
るようになりました

林道安峰～神原線全線
舗装工事が完成しました

お
知
ら
せ
税務課からのお知らせ飛騨市同報無線放送電話

サービスについて

税務課 0577-73-3742建設課 0577-73-3936

　償却資産は、個人事業者または企
業等が土地・家屋のほかに事業のた
めに所有している機械・装置、器具・
備品、構築物などの資産です。その
減価償却額が、法人税法または所得
税法の規定による所得の計算上損金
もしくは必要経費に算入されるものに
関しては、固定資産税（償却資産）
の申告が必要です。
　該当事業所・個人事業者へは申告
書を送付していますが、新たに該当
すると思われる場合は税務課までお
申し出ください。

申告期限は、平成31年１月31日
（木）です。早めの提出にご協力を
お願いします。  

固定資産税（償却資産）の
申告について

　地方税法第321条の4において、所
得税の源泉徴収義務がある事業主
は、個人住民税を特別徴収することが
義務付けられています。
　県と県内全市町村では、平成27年
度の市県民税から一定の条件を満た
す事業主に対し、特別徴収義務者に
指定する取り組みを行っています。
　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。

事業主の方へ
特別徴収にご協力を！！

自宅やオフィスなどからインターネット経由で申告手続きを行うことができます。
ペーパーレスで電子申告が可能となり、業務の効率化が図られます。
ぜひご利用ください。
ヘルプデスク　℡0570-08-1459　9：00～17：00（月～金）　土日祝、年末年始除く

事業者の方へ
eLTAX（エルタックス）による地方電子申告が可能です

■口座振替の方は、残高の確認をお
　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。

固定資産税第４期分の納期限は、
平成31年１月４日（金）です。

固定資産税第４期分の
納期限について

　平成30年中に給与または借地料等
を支払われた場合は、法定調書の提
出が必要です。
　該当される事業所へは書類をお届
けしていますが、用紙が不足する場合
や新たに該当される場合は、市役所
税務課または各振興事務所税務窓口
へお申し出ください。
提出期限　平成31年１月24日（木）

■平成28年分の給与支払報告書か
ら、給与所得者及び被扶養者のマイナ
ンバーの記載が必要となり、様式もＡ
５サイズに変更となりました。
マイナンバーの記入漏れが無いよう、
事前確認等をお願いします。

■給与支払報告書中「16歳未満の扶
養親族」は住民税の算定に必要なた
め、必ずご記入ください。

給与支払報告書・借地料等
支払報告書の提出について

　エルタックス 検  索

■電話番号

■操作案内

0577-62-9900

次の放送を聞く場合
聞いている放送を聞きなおす場合
前の放送に戻る場合
最初の放送に戻る場合

1
2
3
0

内　容 プッシュ番号

場
版らわか
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商工課 0577-62-8901

飛騨市経営相談窓口
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「ビジネス相談窓口」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
　古川会場　飛騨市図書館 
■日時

12月26日(水)、平成31年１月９日(水)、
平成31年１月16日(水)
いずれも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）

■お知らせ
年末年始の図書館利用について

・12/28(金)～1/3(木)は休館日です。
・12/11(火)～27(木)は、貸出冊数の
上限が10冊となります。
また、この期間に借りられた本の
返却日は年明けです。

ハローワーク出張相談
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　平成31年１月23日（水）
　　　　11：00～15：00
■場所　古川町公民館（総合会館）

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

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。

※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
■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

就労相談窓口のお知らせ

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

　映画の中に登場する「シン・ゴジラ」
の襲撃や彗星衝突は単なるフィクショ
ンではなく、現実の世界で起こりうる
地震や津波といった災害のメタファー
である。その中では日本の防災・危機
管理上の大きな課題が浮き彫りにな
る。現在想定されている首都直下型地
震や南海トラフ巨大地震が「想定外」
にならぬよう政府の対応体制を考え直
さなければならない。

『映画に学ぶ危機管理』
齋藤富雄・前林清和・森永速男

（著）、晃洋書房

　サンタクロースとお使いのピエロたち
が織り成す８つのクリスマスツリーをめ
ぐるお話です。紙を切って、折ったり曲
げたりするペーパークラフトでできた
キャラクターがかわいらしく、半立体の
ファンタジーな世界で紙の暖かさを感
じられる絵本になっています。

『クリスマスツリーのお話』
やすひでこ／作　三恵社

ハローワーク高山 0577-32-1144古川会場　市民保健課（市役所）　
シルバー人材センター 0577-73-7386



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
版らわか
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市では、国内や海外からの観光客の方々が無料でインターネットを利用できる
よう官民連携によるHida Free Wi-Fi整備を進めています。

