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新型コロナウイルスは、ひとりひとりの感染を完全に防止することは不可能であるとされる一方、感染の拡大スピー
ドを抑制することは可能であり、感染者の有無に関わらず、感染を拡散しない取り組みが求められています。市民の
皆さまにおかれては、日常的な感染予防対策に努めていただくようお願いします。

古川町保健センター

厚生労働省HP 飛騨市HP

新型コロナウイルス感染症対策へのご協力のお願い（３月９日時点版）

新型コロナウイルス感染症とは？

ウイルス性の風邪の一種です。発熱やのどの痛み、咳が長引く（1週間前後）ことが多く、強いだるさを訴える方
が多いことが特徴です。
新型コロナウイルスは、飛沫感染と接触感染により感染するといわれています。

ひとりひとりができる対策は？

イベントや行事等開催者・参加者の方へ

●手洗い
　外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などにこまめに、石けんによる手洗いやアルコール手指消毒をしましょ
　う。
●部屋の湿度（50～60％）に注意し、のどを乾燥から守りましょう。
●栄養と休息を十分にとって、抵抗力をつけましょう。
●咳などの症状がある方は、咳やくしゃみを手で押さえると、その手で触ったものにウイルスが付着し、ドアノブなど
　を介して他の方に病気をうつす可能性がありますので、咳エチケットを行ってください。

●屋内での不特定多数が集まるイベントや、高齢者や子どもが多く集まる行事については、延期・中止を検討いただ
　きますようお願いします。
※不特定多数とは、主催者において参加者の事前把握ができず、予防対策等の周知ができないような方が 多くいる場合をいいます
●イベントに参加される方で、風邪のような症状がある場合は参加を控えていただくようお願いいたします。特に高
　齢の方や基礎疾患（糖尿病、心疾患、呼吸器疾患等）をお持ちの方は、できる限り参加をお控えください。

重症化すると肺炎となり、死亡例も確認されています。
特にご高齢の方や基礎疾患（糖尿病、心疾患、呼吸器疾患等）のある方は重症化しやすい可能性があると言われ
ています。

飛沫感染

接触感染

感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つばなど）と一緒にウイルスが放出され、他の方が
そのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染します。

感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスがつき
ます。他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ると粘膜から感染します。

●全部の症状が見られるときは、外出を控えて下さい。
●持病がある方、ご高齢の方は、人混みの多い場所を避けるなど、より一層注意してください。

　新型コロナウイルスに関する最新情報は、『厚生労働省ホームページ』にてご
覧いただけます。
　また、新型コロナウイルスに関する市からのお知らせは、市公式ホームページ
をご覧ください。
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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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0577-73-7461

0577-73-3742

飛驒市長選挙および飛驒市議会議員選挙結果

飛驒市長選挙および飛驒市議会議員選挙は、２月９日の立候補受付において、飛驒市長選挙は立候補者数が１名、飛
驒市議会議員選挙は立候補者数が定数14人に対し13人であり定数を超えないことから、公職選挙法第100条第４項の
規定により、ともに無投票となりました。
　2月17日には、菱村文夫選挙管理委員会委員長から当選証書が付与されました。

身体障害者手帳などをお持ちの方で基準に該当する方には、「軽自動車税（種別割）」の減免制度があります。現
在、令和２年度の申請を受付ていますので、減免を希望される方は、次のとおり手続きをしてください。
※「軽自動車税」は、令和２年度から「軽自動車税（種別割）」に名称が変更になります

飛驒市長選挙 飛驒市議会議員選挙
氏　名 所属党派 現・元・新の別 氏　名 所属党派 現・元・新の別

都竹　淳也 無所属 現職 前　川　文　博
住　田　清　美
澤　　　史　郎
葛　谷　寛　德
井　端　浩　二
谷　口　敬　信
上ケ吹　豊　孝
小笠原　美保子
高　原　邦　子
野　村　勝　憲
籠　山　恵美子
水　上　雅　廣
德　島　純　次

無所属
無所属
無所属

自由民主党
無所属
無所属
無所属

幸福実現党
無所属
無所属

日本共産党
無所属
無所属

現 職
現 職
現 職
現 職
現 職
新人
新人
新人
現 職
現 職
元 職
新人
現 職飛驒市選挙管理委員会

税務課

軽自動車税（種別割）の減免手続きを受け付けています

■減免対象となる軽自動車
①身体障害者手帳等をお持ちで、一定の要件に該当する方が所有（使用）する軽自動車等
②主に身体障がい者等が利用するための構造となっている軽自動車等
■新たに減免を希望される方
　減免の対象になるかは、障がいの区分等で異なりますので、税務課または各振興事務所まで
　お問合せください。（持ち物：車検証の写し、身体障害者手帳、運転免許証、印鑑）
■平成31年度に減免を受けた方
　３月中旬に関係書類を送付しますので、記入・押印の上、税務課または各振興事務所へ提出ください。
※減免申請の締切は、４月23日（木）です。なお減免は、普通自動車を含めて１人１台です

（※立候補届出順　敬称略）（敬称略）
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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

