
第２回　募集
【募集職種】
№ 職種 採用予定人員 受験資格

① 一般行政職（Ａ） ２名程度 高校卒業程度（※注１）の学力を有する方
　年齢要件：H10.4.2～H14.4.1生

② 消　防　職（Ｂ） １名程度 高校卒業程度（※注１）の学力を有し、市内に居住が
可能な方 　年齢要件：H9.4.2～H14.4.1生

③ 一般行政職（Ｃ）
公務員経験枠 １名程度 公務員としての職務経験（※注２）がある方

　年齢要件：S35.4.2～H7.4.1生

場
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お
知
ら
せ

2019年度職員採用試験

市では、2020年４月１日採用予定の職員を募集します。受験を希望される方は、募集内容を確認のうえ期日までに申
込みください。

古川町保健センター 0577-73-2948

（※注１）試験問題が高校卒業程度という意味
であり、受験資格に学歴は一切関係ありま
せん
（※注２）任期の定めのない職員として採用
され、一般行政職（総合職・事務職）とし
て勤務されている方で、申込時点で在職中
の方に限ります。なお、臨時的任用、任期
付任用または非常勤特別職として任用され
た方は除きます

■申込期限　８/２（金）（17：15必着）　※ホームページからの申込、郵送、直接提出とも同じ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※公務員経験枠は第１次試験が書類選考となります
■試  験  日　第１次試験　９/22（日）　会場：県立飛騨高山高校（山田校舎）
　　　　　　第２次試験　10/20（日）　会場：飛騨市役所
■受験手続
・受験申込は、ホームページ、または申込書類（紙）での申込みが可能です。
・受験申込に必要な書類は、市役所総務課および各振興事務所でお受取いただけます。
・受験を希望する場合は、必要書類を市役所総務課へ提出してください（郵送可）。
・受験手続及び試験等の詳細については、市ホームページ（QRコード）をご確認ください。
■郵送先　〒509-4292　岐阜県飛騨市古川町本町２番22号　総務課（人事給与係）

　2020年４月１日採用（第２回募集）では、公務員経験者を対象とした特別採用枠『公務員経験枠』（年齢上限撤
廃）を設けています。飛騨地域出身の方でＵターンをお考えの方、飛騨市に興味がありＩターンをお考えの方など大
歓迎です。

お
知
ら
せ

にこにこルームまるんの開始

飛騨市の産前産後のママに寄り添う場、「にこにこルームまるん」を6月より開始しました。どうぞご利用ください。

◆ママサロン
　飛騨市在住の助産師が相談をお受けします。妊娠・出産・育児について、
気軽に語りあいましょう。
■対象者　飛騨市に住所がある、妊婦および１歳までのお子さんを持つ母親
■時間　9：00～12：00　週２回（火曜日・金曜日）
■参加費　無料
■場所　ハートピア古川

◆にこにこ交流会
　妊婦さんやママ同士の交流会を開催します。
■対象者　飛騨市に住所がある、妊婦及び３か月未満の乳児とその母親
■時間　受付　9：00～　交流会　9：30～12：00
■内容　妊婦さん・ママ同士の交流会、プチベビーマッサージなど
■参加費　無料
※参加希望の方は、事前に古川町保健センターまでご連絡ください

飛騨市ホームページ
採用試験情報はこちら

にこにこ交流会　開催日

令和元年
（2019年）

７月 13日（土）
8月 10日（土）
9月 14日（土）
10月 12日（土）
11月 9日（土）
12月 14日（土）

令和 2年
（2020年）

1月 25日（土）
2月 22日（土）
3月 14日（土）

総務課 0577-73-7461



16

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
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お
知
ら
せ
後期高齢医療制度

市民保健課（市役所） 0577-73-7464

●保険料軽減措置の見直しについて
　保険料の軽減措置につきましては、特例措置が行われてきましたが、平成 30 年度から段階的に本則への見直しが
行われています。平成 31年度（令和元年度）は次のとおり改正されますが、安定した医療制度運営のため、ご理解を
お願いいたします。

■保険証（被保険者証）を更新します 
　後期高齢者医療の保険証は飛騨市に住所を有
する75歳以上の方と、一定の障がいがある65歳か
ら74歳の方で広域連合の認定を受けた方に交付
されます。現在の保険証の有効期限は平成31年７
月31日ですので、８月１日からは７月中にお送り
する新しい保険証をご使用ください。新しい保険
証はうすい紫色に変わります。古い保険証を処分
されるときは、住所や氏名が見えないよう細断す
るなど、十分注意してください。

②被用者保険の被扶養者であった方の保険料「均等割額」の軽減　改正　
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方
は、所得割額の負担はありません。均等割額は、制度に加入後2年経過するまでの間に限り５割軽減となります。
（ただし所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい軽減が適用されます）※被用者
保険とは…協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称（国民健康保険・国民健康保
険組合は含まれません）

（注）均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額とな
ります。ただし譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主
の所得に合算されます。また、８割軽減判定時を除き、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15
万円（65歳以上の方のみ適用）を差し引いた金額となります。なお軽減判定日は４月１日または資格を取得した
日となります。