お
知
ら
せ

・Wi-Fi設置について
・設置補助金について

管財課
商工課

0577-73-7462
0577-62-8901

生涯学習課 0577-73-7495

生涯学習課 0577-73-7495
岐阜労働局賃金室
058-245-8104

飛騨市ふるかわ元旦マラソン実行委員会
0577-73-7495

お
知
ら
せ

一年の計は、元旦マラソン！どなたでも
参加可能です。帰省している家族、知り
合い、友達も誘ってみんなで走ろう！
完走者先着1,000名に恒例の記念品
をプレゼント。仮装で大会を盛り上げ
ていただいた参加者の方にパフォー
マンス賞を贈呈します！

第48回飛騨市ふるかわ
元旦マラソン2019

お
知
ら
せ

最低賃金改正のお知らせ

岐阜県最低賃金
時間額８２５円　10月１日から

　岐阜県最低賃金は、年齢に関係な
く、パートやアルバイトなどを含め、県
内で働くすべての労働者に適応され
ます。
　使用者も、労働者も、１時間あたり
の賃金額が最低賃金以上となってい
るかどうか、必ず確認しましょう。

最低賃金改正のお知らせ

　今年度は市の主要観光エリアである古川町市街地のアクセスポイントを６箇
所から12箇所に増やすとともに、接続認証に係る利便性向上を図りました。
※清流の国ぎふ推進補助金を受けて整備しました
　なお、現在、Wi-Fi未設置店舗等への新規設置及び設置済店舗等におけるSSID
のHida Free Wi-Fiへの設定変更を推進していますので、事業者の皆さまはぜひご
検討ください。
※設置または設定変更に要する費用には、補助制度等があります
※市ホームページで、設置箇所を紹介します

○ロゴマークデザインの決定
　観光Wi-Fi利用可能箇所の目印となるロゴ
マークデザインを募集したところ、65点の応募が
あり、厳正な審査の結果、吉城高校1年　岡田
悠生さんの作品に決定しました。

飛騨市公衆無線ＬＡＮサービス「Hida Free Wi-Fi」について

市では、「市民のみなさんと祝う成人式」をテーマに下記の日程で成人式を開
催します。市民の方、どなたでも式典にご参加いただけます。

お
知
ら
せ

平成31年 飛騨市成人式

■開催日　平成31年１月３日（木）
■場所
　古川会場（飛騨市文化交流センター）
　神岡会場（神岡町公民館）
■日程
　成人者受付　
　式典
　交流タイム
■お願い
①一般来場者の方の受付は行いません。ご自由に入館ください。
②交流タイムにて成人者の方とご自由に歓談ください。
③館内への酒類の持ち込みや酒気帯びの方の入館はお断りさせていただきます。

12:45 ～ 13:30　
14:00 ～ 15:15
15:15 ～ 16:00

皆さんの生涯学習活動を支援するため、市内で活動されている団体・サーク
ルの活動内容等、冊子や市WEBページによる紹介を予定しています。

お
知
ら
せ

生涯学習団体・サークル等の紹介事業について

紹介を希望される団体・サークルは生涯学習課や公民館にある申込書を提出して
ください。なお、２月発行予定冊子への掲載は、平成31年１月11日までに申込が
あった団体とさせていただきます。

■日時　平成31年１月１日（火・祝）
　　　　※荒天中止 
　　　　受付：9：00～ 
　　　　スタート：10：00
■集合　ハートピア古川　正面玄関
■参加費　無料
■コース A コース（約 1.7km）

B コース（約 2.4km）
C コース（約 4.2km）

※（紙面は二色印刷のため）実際の
　デザインの配色とは異なっています

Hida Free Wi-Fi
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岐阜県行政書士会
058-263-6580

■日時　平成31年１月９日（水）
　　　　13：00～16：00
■場所　飛騨市役所
※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）

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。
お気軽にご相談ください。

相

　
　談

　市民自ら地域や生活の課題などについて考え、皆が支え合う地域社会の実現
を目指すべく、地域福祉の推進や、福祉のまちづくりにおける課題解決の活動を
行う団体を公募し、審査に合格した団体に対し活動費の一部を助成します。
　市ホームページに掲載の募集要項を確認の上、必要書類を期限までに地域包
括ケア課までご提出ください。
　審査会や、活動発表の機会を計画しています。たくさんの応募をお待ちしてい
ます。