9月に2回、3月に１回
開催予定です

詳しくは広報等で
お知らせします

3月は自殺対策強化月間です

　市では、令和２年度こころの相談窓口を次のように設けます。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。なお、下記日程以外でもご相談いただけますので、古川町保健センターまでご相談ください。

こころの健康相談カレンダー（令和２年度版）

2019年の全国の自殺者は2万人を初めて下回りました。しかし、10代から30代では、自殺が死因順位の１位で深刻
な状況になっています。全国的に３月は最も自殺者が多いことから「自殺対策強化月間」と定められています。強化
月間にあたり、自殺を身近な問題として受け止め、一人ひとりが自殺対策の主役となって支えあう社会づくりをすす
めましょう。

古川町保健センター

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

時間

場所

予約先

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

10日㈮

11日㈪

10日㈬

10日㈮

11日㈫

10日㈭

９日㈮

10日㈫

10日㈭

８日㈮

10日㈬

10日㈬

22日㈬　神岡保健センター

20日㈬　ハートピア古川

17日㈬　講演会（河合町公民館）

29日㈬　ハートピア古川

26日㈬　神岡町保健センター

21日㈬　宮川町保健センター

18日㈬　神岡町保健センター

16日㈬　ハートピア古川

・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

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）

ハートピア古川 下記をご覧ください 高山市保健センター2階

0577-73-2948
古川町保健センター

0577-33-1111（内線312）
飛騨保健所

0577-33-1111（内線312）
飛騨保健所
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平成31年４月から運休していた『ふる
かわ循環乗合タクシー』は、令和２年
３月31日をもって運行廃止となりま
す。なお、『通院支援タクシー助成
券』については、引き続き実施します
のでご利用ください。

※古川町内を運行する太江線、畦畑線、
桃源郷線については、変更はありませ
ん

ふるかわ循環乗合タクシー
が運行廃止となります

お
知
ら
せ

市では、所得額等を基に利用者負担
額を算定している各種事業（一時的
保育など）において、その差の解消を
目的に、一部の事業について婚姻歴
のない未婚のひとり親についても寡
婦（夫）控除が適用されるものとみな
して利用者負担額等の算定を行うこ
とにより、ひとり親世帯の公平性を確
保します。

　所得税法および地方税法に規定され
ている「寡婦（夫）控除」は、配偶者と離別
または死別した方が対象となっており、
婚姻歴のない未婚のひとり親について
は対象外となっています。

　対象とならない場合がありますので、
詳しくは下記までお問い合わせくださ
い。

寡婦（夫）控除等のみなし
適用

お
知
ら
せ

ケガなどで柔道整復師（整骨院・接
骨院）の施術を受けるときは、国保や
職場の健康保険などの医療保険が使
えない場合がありますのでご注意く
ださい。

〇保険が適用されるもの
・外傷性の打撲・ねんざ
・挫傷（肉離れなど）
・骨折・脱臼の応急処置

×保険が適用されないもの
・単純な疲労や肩こり・腰痛など
・神経痛・リウマチ・慢性関節炎など
・脳疾患後遺症などの慢性病
・仕事や通勤時の負傷（労災保険の対象）

※施術を受けてもなかなか症状が改善
しないときは、医師の診断を受けるよう
にしてください

柔道整復師の施術を受け
られる方へ

お
知
ら
せ

市営バス『ひだまる』では、令和２年
４月１日から濃飛バスの販売する回
数券をご利用いただけるようになり
ます。お得に！便利に！『ひだまる』を
ご利用いただけますので、ぜひご利
用ください。

■回数券の種類と金額
①一般回数券
　100円券の12枚綴り　1,000円
②学生回数券
　100円券の13枚綴り　1,000円
　（大学生以下の学生の方々を
　対象とします）

■販売場所
　・濃飛バス古川トラベルサロン
　・濃飛バス神岡トラベルサロン
　・河合振興事務所
　・宮川振興事務所

飛騨市営バス『ひだまる』
の回数券を導入します

休日窓口の開設および窓口延長を実施します

場
版ドイワ
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市民保健課（本庁） 0577-73-7464

お
知
ら
せ

総務課
0577-73-7461

子育て応援課
0577-73-2458

市民保健課（本庁）
0577-73-7464

総務課
0577-73-7461

年度始めは人事異動、就職、入学等により多くの方が住所変更等をされる時
期です。市民保健課では、市民の皆さまの便宜と平日の待ち時間の緩和を図
るため、下記のとおり、窓口を開設いたします。

■日時　３月29日(日)・４月４日（土）　9:00～16:00
■開設場所
　市役所　市民保健課窓口　※各振興事務所は開設しません
■取扱事務
　・住民票の転入・転出・転居届　・住民票の交付
　・印鑑登録と証明書交付　　　・戸籍関係証明書の交付
　・戸籍関係届（後日改めて来庁していただく場合もあります）
　・マイナンバーカードの交付
　※税関係の証明、パスポートの申請・交付、国民健康保険・国民年金の取得・喪失
　　手続きはできません
■その他　
　市役所市民保健課のみ、３月30日（月）から４月３日（金）の間は、18:15まで窓口
を延長します。また、毎週月曜日は、18:15まで、窓口延長をしています。（各振興事
務所は電話予約制）
※取扱事務は上記と同様です
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全国健康保険協会（協会けんぽ）岐
阜支部に加入の皆さまへ
　令和２年度の健康保険料率・介護保
険料率が次のとおり変更となります。