〈７月31日まで・うすい緑色〉 〈８月１日まで・うすい紫色〉

①保険料「均等割額」の軽減　改正

改

改

改

平成30年度における8.5割軽減の区分

平成30年度における9割軽減の区分
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飛騨市観光協会 0577-74-1192

観光課 0577-73-7463

お
知
ら
せ
市営住宅入居者募集

【宮川町こいこい花火大会】
美しい棚田の原風景をバックに美しい花火が打ち上がります。
■日時　８/12（月）　19：45～
■場所　ナチュールみやがわ

【飛騨古川花火大会】
一斉打ちや単発の２カ所打ちなど４部構成のボリュームのある花火大会です。
■日時　８/13（火）　20：00～
■場所　千代の松原　宮川河畔

【ひだ神岡納涼夏まつり】
お盆の３日間に渡り行われる夏祭り。船津盆踊りや花火大会、魚つかみ、
各種バザーなど楽しめるイベントもあります。
■日時　８/13（火）～15（木）　花火大会　14（水）　19：30～
■場所　神岡町市街地

飛騨市の夏まつり情報
お
知
ら
せ

都市整備課 ・神岡振興事務所（建設農林課基盤係）0577-73-0153 0578-82-2254

※１RC造…鉄筋コンクリート造
※　入居資格について、所得等の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください
※　個人番号の記載箇所があるため郵送での受付ができません。都市整備課または各振興事務所まで直接ご提出ください

■敷　　金　家賃の３ヵ月分
■申込期間　７/24(水)～７/31(水)　■入居予定日　９/１(日)

◆各花火大会（８/12～14）の地域間交流バス
8月12日　宮川こいこい花火

行きの便 帰りの便
定員：40名 定員：40名

古川町在住の方
飛騨

市役所 18：00発 宮川スポー
ツ公園 21：00発

神岡町在住の方
神岡振興
事務所 18：00発 宮川スポー

ツ公園 21：00発

8月13日　古川花火大会
行きの便 帰りの便
定員：40名 定員：40名

神岡町在住の方
神岡振興
事務所 18：10発 飛騨市役所 21：00発

宮川町・河合町在住の方

杉原駅 17：45発 飛騨市役所 21：30発

8月14日　神岡花火大会
行きの便 帰りの便
定員：40名 定員：40名

古川町在住の方
飛騨

市役所 18：00発 神岡振興
事務所 21：00発

宮川町・河合町在住の方
宮川振興
事務所 17：50発 神岡振興

事務所 21：00発

※詳細については、区長回覧のチラシまたは飛騨市ホームページをご確認いただくか、下記までお問い合わせください

公募住宅 細江団地 新栄町団地 サンアルプA棟 サンアルプ(木造) 大和団地2号棟 昭和町団地 山之村団地 打保住宅 森茂住宅
種類 公営 特公賃 特公賃 公営 公営 地優賃 公営 特定 特定

募集戸数 (世帯用)
1戸

(世帯用)
1戸

(世帯用)
1戸

(世帯用)
2戸

(世帯用)
1戸

(世帯用)
2戸

(世帯用)
1戸

(単身用)
1戸

(単身用)
3戸

所在地 古川町袈裟丸 古川町新栄町 神岡町殿 神岡町殿 神岡町船津 神岡町殿 神岡町森茂 宮川町打保 神岡町森茂

構造・規模 ※1 木造
2階建て

RC造
3階建

RC造
6階建

木造
2階建て

RC造
4階建

RC造
4階建

木造
2階建

木造
2階建

木造
2階建

間取り 4DK 3LDK 3LDK 2DK 3DK 2DK 2LDK 2DK 1K

家賃 入居者の所得に応じて決定
駐車場使用料、共益費別途 共益費別途
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市長と共にふれあいトーク
都竹市長の市政ゼミナール開催

財政課
0577-62-8903

秘書広報課 0577-73-7468

税務課
各振興事務所（税務担当）

0577-73-3742

子育て応援課
各振興事務所（児童扶養手当担当）

0577-73-2458

お
知
ら
せ

市長と共にふれあいトーク
テーマに関する現場に携わっている方をゲストにお迎えし、取り組みや思いをお
聞きします。

都竹市長の市政ゼミナール
市長がテーマに沿って、市の現状や課題、取り組みを分かりやすく説明します。

【サマージャンボ宝くじ】
　１等　　５億円×20本
　前後賞　１億円×40本
※当せん本数は発売総額600億円・
　20ユニットの場合

【サマージャンボミニ】
　１等　　３千万円×40本
　前後賞　１千万円×80本
※当せん本数は発売総額240億円・
　８ユニットの場合

■発売期間　８/２（金）まで
※この宝くじの収益金は市町村の明
るく住みよいまちづくりに使われま
す。宝くじはぜひ県内の売場か、宝く
じ公式サイトでご購入ください

●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。

※納税通知書の記載事項を必ずご確
　認ください

市長と共にふれあいトークと都竹市長の市政ゼミナールを以下のとおり開催し
ます。入場無料で事前申込みは必要ありませんのでお気軽にご参加ください。

児童扶養手当「現況届」について
お
知
ら
せ

固定資産税第２期分の
納期限について

お
知
ら
せ

固定資産税第２期分の納期限は、
７/31（水）です。

◆「現況届」の提出について
■受付期間　８/１（木）～８/30（金）（土・日・祝日は除く）
■対象者　　手当受給資格者（全額支給停止の方も手続きが必要です）
■その他　　「現況届」の提出がないと手当を受給できなくなりますので、必ず
　　　　　　手続きをお願いします。
■提出先　　子育て応援課、または各振興事務所（児童扶養手当担当）