○募集事業
平成31年４月１日～平成32年３月31日の間に実施するやさしいまちづくり事業
例：高齢者や障がい児者を支援する事業、地域福祉ボランティア活動事業

○募集期間
平成30年12月20日（木）～平成31年１月21日（月）

○提 出 先
　地域包括ケア課

平成31年度飛騨市やさしいまちづくり応援事業
の募集について

市では、子どもから高齢者まですべての市民があんきに暮らせる、やさしいまちづ
くりに対する活動を応援します。

募

　
　集

地域包括ケア課
0577-73-6233

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。
　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。

■神岡町ふれあいセンター
　12月15日(土)、
　平成31年３月23日（土）
　13：00～15：00（受付は14：00まで）

地域包括ケア課
0577-73-6233

飛騨市暮らしの相談窓口
相

　
　談

就労・家計・ひきこもりなどの暮らしに
関する様々なお悩みを、一緒に解決し
ていく相談窓口です。一人で悩まず、お
気軽に相談してください。

○暮らしの相談支援窓口
■日時　平日8：30～17：15
　　　（休み：土日・祝日・年末年始）
■場所　ハートピア古川内
　電話　　　0577-73-6233
　専用電話　070-2237-7730

○暮らしの出張相談所
■日時　毎週水曜日
　　　　9：00～16：00（休み：祝日）
■場所　千代の松原公民館 
　専用電話　070-2237-7730

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

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

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。

神岡会場
■日時　平成31年1月10日（木）
　　　　9：30～11：30
■場所　神岡町公民館
古川会場
■日時　平成31年1月17日（木）
　　　　9：00～12：00
■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。
「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」

相

　
　談

※専用電話は、直接相談支援員につなが
　ります
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環境課 0577-73-7482

宮川振興事務所
0577-63-2311

飛騨市観光協会 0577-74-1192

総合政策課 0577-73-6558

飛騨古川三寺まいり
お
知
ら
せ

　極寒の飛騨路、凍てつく雪を踏み
しめての巡拝。静かな寺院に揺れる
大きな和ろうそくの炎、街には雪像ろ
うそく、瀬戸川沿いには千本ろうそく
の揺らめきが古川を幻想的な雰囲気
へと変えていきます。　

■日時と場所
　平成31年１月15日（火）
　古川町市街地
■スケジュール
12:00～　 門前市（まつり広場）
16:00～　 雪像ろうそく点灯式
　　　　  （まつり広場）
16:00～21:00
　雪像ろうそく（古川町市街地）
　千本ろうそく・とうろう流し
　（瀬戸川沿い）

飛騨古川で古くから続く伝統行事三
寺まいりが平成31年１月15日に行われ
ます。

お
知
ら
せ

　湿原の東側外周に整備された新たな遊歩道により、低層湿原植物や県の天
然記念物に指定されているミズバショウ・リュウキンカの群生など、良好な生
態系及び植生を身近にご覧いただくことができます。
　また、からだに優しい新たな駐車場からは、緩い傾斜により直接、遊歩道に
つながり、車いすの方でも介助付
きで散策することができます。
　今回の整備により、一層の季節
の移ろいを感じられるとともに、
環境保全にも役立っています。

市では28年度より「清流の国ぎふ森林・環境税」を活用して、湿原環境に配慮
した遊歩道を整備しています。

「清流の国ぎふ森林・環境税」を活用して
池ヶ原湿原の環境を保全しています

お
知
ら
せ

家電リサイクル法で対象となる製品は、テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯
機、衣類乾燥機で、これらの製品は、国が責任をもって引き取り、リサイクルする
ことが決められています。対象となる製品を廃棄する際には、「無許可」の回収業
者は利用しないでください！

家電リサイクル・クリーンセンター等の営業日について

2019年版
岐阜県民手帳発売中

お
知
ら
せ

■価格　700円
■県内の書店、ホームセンターにて  
　販売中
■詳しくは、岐 阜 県 統 計 課 ホーム
　ページをご覧ください。
　（監修　岐阜県統計課）

今年度は「美濃和紙モデル」登場！

■廃棄の具体的な手続き
・電気店に引取依頼する
　原則として廃棄する製品を購入した店、または製品を買い替えする店で
　引取ります。リサイクル料金と運搬料金を支払います。
・指定引取場所へ自己搬入
　メーカーを確認のうえ郵便局でリサイクル料金を支払い、リサイクル券
　を受け取ります。リサイクル券をもち、指定引取先へ自己搬入します。
■飛騨地区の指定引取先
　㈲寺岡商会（高山市桐生町3-280）
　濃飛西濃運輸㈱高山支店（高山市山田町1318-1）
■年末・年始における公共施設等営業日について