詳しくは全国健康保険協会（協会けん
ぽ）ホームページにてご確認ください。

協会けんぽの保険料率が
変更となります

お
知
ら
せ

「都市再生整備計画事業」は、地域
の特性を生かした個性あふれるまち
づくりを実施し、地域住民の生活の
質の向上と地域経済・社会の活性化
を図るための事業です。

　市では、神岡町市街地を中心に平
成27年度からこの事業を活用し、広
場、駐車場、消雪設備の整備等様々
な事業に取り組んできました。
　本年度は計画期間の最終年度に
あたり、計画当初に設定した目標値
の達成状況や整備効果を検証する

「事後評価書」を作成し次の方法によ
り公表します。

■公表日　４月１日(水) 
■公表場所
　・市公式ホームページ
　・市役所 都市整備課窓口
　・神岡振興事務所 建設農林課窓口

都市再生整備計画事業
事後評価書の公表

第11回特別弔慰金（戦没者の遺族に対する特別弔慰金）
の請求を受け付けます

総務省の補助金を受け神岡消防署の高規格救急車が
更新されました

地域包括ケア課 0577-73-6233

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

全国健康保険協会岐阜支部
058-255-5155

都市整備課
0577-73-0153

飛騨市消防本部　神岡消防署
0578-82-1119

神岡振興事務所　建設農林課
0578-82-2254

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、「戦没者等の遺族に対する特別弔
慰金支給法」に基づき支給されるものです。戦後70周年にあたる平成27年
の法改正において、国として改めてご遺族に弔慰の意を表すため、５年ごとに
戦没者のご遺族に特別弔慰金（記名国債）が支給されます。

■支給対象者
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和２年４月１日（基準日）において、「恩給法に
よる公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方
（戦没者等の妻や父母等）がいない場合に、下記の順番による先順位のご遺族お一
人に支給されます。
　１.戦傷病者戦没遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
　２.戦没者等の子
　３.戦没者等の①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹
　※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしている　
　　かどうかにより、順番が入れ替わります
　４.上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族
　※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有していた方に限りま
　　す
■支給内容　額面25万円、５年償還の記名国債
■請求受付期間　令和２年４月１日～令和５年３月31日
■請求受付窓口
　地域包括ケア課（ハートピア古川）、各振興事務所担当窓口
■必要書類
　請求にあたっては特別弔慰金請求書のほか、「基準日現在の請求者の戸籍抄本」
等の必要な書類がありますが、請求される方の状況により、提出していただく書類
が異なりますので、お電話または来庁によりお問合せください。

令和２年３月分（４月納付分）から
●健康保険料率
　　　　9.92％（0.06％引上げ）
●介護保険料率
　　　　1.79％（0.06％引上げ）

市消防本部神岡消防署では、令和２年１月23日から緊急消防援助隊設備整
備費補助金を活用して導入した新しい高規格救急車が運用開始となりまし
た。

　更新された救急車は、これまでの車両より車内が広くなり、救命処置がしやすく
なります。また、車内へのサイレン音の反響も小さくなり、傷病者への負担が少な
くなります。この救急車の更新によって、さらなる救急体制の充実を図り、住民の安
全安心の確保に努めます。
　また、この救急車は、緊急消防援助隊
に登録しており、全国で大規模な災害が
発生した際には、出動要請に基づき被災
地へ出動する場合もあります。

13 2020年３月号

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

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

飛騨警察署からのお知らせ

自分の運転に不安を感じ始めたら
加齢に伴い身体機能が低下して「重
大事故を起こしてしまったら…。」な
どと不安を感じられている方もいらっ
しゃるのではないでしょうか。そのよ
うな不安を感じている方は、以下のこ
とを実践していただきたいと思いま
す。
■安全運転サポート車などを利用しま
しょう。ペダル踏み間違い時加速抑制装
置は踏み間違い事故防止に効果があり
ます。
■視覚機能の低下に注意しましょう。単
純に視力が良くても動体視力は加齢に
より低下します。
■専門医の診察を受けましょう。自覚症
状がない場合でも、周囲の意見を聞き
専門医の診察を受けましょう。
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ＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」。本木
雅弘が演じることで話題の斎藤道三
は、長谷川博己演じる主人公明智光秀
の主君であり美濃の国主となった人物。
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相談コーナー
相談名・相談内容 要予約 実施日 時間 場所 問い合わせ
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☎058-263-6580　〇

〇

〇
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（就労・家計・ひきこもりなど暮らしに関する相談） － 平日 8:30～17:15 ハートピア古川 地域包括ケア課

☎070-2237-7730　

  もの忘れ相談
（もの忘れ、認知症の相談） － 4/9(木) 9:30～11:30 神岡町公民館 地域包括支援センター神岡窓口

☎0578-82-1456　

もの忘れ相談とホッとするカフェ
(もの忘れ、認知症の相談)

－ 4/16(木) 9:00～12:00
望ほーむ
古川町金森町（踏切横）

地域包括支援センター
☎0577-73-6233　

4/9(木)、10(金)、
21(火)、22(水)