◆児童扶養手当について
　児童扶養手当は、父母の離婚・死別などにより父または母と生計を同じくして
いない児童を養育しているひとり親家庭、または父母にかわって、その児童を養
育している家庭の生活の安定と自立を支援し、児童の心身の健やかな成長を
願って支給される手当です。
■手当額　月額　・児童１人の場合　42,910円　・児童２人目加算　10,140円
　　　　　　　　・３人目以降の加算（１人につき）　6,080円
　　　　　　　　※受給者・扶養義務者の所得により、支給制限があります
■支払月　
　令和元年11月より年６回払い（２か月ごと）の支給になります。
　令和元年８月（４か月分）・11月（３か月分）
　令和２年１月（２か月分）・３月（２か月分）・５月（２か月分）

児童扶養手当の受給者の方は、８月中に「現況届」の提出が必要です。対象者の
方には、７月下旬に郵送で案内をしますので、早めの手続きをお願いします。

サマージャンボ宝くじ
が発売中

お
知
ら
せ

「サマージャンボ宝くじ」、「サマージャ
ンボミニ」が８/２（金）まで全国で２種
類同時発売中です。

会場 テーマ
9月27日（金） 船津座 移住

11月21日（木） FabCafeHIDA ものづくり

日時

19：00～20：30

会場 テーマ
8月22日（木） 飛騨市役所 環境・下水・リサイクル

10月25日（金） 神岡町公民館 道路

12月19日（木） 飛騨市役所 商工業

日時

19：00～20：30

相談名 要予約 実施日 時間 場所 問い合わせ

消費生活相談 ○ 毎月第一水曜日 10:00～15:00 飛騨市役所 ☎0577-73-7461　総務課　

行政書士相談 ○ 8/14(水) 13:00～16:00 神岡振興事務所 ☎058-263-6580　岐阜県行政書士会　

若者対象就労相談 ○ 毎週水曜日 13:00～16:00 古川町公民館 ☎058-216-0125　県若者サポートステーション

7/29(月)、30(火)
8/8(木)、9(木) 10:00～17:00 古川町商工会 ☎0577-73-2624　古川町商工会

8/21(水) 13:00～17:00 神岡商工会議所 ☎0577-62-8901　商工課

ハローワーク出張相談 － 8/14(水) 11:00～15:00 古川町公民館 ☎0577-32-1144　ハローワーク高山

就職面談会 － 8/14(水) 13:00～15:00 古川町公民館 ☎0577-62-8901　商工課

7/10(水) 13:00～15:00 ハートピア古川 ☎0577-73-0160　憩いの家

7/24(水) 13:30～15:00 ハートピア古川 ☎0577-33-1111　飛騨保健所

暮らしの相談 － 平日 8:30～17:15 ハートピア古川 ☎070-2237-7730　地域包括ケア課

もの忘れ相談 － 8/8(木) 9:30～11:30 神岡町公民館 ☎0578-82-1456　地域包括支援センター神岡窓口

もの忘れ相談とホッとするカフェ － 8/22(木) 9:00～12:00 望ほーむ古川町金森町 ☎0577-73-6233　地域包括支援センター

まちなか地域包括支援センター
「まめなかな」 － 8/22(木) 9:30～11:30 牛丸石油本社事務所神岡町船津928-1 ☎0578-82-1456　地域包括支援センター神岡窓口

8/7(水) 13:30～15:30 ハートピア古川

7/20(土)、8/20(火） 13:00～15:00 神岡町ふれあいセンター
－障がいのある方のパソコン相談 ☎0577-34-1316　福祉メディアステーション

　　　　　　　　　飛騨ブランチ

ビジネスサポート相談

こころの相談

相談コーナー

○

○

場
版らわか
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　皆さんは上記の標識を知っていま
すか？
　この標識は「ゾーン30」というエリ
ア規制を表しており、歩行者や自転
車の安全確保を優先するため、ゾー
ン30の区域内の道路は全て最高速
度時速30キロと定められています。
　飛騨警察署管内では、主に日常生
活に利用され学校がある古川小学校
付近が指定されています。
　法定速度を守り、歩行者・自転車
に十分注意して走行してください。

飛騨警察署 0577-73-0110

一般向けのオススメ 児童向けのオススメ

図 書 館 に お い で よ 新着図書ピックアップ

　昔ばなしなのに新しい！鬼退治。桃太郎っ
て…え、そうなの？大きくなあれ。一寸法師が
やばすぎる！「浦島太郎」や「鶴の恩返し」と
いった皆さんご存知の《日本昔ばなし》を、
密室やアリバイといったミステリーをテーマ
に読み解くまったく新しいミステリー！読め
ば必ず誰かに話したくなる、驚きの連続！