◎開所日（通常通り）　①8:30～15:30　②8:30～16:00
○開所日（時間変更）　②8:30～15:30　×休み

【環境課からのお願い】
　可燃ごみ・不燃ごみを問わず、必ず朝８時までに各地区の指定の場所に
出してください。朝８時を過ぎて出されたごみは、回収できない可能性が
ありますので、ご注意ください。

施設名 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6
①飛騨市
クリーンセンター ◎ ◎ ◎ × × × × ◎ ◎ × ×
②飛騨市
リサイクルセンター ◎ ◎ ○ × × × × × ◎ × ○
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環境課 0577-73-7482

宮川振興事務所
0577-63-2311

飛騨市観光協会 0577-74-1192

総合政策課 0577-73-6558

飛騨古川三寺まいり
お
知
ら
せ

　極寒の飛騨路、凍てつく雪を踏み
しめての巡拝。静かな寺院に揺れる
大きな和ろうそくの炎、街には雪像ろ
うそく、瀬戸川沿いには千本ろうそく
の揺らめきが古川を幻想的な雰囲気
へと変えていきます。　

■日時と場所
　平成31年１月15日（火）
　古川町市街地
■スケジュール
12:00～　 門前市（まつり広場）
16:00～　 雪像ろうそく点灯式
　　　　  （まつり広場）
16:00～21:00
　雪像ろうそく（古川町市街地）
　千本ろうそく・とうろう流し
　（瀬戸川沿い）

飛騨古川で古くから続く伝統行事三
寺まいりが平成31年１月15日に行われ
ます。

お
知
ら
せ

　湿原の東側外周に整備された新たな遊歩道により、低層湿原植物や県の天
然記念物に指定されているミズバショウ・リュウキンカの群生など、良好な生
態系及び植生を身近にご覧いただくことができます。
　また、からだに優しい新たな駐車場からは、緩い傾斜により直接、遊歩道に
つながり、車いすの方でも介助付
きで散策することができます。
　今回の整備により、一層の季節
の移ろいを感じられるとともに、
環境保全にも役立っています。

市では28年度より「清流の国ぎふ森林・環境税」を活用して、湿原環境に配慮
した遊歩道を整備しています。

「清流の国ぎふ森林・環境税」を活用して
池ヶ原湿原の環境を保全しています

お
知
ら
せ

家電リサイクル法で対象となる製品は、テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯
機、衣類乾燥機で、これらの製品は、国が責任をもって引き取り、リサイクルする
ことが決められています。対象となる製品を廃棄する際には、「無許可」の回収業
者は利用しないでください！

家電リサイクル・クリーンセンター等の営業日について

2019年版
岐阜県民手帳発売中
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知
ら
せ
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■詳しくは、岐 阜 県 統 計 課 ホーム
　ページをご覧ください。
　（監修　岐阜県統計課）

今年度は「美濃和紙モデル」登場！

■廃棄の具体的な手続き
・電気店に引取依頼する
　原則として廃棄する製品を購入した店、または製品を買い替えする店で
　引取ります。リサイクル料金と運搬料金を支払います。
・指定引取場所へ自己搬入
　メーカーを確認のうえ郵便局でリサイクル料金を支払い、リサイクル券
　を受け取ります。リサイクル券をもち、指定引取先へ自己搬入します。
■飛騨地区の指定引取先
　㈲寺岡商会（高山市桐生町3-280）
　濃飛西濃運輸㈱高山支店（高山市山田町1318-1）
■年末・年始における公共施設等営業日について

◎開所日（通常通り）　①8:30～15:30　②8:30～16:00
○開所日（時間変更）　②8:30～15:30　×休み

【環境課からのお願い】
　可燃ごみ・不燃ごみを問わず、必ず朝８時までに各地区の指定の場所に
出してください。朝８時を過ぎて出されたごみは、回収できない可能性が
ありますので、ご注意ください。

施設名 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6
①飛騨市
クリーンセンター ◎ ◎ ◎ × × × × ◎ ◎ × ×
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リサイクルセンター ◎ ◎ ○ × × × × × ◎ × ○
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地域包括ケア課
0577-73-6233

飛騨三市一村共同結婚
相談所を開設しました

◇かからないようにするには…
・外出時は、なるべく人ごみを避け、帰宅時や食事前には手洗いをしましょう。
・睡眠を十分に取り、栄養に気を配りましょう。
・室内を適切な温度や湿度に保ちましょう。
◇広めないようにするには…
・咳エチケットを守りましょう。
・咳、くしゃみなど体調がおもわしくない場合には、極力外出は避け、外出をす
る場合にはマスクをしましょう。
◇ハイリスク者の方へ…
・高齢者、妊婦、乳幼児、心肺系の慢性疾患・糖尿病・腎疾患の基礎疾患を有
する方（ハイリスク者）は感染すると症状が重くなることがありますので、早め
に医療機関を受診してください。