『大人のカタチを語ろう。』 『斎藤道三』（コミックス版日本の歴史）

伊集院静／著　集英社 萩原玲人／漫画　ポプラ社
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お
知
ら
せ

神岡図書館
0578-82-1764

神岡図書館 
飛騨の歴史講座（第３回）

お
知
ら
せ

文化振興課
0577-73-7496

飛騨市美術館
0577-73-3288

市民に守られてきた土器・石器展

平成22～30年度までに飛騨市遺跡詳細分布調査を実施したところ、調査にあ
たり、多くの市民の方から採集された土器・石器を寄贈していただきました。古
川郷土民芸会館では、寄贈された勾玉（ヒスイ製）、縄文土器、古代の屋根瓦な
どの土器・石器の展示を行っています。ぜひご覧ください。

■開催期間
　４月18日（土）～５月31日（日）
■場所
　古川郷土民芸会館
■休館日
　月曜日（祝日の場合、翌平日）
■入館料　無料

過去に火災がよく起こった町、船津
町。今回は昭和４年の船津大火に焦
点を当て、大火の様子とその原因に
ついて考えます。（申込不要・参加無
料）

■第３回テーマ
　「船津大火と古川大火」
■日時
　３月28日（土）　
　13：30～15：00
■会場
 　神岡公民館
■講師
 　本永義弘氏
　（市教育委員会歴史文化調査室）

お
知
ら
せ

県文化財保護センター
058-237-8550

観光課
0577-73-7463

岐阜県古代・中世寺院跡
総合調査にご協力ください

県では、安土桃山時代以前の寺院跡
を確認するため、寺院の歴史や文化
財等を把握する総合調査を平成30年
度から実施しています。

　下記の期間において、現地で建物跡
などを調べ、測量調査等を行いますの
で、ご理解ご協力の程よろしくお願いし
ます。

■期間
　４月中旬から６月中旬（予定）
■場所
　市内の寺院およびその周辺

お
知
ら
せ

飛騨古川まつり会館が
リニューアルオープンします

飛騨古川まつり会館が４月11日（土）
にリニューアルオープンします。オープ
ン当日の13時から17時までは市民の
方向けに無料開放しますので、生まれ
変わった飛騨古川まつり会館にぜひ
お越しください。
なお下記ホームページにて飛騨古川
まつり会館の情報を随時更新してい
ますのでご覧ください。

飛騨古川まつり会館ホームページ
URL　http://www.okosidaiko.com/

お
知
ら
せ

飛騨から生まれた絵本展

飛騨に縁のある作家の絵本、ワダア
スカ『あのこヘンナコ』、月夜ぼたん
（山本えりこ絵）『神様ポスト』の原
画を紹介します。期間中、絵を見なが
らなぞときに挑戦したり、実際に展示
室に設置された「神様ポスト」に手紙
を出せます。お楽しみに。

■開催期間
　４月18日（土）～６月７日（日）
■場所
　飛騨市美術館
■休館日
　月曜日（祝日の場合、翌平日）
■入館料
　大人200円（高校生以下無料）

月夜ぼたん×ワダアスカによる
トークイベントを開催します。

■日時　
　４月18日（土）　10：30～
■場所
　飛騨市美術館
※事前申込不要、参加無料です

注意事項
イベント等は、状況により中止、変更となる場合がありますので、
ご不明な点は、各問い合わせ先にご連絡ください。



総合政策課
0577-73-6558

募

　集

スポーツ振興課
0577-62-8030

募

　集

農業振興課 0577-73-7466

令和２年国勢調査の調査員を募集します

募

　集

５年に一度、国を挙げての一大プロジェクト。令和２年国勢調査の調査員を募
集します。

　国勢調査は、国内に住むすべての人と世帯を対象として５年ごとに行われる最も大
規模な統計調査です。令和２年は調査開始から100年を迎える節目の年にあたり、
10月１日を基準日として調査が実施されます。
　市内をくまなく調査するためには約150人の調査員が必要となりますので、調査
活動に従事していただける民間の方を広く募集します。調査の開始前には説明会を
開催し、業務について詳しくご説明しますので、未経験の方でも安心してご応募くだ
さい。

市では、土に親しみ花や野菜の栽培を楽しみたいという市民の方に、レクリ
エーション農園をお貸ししています。４月からの利用者を募集しますので、野菜
づくりに興味がある方、春から野菜を育ててみませんか？
ご希望される方は、下記申込先までご連絡ください。

【申込について】
■期限　４月３日（金）
■申込先　飛騨市役所　農業振興課
　　　　　※なお、申込者多数の場合は、後日抽選会を開催します
【施設内容】
■所在地　古川町上町(増島保育園付近)…全28区画
■利用料　年間3,000円／１区画（約50㎡）　
　　　　　※途中契約でも同額です
■諸注意
　・栽培に必要な、農機具・資材・種苗・肥料等は、すべて借主負担となります。
　・販売のための農作物を栽培することはできません。
　・使用期間は４月１日～翌年３月31日までの１年間です。
　・定期的な草刈りなどの管理が可能な方。