青柳　碧人／著　双葉社 岩谷　圭介／著　キノブックス

　「びっくりして、おもしろい！」人間の
話。ウンチ、おしっこのはなしから、遺伝
子やAIなどの最先端の科学まで、何と
も不思議な体の話がいっぱい。
　おもしろくて、可愛いイラストが満
載！総ルビで、小学１年生から楽しめま
す。

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

『むかしむかしあるところに、
死体がありました。』

『びっくりして、おもしろい！
へんてこりんな人間図鑑』

飛騨警察署からのお知らせ

生活道路の交通事故防止対策
　　　　　　　 　【ゾーン30】
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地域振興課
0577-62-8904

実行委員会事務局
0577-65-2221

神岡図書館
0578-82-1764

飛騨市図書館
0577-73-5600

実行委員会事務局
0578-82-0916

飛騨市美術館
0577-73-3288

飛騨市薬草
公式ホームページを制作

第17回
飛騨神岡ツーデーウオーク

お
知
ら
せ

市の薬草推進に取り組む個人や団体
のインタビュー記事、イベント情報な
どを掲載しています。今後は、10月に
行われる「全国薬草シンポジウム
2019inひだ」や薬草活用の拠点施設
のPR情報、薬草に関するイベント情
報を随時発信していきます。

市では、薬草の取り組みを広く周知
するため、飛騨市薬草ビレッジ構想
推進プロジェクトの公式ホームペー
ジを制作しました。

お
知
ら
せ

■日時　
　８/24（土）～25（日）　雨天決行
　受付　7：00　出発　8：00
■場所　
　流葉温泉Ｍプラザ　第１駐車場
■コース
１日目
　・峠越え夏満喫コース 　　22km
　・数河・里山コース　　　　13km
　・マセド林道コース　　　   ６km
２日目
　・山田川清流コース　　　 20km
　・山田湖周遊コース　　　 14km
　・神秘の森コース 　　　    ６km
■参加費
　市民一般　　　　　800円
　市民中学生以下　　300円
※小学生以下は保護者同伴。参加費
　は１日のみ、２日間参加でも同額

豊かな自然にふれ、爽やかな飛騨を
満喫しましょう！

飛騨市美術館 
彫刻・立体造形教室

お
知
ら
せ

■講師　中垣克久氏、宮江里実氏
■日程
　８/16（金）～18（日）の３日間
■時間　学生の部：10：00～12：00　
　　　　　　　　  13：00～15：00
　　　　一般の部：10：00～12：00　
　　　　　　　　  13：00～17：00
■定員
　20名（応募多数の場合は抽選）
■参加費　1,000円
■場所　古川郷土民芸会館

粘土を用いて人物像を作ります。経
験者はもちろん初心者の方にも分か
りやすく解説します。ぜひご参加く
ださい。

神岡図書館イベント
『図書館でゲーム！』

お
知
ら
せ

■日時　７/27（土）14：00～16：00
■場所　神岡図書館

神岡図書館開催イベント。ゲームを
通じて参加者同士の情報交換・交流
をしましょう！ボードゲーム、カー
ドゲームを行います。中高生から大
人の方のご参加お待ちしています。

図書館イベント『飛騨市
図書館10年のあゆみ』

お
知
ら
せ

■開催期間　8/31（土）まで

飛騨市図書館は 7 月 5 日で開館 10
周年を迎えます。10 年の間に飛騨市
図書館が取り上げられた新聞記事や
イベントポスターなどを掲示いたし
ます。これまでの図書館の思い出を
お楽しみください。

真夏の夜のコンサート
金木博幸と素敵な仲間たち

お
知
ら
せ

■日時　８/４（日）　　　　　
　　　　開場17：30　開演18：00
■場所　飛騨市文化交流センター　
（会場が例年の友雪館から変更になりました）
■チケット　2,000円　全席自由
■チケット取扱所
　飛騨市文化交流センター
　各振興事務所

真夏の夜のコンサートvol.19～金木
博幸と素敵な仲間たち～を開催しま
す。ぜひご来場ください。
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古川町保健センター
0577-73-2948

環境課 0577-73-7482

地域包括ケア課 0577-73-6233

飛騨市プレミアム付商品券 献血にご協力を
お
知
ら
せ

●８月の献血の予定日
▶８/19（月）　9：00-12：30
　ハートピア古川（400ml限定）

●400ｍL献血にご協力ください！
　一人ひとりの血液は、たとえ血液
型が同じでも微妙に違っています。
このため複数の献血者からの血液を
あわせて一人の患者に輸血するほ
ど、副作用（発熱、発疹など）発生の可
能性が高くなります。
　400ｍL献血は200ｍL献血に比べ
て献血量が多いことから、少ない献
血者からの輸血を可能にし、安全性
を向上させる献血方法と言えます。
　日本赤十字社では、献血基準を満
たした方、問診に適した方に輸血時
の安全性を高める400ｍL献血のご
協力をお願いしています。

■購入対象者
①2019年度の住民税（均等割）が課税されていない方
※ただし、住民税課税者と生計同一の配偶者、扶養親族等、並びに生活保護の受
　給者等を除く
②平成28年４月２日以降、令和元年９月30日までに生まれた子（３歳未満児）が
　属する世帯の世帯主
■商品券の額面および販売金額
　額面1000円の商品券４枚、500円の商品券２枚をセット（5,000円分）とし、
　4,000円で販売します。
■購入限度額
　①の該当者（扶養外住民税非課税者）　一人につき2万5千円分（販売額2万円）
　②の該当者（子育て世帯の世帯主）　　2万5千円分×3歳未満児の人数
■手続き方法
　①の該当者には８月に申請書類を発送　
　②の該当者には９月に購入引換券を発送
■商品券使用可能期間　10/１～３/31