《小児及び妊婦のインフルエンザ予防接種費助成について》
接種期間　　平成31年１月31日まで　申請期間　　平成31年１月18日まで

募

　
　集

　相談員が、相談される方に応じた適
切なアドバイスやサポートを行いな
がら、飛騨地域の広域ネットワークに
よる素敵な出会いの場を提供します。
まずは下記相談所までお気軽にお問
い合わせください。

■開設時間
　毎月第１火曜日　17：30～20：30
　（年始、祝日は第２火曜日）

■開設場所
　ハートピア古川　結婚相談室

■相談所電話番号
　0576-52-2022
　（リチェネット結婚サポートセンター）※接種を希望される方は、申請期間内に申請してください。助成方法については、広報ひだ９月

　号をご覧ください

12月から飛騨三市一村共同結婚相談
所（飛騨市出張所）を開設しました。

インフルエンザにご注意ください
お
知
ら
せ

毎年冬にはインフルエンザの流行がみられます。予防を徹底して、感染を防ぎま
しょう。

・古川町保健センター
・神岡町保健センター

0577-73-2948
0578-82-2233
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058-263-6580
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ます。
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例：高齢者や障がい児者を支援する事業、地域福祉ボランティア活動事業

○募集期間
平成30年12月20日（木）～平成31年１月21日（月）

○提 出 先
　地域包括ケア課

平成31年度飛騨市やさしいまちづくり応援事業
の募集について

市では、子どもから高齢者まですべての市民があんきに暮らせる、やさしいまちづ
くりに対する活動を応援します。

募

　
　集

地域包括ケア課
0577-73-6233

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。
　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。

■神岡町ふれあいセンター
　12月15日(土)、
　平成31年３月23日（土）
　13：00～15：00（受付は14：00まで）

地域包括ケア課
0577-73-6233

飛騨市暮らしの相談窓口
相

　
　談

就労・家計・ひきこもりなどの暮らしに
関する様々なお悩みを、一緒に解決し
ていく相談窓口です。一人で悩まず、お
気軽に相談してください。

○暮らしの相談支援窓口
■日時　平日8：30～17：15
　　　（休み：土日・祝日・年末年始）
■場所　ハートピア古川内
　電話　　　0577-73-6233
　専用電話　070-2237-7730

○暮らしの出張相談所
■日時　毎週水曜日
　　　　9：00～16：00（休み：祝日）
■場所　千代の松原公民館 
　専用電話　070-2237-7730

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

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

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。

神岡会場
■日時　平成31年1月10日（木）
　　　　9：30～11：30
■場所　神岡町公民館
古川会場
■日時　平成31年1月17日（木）
　　　　9：00～12：00
■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。
「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」

相

　
　談

※専用電話は、直接相談支援員につなが
　ります
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商工課 0577-62-8901

飛騨市経営相談窓口
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「ビジネス相談窓口」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
　古川会場　飛騨市図書館 
■日時

12月26日(水)、平成31年１月９日(水)、
平成31年１月16日(水)
いずれも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）

■お知らせ
年末年始の図書館利用について

・12/28(金)～1/3(木)は休館日です。
・12/11(火)～27(木)は、貸出冊数の
上限が10冊となります。
また、この期間に借りられた本の
返却日は年明けです。

ハローワーク出張相談
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　平成31年１月23日（水）
　　　　11：00～15：00
■場所　古川町公民館（総合会館）

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

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。

※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
■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

就労相談窓口のお知らせ

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

　映画の中に登場する「シン・ゴジラ」
の襲撃や彗星衝突は単なるフィクショ
ンではなく、現実の世界で起こりうる
地震や津波といった災害のメタファー
である。その中では日本の防災・危機
管理上の大きな課題が浮き彫りにな
る。現在想定されている首都直下型地
震や南海トラフ巨大地震が「想定外」
にならぬよう政府の対応体制を考え直
さなければならない。

『映画に学ぶ危機管理』
齋藤富雄・前林清和・森永速男

（著）、晃洋書房

　サンタクロースとお使いのピエロたち
が織り成す８つのクリスマスツリーをめ
ぐるお話です。紙を切って、折ったり曲
げたりするペーパークラフトでできた
キャラクターがかわいらしく、半立体の
ファンタジーな世界で紙の暖かさを感
じられる絵本になっています。

『クリスマスツリーのお話』
やすひでこ／作　三恵社

ハローワーク高山 0577-32-1144古川会場　市民保健課（市役所）　
シルバー人材センター 0577-73-7386