森林ウオーキングの
モニターを募集します

飛騨市健康ウオーキングガイド協会で
は、この度『森林ウオーキング』のモニ
ターを募集します。専任のウオーキン
グガイドがつき、毎回、血圧や心拍数
を計測しながら、飛騨の新緑の森歩き
を楽しんでいただきます。

■募集定員　10人程度
■実施期間
　５月中旬頃～７月上旬頃まで

※詳しくは、下記までお問い合わせく
　ださい

お
知
ら
せ

飛騨市観光協会
0577-74-1192

古川の風物詩「瀬戸川の鯉の引越し」
を行います。鯉は11月までの間、市民
や観光客の皆さんに楽しんでいただ
けます。

■実施日　４月５日（日）
■場所
　増島城跡　天神池から瀬戸川

市民農園利用者を募集します

■応募要件
・20歳以上で健康な方
・日中または夕方までに調査活動を行える方
・調査活動で知り得た秘密を守れる方
・警察または選挙運動に直接関係のない方
・暴力団員その他反社会的勢力に該当しない方

■任用期間（予定）
令和2年8月下旬から10月下旬まで
（実働日数はうち2週間程度を想定しています）

■報酬（予定）
　約4～7万円（担当地域によって変動します）

■業務内容（予定）
①調査員説明会への参加（8月下旬）
②担当する地域の確認（9月上旬）
③対象世帯への調査の説明、調査票等の配布
　（9月中旬）
④調査票の回収（10月上旬）
⑤調査書類の整理と提出（10月下旬）

■応募方法
市ホームページの申込フォームより
お申込みください。（下記のQRコードより
アクセスしてください）

瀬戸川の鯉の引越しを
行います
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子育て応援課 0577-73-2458

子育て応援課 0577-73-2458
岐阜県飛騨子ども相談センター 0577-32-0594

募

　集

市では家庭教育の充実を図るため、乳幼児（現在０～２歳児）とその保護者を対象とした乳幼児学級を開催しています。
「子育てについて考える」「親と子のふれあい」「子育ての仲間づくり」を目的に、地域ごとに学級を設け、親と子の育ちを
応援します。ぜひご参加ください。

令和２年度　乳幼児学級生募集

■対象
　市内にお住まいの、平成29年４月２日から令和２年４月１日の期間に生まれ
た乳幼児とその保護者
　※対象となる方には別途案内を送付します
■ 開催日時
　各学級とも５月～翌年３月　毎月１回程度（計10回）9：30から11：30まで
■申込期間
　４月１日（水）から４月20日（月）まで
■年会費
　1,000円（１学級・子ども１人とその保護者につき）

募

　集

県では、さまざまな事情により親元を離れ児童養護施設で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。
その一環として、県内の児童養護施設で生活している子どもたちの中で、夏休み期間中に、家庭の事情等で帰省できない
子どもや帰省先がない子どもが温かい家庭生活を体験できるよう下記の期間中（３日間）受け入れてくださる「ボランティ
ア里親」を募集します。

ボランティア里親を募集しています

■委託期間（里親実施期間）　８月１日（土）～ ３日（月）
■申込方法および申込先
　応募いただける方は「ボランティア里親申込書」を郵送しますので、下記まで
ご連絡ください。
■申込期限　４月20日（月）
■決定通知
　決定した方には、６月30日（火）までに県子ども相談センター
から通知書を発送します。
■その他
　はじめて子どもを受け入れてくださる方には、事前の家庭訪問の
ほか研修（１日程度）を受講いただきます。

○場所：ハートピア古川
★はいはい学級（０～１歳児クラス）
★すくすく学級  （１～２歳児クラス）
★のびのび学級（２～３歳児クラス）

○場所：河合保育園
★サンさいキッズ

（０～３歳児までの合同クラス）

○場所：神岡子育て支援センター
★よちよち学級（０～１歳児クラス）
★にこにこ学級（１～２歳児クラス）
★きらきら学級（２～３歳児クラス）

古川町乳幼児学級 河合町・宮川町乳幼児学級 神岡町乳幼児学級
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どの土器・石器の展示を行っています。ぜひご覧ください。

■開催期間
　４月18日（土）～５月31日（日）
■場所
　古川郷土民芸会館
■休館日
　月曜日（祝日の場合、翌平日）
■入館料　無料

過去に火災がよく起こった町、船津
町。今回は昭和４年の船津大火に焦
点を当て、大火の様子とその原因に
ついて考えます。（申込不要・参加無
料）

■第３回テーマ
　「船津大火と古川大火」
■日時
　３月28日（土）　
　13：30～15：00
■会場
 　神岡公民館
■講師
 　本永義弘氏
　（市教育委員会歴史文化調査室）

お
知
ら
せ

県文化財保護センター
058-237-8550

観光課
0577-73-7463

岐阜県古代・中世寺院跡
総合調査にご協力ください

県では、安土桃山時代以前の寺院跡
を確認するため、寺院の歴史や文化
財等を把握する総合調査を平成30年
度から実施しています。

　下記の期間において、現地で建物跡
などを調べ、測量調査等を行いますの
で、ご理解ご協力の程よろしくお願いし
ます。

■期間
　４月中旬から６月中旬（予定）
■場所
　市内の寺院およびその周辺

お
知
ら
せ

飛騨古川まつり会館が
リニューアルオープンします

飛騨古川まつり会館が４月11日（土）
にリニューアルオープンします。オープ
ン当日の13時から17時までは市民の
方向けに無料開放しますので、生まれ
変わった飛騨古川まつり会館にぜひ
お越しください。
なお下記ホームページにて飛騨古川
まつり会館の情報を随時更新してい
ますのでご覧ください。