0578-86-9222

「自然の力を体感」
～青空教室～参加募集

募

　
　集

■日時　８/18(日 )　9:00～12:00
■対象　保育園児～小学 4年生以下の
　　　　お子さんがいるご家庭
■内容
　収穫体験、採れたて野菜の軽食
■定員　30名※定員になり次第締切
■費用　大人2,500円
　　　　小人500円 (園児無料 )
■特典
　採れたて野菜パックをプレゼント
■申込み　８/２（金）締切
　下記までご連絡いただくか、市HP
の申込書をご利用ください。

古川町畦畑のソヤ畦畑農園の森本さん
の畑で収穫体験！
採れたてのみずみずしい野菜と飛騨コ
ロッケでオリジナルバーガーを作って食
べます。採れたて野菜のおいしさを感じ
たり、珍しい野菜を見たり、親子で自然
の恵に触れてはいかがでしょうか。

ひだ宇宙科学館カミオカラボ
ラボサポーター募集

募

　
　集

■募集対象
　中学生以上（対話促進）
　高校生以上（対話促進＋むすびば）
■活動内容
・対話促進
　ゲームの遊び方や科学解説、飛騨
の紹介など自分の強みに応じて来館
者の対応を行います。
・むすびば
　館内のコミュニケーションスペー
ス「むすびば」で科学などのトーク
を行います。
■応募方法
　専用の応募用紙にご記入いただく
か、カミオカラボHPから登録
フォームでお申込みください。

市では、サイエンスコミュニケーター
と一緒にカミオカラボの来館者に科
学と飛騨の魅力を伝える活動を行う
「ラボサポーター」を募集しています。

お
知
ら
せ

10月に予定されている消費税率引き上げに伴い、国の補助事業として「飛騨市
プレミアム付商品券事業」を実施します。

ごみゼロの日を実施
お
知
ら
せ

５/26（日）に「ごみゼロの日」を実施
しました。古川町で約900kg、神岡町
で約1,800kg のごみを回収すること
ができました。皆様のご協力ありがと
うございました。

農業振興課
0577-73-7466

ひだ宇宙科学館カミオカラボ
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古川町保健センター
0577-73-2948

環境課 0577-73-7482

地域包括ケア課 0577-73-6233

飛騨市プレミアム付商品券 献血にご協力を
お
知
ら
せ

●８月の献血の予定日
▶８/19（月）　9：00-12：30
　ハートピア古川（400ml限定）

●400ｍL献血にご協力ください！
　一人ひとりの血液は、たとえ血液
型が同じでも微妙に違っています。
このため複数の献血者からの血液を
あわせて一人の患者に輸血するほ
ど、副作用（発熱、発疹など）発生の可
能性が高くなります。
　400ｍL献血は200ｍL献血に比べ
て献血量が多いことから、少ない献
血者からの輸血を可能にし、安全性
を向上させる献血方法と言えます。
　日本赤十字社では、献血基準を満
たした方、問診に適した方に輸血時
の安全性を高める400ｍL献血のご
協力をお願いしています。

■購入対象者
①2019年度の住民税（均等割）が課税されていない方
※ただし、住民税課税者と生計同一の配偶者、扶養親族等、並びに生活保護の受
　給者等を除く
②平成28年４月２日以降、令和元年９月30日までに生まれた子（３歳未満児）が
　属する世帯の世帯主
■商品券の額面および販売金額
　額面1000円の商品券４枚、500円の商品券２枚をセット（5,000円分）とし、
　4,000円で販売します。
■購入限度額
　①の該当者（扶養外住民税非課税者）　一人につき2万5千円分（販売額2万円）
　②の該当者（子育て世帯の世帯主）　　2万5千円分×3歳未満児の人数
■手続き方法
　①の該当者には８月に申請書類を発送　
　②の該当者には９月に購入引換券を発送
■商品券使用可能期間　10/１～３/31

0578-86-9222

「自然の力を体感」
～青空教室～参加募集

募

　
　集

■日時　８/18(日 )　9:00～12:00
■対象　保育園児～小学 4年生以下の
　　　　お子さんがいるご家庭
■内容
　収穫体験、採れたて野菜の軽食
■定員　30名※定員になり次第締切
■費用　大人2,500円
　　　　小人500円 (園児無料 )
■特典
　採れたて野菜パックをプレゼント
■申込み　８/２（金）締切
　下記までご連絡いただくか、市HP
の申込書をご利用ください。

古川町畦畑のソヤ畦畑農園の森本さん
の畑で収穫体験！
採れたてのみずみずしい野菜と飛騨コ
ロッケでオリジナルバーガーを作って食
べます。採れたて野菜のおいしさを感じ
たり、珍しい野菜を見たり、親子で自然
の恵に触れてはいかがでしょうか。

ひだ宇宙科学館カミオカラボ
ラボサポーター募集

募

　
　集

■募集対象
　中学生以上（対話促進）
　高校生以上（対話促進＋むすびば）
■活動内容
・対話促進
　ゲームの遊び方や科学解説、飛騨
の紹介など自分の強みに応じて来館
者の対応を行います。
・むすびば
　館内のコミュニケーションスペー
ス「むすびば」で科学などのトーク
を行います。
■応募方法
　専用の応募用紙にご記入いただく
か、カミオカラボHPから登録
フォームでお申込みください。

市では、サイエンスコミュニケーター
と一緒にカミオカラボの来館者に科
学と飛騨の魅力を伝える活動を行う
「ラボサポーター」を募集しています。

お
知
ら
せ

10月に予定されている消費税率引き上げに伴い、国の補助事業として「飛騨市
プレミアム付商品券事業」を実施します。

ごみゼロの日を実施
お
知
ら
せ

５/26（日）に「ごみゼロの日」を実施
しました。古川町で約900kg、神岡町
で約1,800kg のごみを回収すること
ができました。皆様のご協力ありがと
うございました。

農業振興課
0577-73-7466

ひだ宇宙科学館カミオカラボ
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文化振興課
0577-73-7496飛騨市観光協会

0577-74-1192

飛騨地域・地域通訳案内士
養成講座事務局
0577-35-0839

飛騨市美術展　作品募集

■日時
　令和２年４/４（土）、５（日）
　時間未定
■場所　
　４日（土）
　中津川市、多治見市、八百津町、
　郡上市、高山市
　５日（日）
　下呂市、各務原市、関ケ原町、
　大垣市、羽島市、岐阜市
■料金　無料
■募集期間
　８/31（土）必着
■募集人数
　県内22人（書類審査により決定）

■応募資格
　一般の部（どなたでも）
　青年の部（中学生以上20歳未満）

■応募点数１部門につき１人１点
　　　　　（彫刻は１人２点まで）

■出品料　
　１点につき1,000円（青年の部は無料）

■募集作品
　日本画、洋画、彫刻、工芸、書、
　写真の６部門

■作品受付日
　９/８（日）　9：00～14：00

■受付場所　飛騨市美術館
※出品票・公募要項は飛騨市美術館、　
教育委員会、各振興事務所にあります

■作品展示期間
　９/22（日）～10/６（日）

深洞湿原　原生林エリア
■日時　７/14(日)　9:00～13:30
■集合場所　奥飛騨山之村牧場

池ケ原湿原
■日時　７/21(日)　9:00～11:30
■集合場所　池ケ原湿原駐車場

天生県立自然公園
■実施日時　８/4(日)　9:00～12:00
■集合場所　天生峠駐車場

※いずれも小雨決行
■申込み方法
　北ひだの森を歩こうHPより申込書
をダウンロードの上、お申込みくださ
い。
　 http://hidamoriaruki.com/

0577-73-6820

050-5357-0352（平日9:00～17:00）
https://entry-2020relay-gifu.jp/

■応募締切　８/31（土）（必着）
　所定の応募用紙もしくはハガキで
お申し込みください。
※応募用紙は、各振興事務所、公民
館、図書館などにあります
■ 作品　自作、未発表、二首以内
■記載内容
表面に郵便番号、住所、氏名、年齢、電
話番号。裏面に部門（短歌）、作品（作
品面に氏名を入れないこと）を記入。
■投稿料　500円　
■選者　　小塩　卓哉

飛騨市文化協会では、第15回飛騨
市短歌大会の短歌作品を募集してい
ます。

環境保全ボランティア
の募集

募

　
　集

第16回飛騨市美術展の作品を募集し
ます。青年の部では下限が中学生か
らに変更になりました。

募

　
　集

■研修期間　９/14（土）～11/24（日）
■効果測定（口述試験）　12/１（日）
■応募締切　８/18（日）
■申込方法
　HPからお申込みください。

https://amarys-jtb.jp/hidaar
ea_licensedguide19/

私たちの宝ものであるすばらしい自然
景観と豊かな生態系を守りながら、訪
れた方に気持ちよく自然とふれあって
いただくため、環境保全のボランティ
アを募集します。

飛騨地域で、地域通訳案内士として通
訳案内活動を行うことができる飛騨
地域・地域通訳案内士の養成講座を
開催します。

地域通訳案内士養成講座
（中国語）受講生募集

東京 2020 オリンピック聖火
リレーの聖火ランナーを公募

募

　
　集

第 15 回飛騨市短歌大会
作品募集

募

　
　集

東京2020オリンピック聖火リレー岐阜
県実行委員会では、2020年４月に県内
で実施するオリンピック聖火リレーのラ
ンナーを募集します。

飛騨市文化協会事務局
0577-73-6820

■応募締切　７/31（水）（必着）
　所定の応募用紙もしくはハガキで
お申し込みください。
※応募用紙は、各振興事務所、公民
館、図書館などにあります
■ 作品　自作、未発表、二句以内
■記載内容
表面に郵便番号、住所、氏名、年齢、電
話番号。裏面に部門（俳句）、作品（作
品面に氏名を入れないこと）を記入。
■投稿料　500円　
■選者　　西岡　翠