飛騨古川まつり会館ホームページ
URL　http://www.okosidaiko.com/

お
知
ら
せ

飛騨から生まれた絵本展

飛騨に縁のある作家の絵本、ワダア
スカ『あのこヘンナコ』、月夜ぼたん
（山本えりこ絵）『神様ポスト』の原
画を紹介します。期間中、絵を見なが
らなぞときに挑戦したり、実際に展示
室に設置された「神様ポスト」に手紙
を出せます。お楽しみに。

■開催期間
　４月18日（土）～６月７日（日）
■場所
　飛騨市美術館
■休館日
　月曜日（祝日の場合、翌平日）
■入館料
　大人200円（高校生以下無料）

月夜ぼたん×ワダアスカによる
トークイベントを開催します。

■日時　
　４月18日（土）　10：30～
■場所
　飛騨市美術館
※事前申込不要、参加無料です

注意事項
イベント等は、状況により中止、変更となる場合がありますので、
ご不明な点は、各問い合わせ先にご連絡ください。 わか

場
版ら
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飛騨警察署　警務課　
0577-73-0110（内線211）

募

　
　集

市営住宅入居者募集

募

　
　集

岐阜県警察官Ａ採用試験のお知らせ

基盤整備部　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

※１ RC 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　３月24 日（火）～３月31日（火）　■入居予定日　５月１日（金）

昭和町団地公募住宅 森茂住宅打保住宅西忍団地山之村団地大和団地2号棟 杉原団地

木造2階建

駐車場使用料、共益費別途

神岡町森茂

木造2階建

地優賃

(世帯用 )２戸

神岡町殿

RC造4階建

2DK 2DK

宮川町打保宮川町西忍

家賃

間取り 1K

構造・規模※1

2LDK3DK

公営

(世帯用 )1戸

特定

(単身用 )1戸 (単身用 )１戸

木造2階建

種類

所在地

特定

共益費別途

神岡町船津

RC造4階建

募集戸数

入居者の所得に応じて決定

神岡町森茂

木造2階建

3LDK

公営

(世帯用 )2 戸

公営

(世帯用 )１戸（単身用・
　世帯用）

諏訪田団地 A棟

RC造5階建

古川町杉崎

1DK・３LDK

特公賃

各1戸

公営

(世帯用 )1戸

宮川町杉原

木造2階建

4DK

令和３年
４月１日

３月11日㈬
から

4月8日㈬

５月10日㈰
岐阜市

６月上旬
から
６月中旬

７月中旬

試験区分・採用予定人員・採用試験等日程

■試験資格
　年齢…昭和60年４月２日以降に生まれた方
　学歴…ＡⅡ：大学を卒業または令和３年３月31日までに卒業見込み

※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
　（岐阜県警察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
　（平日の8：30から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
※詳しくは、下記までお問い合わせいただくか、岐阜県警察公式ホームページ（QRコード）
　をご覧ください

試験区分

ＡⅡ（男性）

ＡⅡ（女性）

40人程度

10人程度

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
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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

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

飛騨警察署からのお知らせ

自分の運転に不安を感じ始めたら
加齢に伴い身体機能が低下して「重
大事故を起こしてしまったら…。」な
どと不安を感じられている方もいらっ
しゃるのではないでしょうか。そのよ
うな不安を感じている方は、以下のこ
とを実践していただきたいと思いま
す。
■安全運転サポート車などを利用しま
しょう。ペダル踏み間違い時加速抑制装
置は踏み間違い事故防止に効果があり
ます。
■視覚機能の低下に注意しましょう。単
純に視力が良くても動体視力は加齢に
より低下します。
■専門医の診察を受けましょう。自覚症
状がない場合でも、周囲の意見を聞き
専門医の診察を受けましょう。
いつまでも安全運転をするために、
少しでも運転に不安を感じたら、安
全運転相談ダイヤル【♯8080】に相
談してください。

“最後の無頼派作家”伊集院静が語
る、厳しくも心強いメッセージ。大人と
して生きてきた人生のなかで、今のまま
じゃダメだと、もっと大人にならなけれ
ばと何度思っただろうか。否応なく迫り
くる人生の岐路を覚悟を持って迎え撃
つために拝読したい。著者のくも膜下
出血からの復帰を切に願います。

ＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」。本木
雅弘が演じることで話題の斎藤道三
は、長谷川博己演じる主人公明智光秀
の主君であり美濃の国主となった人物。
その天才的な軍事力と狡猾な政治力
が、ドラマでどのように表現されるか期
待します。

相談コーナー
相談名・相談内容 要予約 実施日 時間 場所 問い合わせ

  行政書士相談
（相続手続、権利義務関係手続相談など） 4/8（水) 13:00～16:00 神岡振興事務所 岐阜県行政書士会

☎058-263-6580　〇

〇

〇

  若者就労相談
（若者を対象とした就労相談） 毎週水曜日 13:00～16:00 古川町公民館 県若者サポートステーション

☎058-216-0125　

  ビジネスサポート相談
（売上拡大、経営改善など経営上の相談） 10:00～17:00 古川町商工会 古川町商工会

☎0577-73-2624　

ハローワーク出張相談
(職業相談、シルバー人材入会説明) － 4/15(水) 11:00～15:00 古川町公民館 ハローワーク高山

☎0577-32-1144　

  こころの相談室
（精神保健福祉士によるこころの相談） 〇 4/10(金) 13:00～15:00 ハートピア古川 古川町保健センター

☎0577-73-2948

  暮らしの相談
（就労・家計・ひきこもりなど暮らしに関する相談） － 平日 8:30～17:15 ハートピア古川 地域包括ケア課

☎070-2237-7730　

  もの忘れ相談
（もの忘れ、認知症の相談） － 4/9(木) 9:30～11:30 神岡町公民館 地域包括支援センター神岡窓口

☎0578-82-1456　

もの忘れ相談とホッとするカフェ
(もの忘れ、認知症の相談)

－ 4/16(木) 9:00～12:00
望ほーむ
古川町金森町（踏切横）

地域包括支援センター
☎0577-73-6233　

4/9(木)、10(金)、
21(火)、22(水)

『大人のカタチを語ろう。』 『斎藤道三』（コミックス版日本の歴史）

伊集院静／著　集英社 萩原玲人／漫画　ポプラ社

飛騨警察署　警務課　
0577-73-0110（内線211）

募

　
　集

市営住宅入居者募集

募

　
　集

岐阜県警察官Ａ採用試験のお知らせ

基盤整備部　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

※１ RC 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　３月24 日（火）～３月31日（火）　■入居予定日　５月１日（金）

昭和町団地公募住宅 森茂住宅打保住宅西忍団地山之村団地大和団地2号棟 杉原団地

木造2階建

駐車場使用料、共益費別途

神岡町森茂

木造2階建

地優賃

(世帯用 )２戸

神岡町殿

RC造4階建

2DK 2DK

宮川町打保宮川町西忍

家賃

間取り 1K

構造・規模※1

2LDK3DK

公営

(世帯用 )1戸

特定

(単身用 )1戸 (単身用 )１戸

木造2階建

種類

所在地

特定

共益費別途

神岡町船津

RC造4階建

募集戸数

入居者の所得に応じて決定

神岡町森茂

木造2階建

3LDK

公営

(世帯用 )2 戸

公営

(世帯用 )１戸（単身用・
　世帯用）

諏訪田団地 A棟

RC造5階建

古川町杉崎

1DK・３LDK

特公賃

各1戸

公営

(世帯用 )1戸

宮川町杉原

木造2階建

4DK

令和３年
４月１日

３月11日㈬
から

4月8日㈬

５月10日㈰
岐阜市

６月上旬
から
６月中旬

７月中旬

試験区分・採用予定人員・採用試験等日程

■試験資格
　年齢…昭和60年４月２日以降に生まれた方
　学歴…ＡⅡ：大学を卒業または令和３年３月31日までに卒業見込み

※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
　（岐阜県警察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
　（平日の8：30から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
※詳しくは、下記までお問い合わせいただくか、岐阜県警察公式ホームページ（QRコード）
　をご覧ください

試験区分

ＡⅡ（男性）

ＡⅡ（女性）

40人程度

10人程度

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

場
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お
知
ら
せ

全国健康保険協会（協会けんぽ）岐
阜支部に加入の皆さまへ
　令和２年度の健康保険料率・介護保
険料率が次のとおり変更となります。

詳しくは全国健康保険協会（協会けん
ぽ）ホームページにてご確認ください。

協会けんぽの保険料率が
変更となります

お
知
ら
せ

「都市再生整備計画事業」は、地域
の特性を生かした個性あふれるまち
づくりを実施し、地域住民の生活の
質の向上と地域経済・社会の活性化
を図るための事業です。

　市では、神岡町市街地を中心に平
成27年度からこの事業を活用し、広
場、駐車場、消雪設備の整備等様々
な事業に取り組んできました。
　本年度は計画期間の最終年度に
あたり、計画当初に設定した目標値
の達成状況や整備効果を検証する

「事後評価書」を作成し次の方法によ
り公表します。

■公表日　４月１日(水) 
■公表場所
　・市公式ホームページ
　・市役所 都市整備課窓口
　・神岡振興事務所 建設農林課窓口

都市再生整備計画事業
事後評価書の公表

第11回特別弔慰金（戦没者の遺族に対する特別弔慰金）
の請求を受け付けます

総務省の補助金を受け神岡消防署の高規格救急車が
更新されました

地域包括ケア課 0577-73-6233

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

全国健康保険協会岐阜支部
058-255-5155

都市整備課
0577-73-0153

飛騨市消防本部　神岡消防署
0578-82-1119

神岡振興事務所　建設農林課
0578-82-2254

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、「戦没者等の遺族に対する特別弔
慰金支給法」に基づき支給されるものです。戦後70周年にあたる平成27年
の法改正において、国として改めてご遺族に弔慰の意を表すため、５年ごとに
戦没者のご遺族に特別弔慰金（記名国債）が支給されます。