飛騨市文化協会では、第11回飛騨
市俳句大会の俳句作品を募集して
います。

第 11回飛騨市俳句大会
作品募集

募

　
　集

飛騨市文化協会事務局

岐阜聖火ランナー公募
受付事務局

募

　
　集



場
版らわか

広の報情

９ 2019年７月号

地域振興課
0577-62-8904

実行委員会事務局
0577-65-2221

神岡図書館
0578-82-1764

飛騨市図書館
0577-73-5600

実行委員会事務局
0578-82-0916

飛騨市美術館
0577-73-3288

飛騨市薬草
公式ホームページを制作

第17回
飛騨神岡ツーデーウオーク

お
知
ら
せ

市の薬草推進に取り組む個人や団体
のインタビュー記事、イベント情報な
どを掲載しています。今後は、10月に
行われる「全国薬草シンポジウム
2019inひだ」や薬草活用の拠点施設
のPR情報、薬草に関するイベント情
報を随時発信していきます。

市では、薬草の取り組みを広く周知
するため、飛騨市薬草ビレッジ構想
推進プロジェクトの公式ホームペー
ジを制作しました。

お
知
ら
せ

■日時　
　８/24（土）～25（日）　雨天決行
　受付　7：00　出発　8：00
■場所　
　流葉温泉Ｍプラザ　第１駐車場
■コース
１日目
　・峠越え夏満喫コース 　　22km
　・数河・里山コース　　　　13km
　・マセド林道コース　　　   ６km
２日目
　・山田川清流コース　　　 20km
　・山田湖周遊コース　　　 14km
　・神秘の森コース 　　　    ６km
■参加費
　市民一般　　　　　800円
　市民中学生以下　　300円
※小学生以下は保護者同伴。参加費
　は１日のみ、２日間参加でも同額

豊かな自然にふれ、爽やかな飛騨を
満喫しましょう！

飛騨市美術館 
彫刻・立体造形教室

お
知
ら
せ

■講師　中垣克久氏、宮江里実氏
■日程
　８/16（金）～18（日）の３日間
■時間　学生の部：10：00～12：00　
　　　　　　　　  13：00～15：00
　　　　一般の部：10：00～12：00　
　　　　　　　　  13：00～17：00
■定員
　20名（応募多数の場合は抽選）
■参加費　1,000円
■場所　古川郷土民芸会館

粘土を用いて人物像を作ります。経
験者はもちろん初心者の方にも分か
りやすく解説します。ぜひご参加く
ださい。

神岡図書館イベント
『図書館でゲーム！』

お
知
ら
せ

■日時　７/27（土）14：00～16：00
■場所　神岡図書館

神岡図書館開催イベント。ゲームを
通じて参加者同士の情報交換・交流
をしましょう！ボードゲーム、カー
ドゲームを行います。中高生から大
人の方のご参加お待ちしています。

図書館イベント『飛騨市
図書館10年のあゆみ』

お
知
ら
せ

■開催期間　8/31（土）まで

飛騨市図書館は 7 月 5 日で開館 10
周年を迎えます。10 年の間に飛騨市
図書館が取り上げられた新聞記事や
イベントポスターなどを掲示いたし
ます。これまでの図書館の思い出を
お楽しみください。

真夏の夜のコンサート
金木博幸と素敵な仲間たち

お
知
ら
せ

■日時　８/４（日）　　　　　
　　　　開場17：30　開演18：00
■場所　飛騨市文化交流センター　
（会場が例年の友雪館から変更になりました）
■チケット　2,000円　全席自由
■チケット取扱所
　飛騨市文化交流センター
　各振興事務所

真夏の夜のコンサートvol.19～金木
博幸と素敵な仲間たち～を開催しま
す。ぜひご来場ください。

試験区分 採用予定人員 受付期間 第１次試験 第２次試験 最終合格日 採用予定日

ＡⅡ（大卒男性） 10人程度

ＡⅡ（大卒女性） ５人程度

Ｂ（大卒以外男性） 50人程度

Ｂ（大卒以外女性） 10人程度

　令和２年
　４月１日（水）

10月中旬
から

11月中旬
12月中旬

　９月22日(日)
　・岐阜会場

　９月22日(日)
　・岐阜会場
　・多治見会場
　・高山会場

８月13日(火)
まで

募

　
　集

わか
場
版ら
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■年齢・学歴　
　ＡⅡ男女：昭和59年４月２日以降に生まれ、大学（短大を除く）を卒業（見込みを含む）した方
　Ｂ　男女：昭和59年４月２日から平成14年４月１日までに生まれ、大学を卒業以外の方
■採用試験申込書は、飛騨警察署または神岡警部交番で配布します。
　（岐阜県公式ホームページからダウンロードした「申込書」の使用も可能です）
■採用試験申込書は、受付期間中に申込書を岐阜県警察本部まで持参
　（平日8：30～17：15までの間）または郵送（郵便追跡が可能な特定記録または簡易書留）で受け付けています。

◆採用説明会
募集種目：航空学生、一般曹候補生、自衛官候補生
■日時
　７月～９月の平日　10：00～16：00　
　※時間内であればいつでも説明可能です
■場所
　自衛隊高山出張所
■説明内容
　自衛隊制度、採用試験およびイベントに関すること