■支給対象者
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和２年４月１日（基準日）において、「恩給法に
よる公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方
（戦没者等の妻や父母等）がいない場合に、下記の順番による先順位のご遺族お一
人に支給されます。
　１.戦傷病者戦没遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
　２.戦没者等の子
　３.戦没者等の①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹
　※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしている　
　　かどうかにより、順番が入れ替わります
　４.上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族
　※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有していた方に限りま
　　す
■支給内容　額面25万円、５年償還の記名国債
■請求受付期間　令和２年４月１日～令和５年３月31日
■請求受付窓口
　地域包括ケア課（ハートピア古川）、各振興事務所担当窓口
■必要書類
　請求にあたっては特別弔慰金請求書のほか、「基準日現在の請求者の戸籍抄本」
等の必要な書類がありますが、請求される方の状況により、提出していただく書類
が異なりますので、お電話または来庁によりお問合せください。

令和２年３月分（４月納付分）から
●健康保険料率
　　　　9.92％（0.06％引上げ）
●介護保険料率
　　　　1.79％（0.06％引上げ）

市消防本部神岡消防署では、令和２年１月23日から緊急消防援助隊設備整
備費補助金を活用して導入した新しい高規格救急車が運用開始となりまし
た。

　更新された救急車は、これまでの車両より車内が広くなり、救命処置がしやすく
なります。また、車内へのサイレン音の反響も小さくなり、傷病者への負担が少な
くなります。この救急車の更新によって、さらなる救急体制の充実を図り、住民の安
全安心の確保に努めます。
　また、この救急車は、緊急消防援助隊
に登録しており、全国で大規模な災害が
発生した際には、出動要請に基づき被災
地へ出動する場合もあります。
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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
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飛騨警察署からのお知らせ

自分の運転に不安を感じ始めたら
加齢に伴い身体機能が低下して「重
大事故を起こしてしまったら…。」な
どと不安を感じられている方もいらっ
しゃるのではないでしょうか。そのよ
うな不安を感じている方は、以下のこ
とを実践していただきたいと思いま
す。
■安全運転サポート車などを利用しま
しょう。ペダル踏み間違い時加速抑制装
置は踏み間違い事故防止に効果があり
ます。
■視覚機能の低下に注意しましょう。単
純に視力が良くても動体視力は加齢に
より低下します。
■専門医の診察を受けましょう。自覚症
状がない場合でも、周囲の意見を聞き
専門医の診察を受けましょう。
いつまでも安全運転をするために、
少しでも運転に不安を感じたら、安
全運転相談ダイヤル【♯8080】に相
談してください。

“最後の無頼派作家”伊集院静が語
る、厳しくも心強いメッセージ。大人と
して生きてきた人生のなかで、今のまま
じゃダメだと、もっと大人にならなけれ
ばと何度思っただろうか。否応なく迫り
くる人生の岐路を覚悟を持って迎え撃
つために拝読したい。著者のくも膜下
出血からの復帰を切に願います。

ＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」。本木
雅弘が演じることで話題の斎藤道三
は、長谷川博己演じる主人公明智光秀
の主君であり美濃の国主となった人物。
その天才的な軍事力と狡猾な政治力
が、ドラマでどのように表現されるか期
待します。

相談コーナー
相談名・相談内容 要予約 実施日 時間 場所 問い合わせ

  行政書士相談
（相続手続、権利義務関係手続相談など） 4/8（水) 13:00～16:00 神岡振興事務所 岐阜県行政書士会

☎058-263-6580　〇

〇

〇

  若者就労相談
（若者を対象とした就労相談） 毎週水曜日 13:00～16:00 古川町公民館 県若者サポートステーション

☎058-216-0125　

  ビジネスサポート相談
（売上拡大、経営改善など経営上の相談） 10:00～17:00 古川町商工会 古川町商工会

☎0577-73-2624　

ハローワーク出張相談
(職業相談、シルバー人材入会説明) － 4/15(水) 11:00～15:00 古川町公民館 ハローワーク高山

☎0577-32-1144　

  こころの相談室
（精神保健福祉士によるこころの相談） 〇 4/10(金) 13:00～15:00 ハートピア古川 古川町保健センター

☎0577-73-2948

  暮らしの相談
（就労・家計・ひきこもりなど暮らしに関する相談） － 平日 8:30～17:15 ハートピア古川 地域包括ケア課

☎070-2237-7730　

  もの忘れ相談
（もの忘れ、認知症の相談） － 4/9(木) 9:30～11:30 神岡町公民館 地域包括支援センター神岡窓口

☎0578-82-1456　

もの忘れ相談とホッとするカフェ
(もの忘れ、認知症の相談)

－ 4/16(木) 9:00～12:00
望ほーむ
古川町金森町（踏切横）

地域包括支援センター
☎0577-73-6233　

4/9(木)、10(金)、
21(火)、22(水)

『大人のカタチを語ろう。』 『斎藤道三』（コミックス版日本の歴史）

伊集院静／著　集英社 萩原玲人／漫画　ポプラ社