◆その他の採用説明会スケジュール
■防衛医科大学校
　（医学科・自衛官候補看護学生）　９月　
■防衛大学校学生　9月

■陸上自衛隊高等工科学校生徒　11月～12月　

　説明会は個別に実施しますので、都合の良い時間に
お越しください。なお、平日予約は不要（休日要予約）
ですが、事前にご連絡をお願いします。

自衛隊岐阜地方協力本部　高山出張所
0577-32-3028

飛騨警察署（警務課） 0577-73-0110（内線211）

令和２年４月１日採用予定の警察官を募集します。

岐阜県警察官ＡⅡ・Ｂ採用試験

自衛隊高山出張所では、陸海空自衛官等募集の採用説明会を行います。

陸海空自衛官等の募集および採用説会の開催
募

　
　集

■試験区分・採用予定人員・採用試験等日程（予定）

◆自衛官等採用案内

募集種目 資格 受付期間 １次試験日

航空学生

海：高卒者（見込含）
　　18歳以上
　　２３歳未満

空：高卒者（見込含）
　　18歳以上
　　２１歳未満

９月６日（金）
まで 9月16日（月）

一般曹候補生 18歳以上
33歳未満

９月６日（金）
まで

９月２０日（金）～
　  ２２日（日）
※いずれか１日

自衛官候補生 １８歳以上
３３歳未満

年間通じて行っ
ています

受付時にお知ら
せします



相談名 要予約 実施日 時間 場所 問い合わせ

消費生活相談 ○ 毎月第一水曜日 10:00～15:00 飛騨市役所 ☎0577-73-7461　総務課　

行政書士相談 ○ 8/14(水) 13:00～16:00 神岡振興事務所 ☎058-263-6580　岐阜県行政書士会　

若者対象就労相談 ○ 毎週水曜日 13:00～16:00 古川町公民館 ☎058-216-0125　県若者サポートステーション

7/29(月)、30(火)
8/8(木)、9(木) 10:00～17:00 古川町商工会 ☎0577-73-2624　古川町商工会

8/21(水) 13:00～17:00 神岡商工会議所 ☎0577-62-8901　商工課

ハローワーク出張相談 － 8/14(水) 11:00～15:00 古川町公民館 ☎0577-32-1144　ハローワーク高山

就職面談会 － 8/14(水) 13:00～15:00 古川町公民館 ☎0577-62-8901　商工課

7/10(水) 13:00～15:00 ハートピア古川 ☎0577-73-0160　憩いの家

7/24(水) 13:30～15:00 ハートピア古川 ☎0577-33-1111　飛騨保健所

暮らしの相談 － 平日 8:30～17:15 ハートピア古川 ☎070-2237-7730　地域包括ケア課

もの忘れ相談 － 8/8(木) 9:30～11:30 神岡町公民館 ☎0578-82-1456　地域包括支援センター神岡窓口

もの忘れ相談とホッとするカフェ － 8/22(木) 9:00～12:00 望ほーむ古川町金森町 ☎0577-73-6233　地域包括支援センター

まちなか地域包括支援センター
「まめなかな」 － 8/22(木) 9:30～11:30 牛丸石油本社事務所神岡町船津928-1 ☎0578-82-1456　地域包括支援センター神岡窓口

8/7(水) 13:30～15:30 ハートピア古川

7/20(土)、8/20(火） 13:00～15:00 神岡町ふれあいセンター
－障がいのある方のパソコン相談 ☎0577-34-1316　福祉メディアステーション

　　　　　　　　　飛騨ブランチ

ビジネスサポート相談

こころの相談

相談コーナー

○

○

場
版らわか
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　皆さんは上記の標識を知っていま
すか？
　この標識は「ゾーン30」というエリ
ア規制を表しており、歩行者や自転
車の安全確保を優先するため、ゾー
ン30の区域内の道路は全て最高速
度時速30キロと定められています。
　飛騨警察署管内では、主に日常生
活に利用され学校がある古川小学校
付近が指定されています。
　法定速度を守り、歩行者・自転車
に十分注意して走行してください。

飛騨警察署 0577-73-0110

一般向けのオススメ 児童向けのオススメ

図 書 館 に お い で よ 新着図書ピックアップ

　昔ばなしなのに新しい！鬼退治。桃太郎っ
て…え、そうなの？大きくなあれ。一寸法師が
やばすぎる！「浦島太郎」や「鶴の恩返し」と
いった皆さんご存知の《日本昔ばなし》を、
密室やアリバイといったミステリーをテーマ
に読み解くまったく新しいミステリー！読め
ば必ず誰かに話したくなる、驚きの連続！

青柳　碧人／著　双葉社 岩谷　圭介／著　キノブックス

　「びっくりして、おもしろい！」人間の
話。ウンチ、おしっこのはなしから、遺伝
子やAIなどの最先端の科学まで、何と
も不思議な体の話がいっぱい。
　おもしろくて、可愛いイラストが満
載！総ルビで、小学１年生から楽しめま
す。

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

『むかしむかしあるところに、
死体がありました。』

『びっくりして、おもしろい！
へんてこりんな人間図鑑』

飛騨警察署からのお知らせ

生活道路の交通事故防止対策
　　　　　　　 　【ゾーン30】


