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新型コロナウイルス感染症の影響から、いわゆる「受診控え」をしている人も多く、現実として病状が悪化してしまう方が見
受けられます。病状が悪化する前に、かかりつけ医などに相談して、定期的な受診をしましょう。なお、受診時には指示がある
までマスクを外さないようにしましょう。

■持病の治療やリハビリは継続することが大切です
　自己判断で持病の受診を控えたり、処方薬を中断したりすると、重症化やウイルスに対抗
できない状態になる恐れがあります。またリハビリは可能な範囲で続けることが大切です。

■遅らせないで、子どもの予防接種と健診
　予防接種の標準年齢は、感染症にかかりやすい年齢などをもとに決められています。時期を遅らせると免疫がつくのが遅れ、
重い感染症になるリスクが高まります。お母さんからもらった免疫が減っていく生後２カ月頃から計画的に予防接種を受け始
めることは、赤ちゃんを守るために、とても重要です。
　乳幼児健診は、子どもの健康や成長の状態を定期的に確認する大切な機会です。適切な時期にきちんと受け、育児で分からな
いことがあれば、遠慮せずに医師や保健師、助産師などに相談しましょう。

■症状があるときは、かかりつけ医に電話相談を
　熱やせき、腹痛などは新型コロナウイルス感染症の症状とは限りません。それ以外の病気の可能性もあるため、タイミングを
逃すと最適な治療が受けられなくなる場合があります。病気の早期発見・治療のためにも、まずはかかりつけ医に相談を。
　なお、発熱がある場合には、事前に電話で症状を伝え、受診方法について指示をもらうようにしましょう。

新型コロナウイルス感染症予防対策を講じたうえで『未来を担う青年の新しい人生の門出を祝福する成人式』を開催します。

■開催日　令和３年１月３日（日）
■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：13:30 ～ 14:00　式典：14:00 ～ 15:00
　記念撮影：15:00 ～ 15:30
■お願い
①入場できるのは、新成人と予め申し出された付き添いの方１人です。
②感染拡大防止のためマスクを着用してください。発熱（37.5 度以上）や体調不良の
　症状がある方や会場での検温で発熱が確認された方は入場できません。
③出席される際は、市公式ホームページに掲載の「成人式出席に際しての注意事項」を必ずご一読ください。
※今後の新型コロナウイルス感染症拡大状況等により、やむを得ず中止する可能性があります
※成人式に関する最新情報は、市公式ホームページ（右ＱＲコード）で随時お知らせします

新型コロナウイルスの影響で、歯科医への受診控えが市内で増えています。今回は、飛騨市歯科医師会の古田耕副会
長から市民の皆さんに向けたメッセージを紹介します。
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コロナ禍で必要な受診を控えていませんか？
～過度な受診控えは健康上のリスクを高めます～
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令和３年 飛騨市成人式について（日程・お願いの追加）

古川町保健センター　 0577-73-2948

地域包括ケア課　 0577-73-6233 生涯学習課　 0577-73-7495

歯科医院に行くことをためらう必要はありません ～歯と口腔の健康を守るために～

　新型コロナウイルス感染症を恐れるあまり、必要な
治療や定期的な受診を控えていませんか？
　医療機関では以前から行っている感染防止対策を
さらに強化して対応しております。健康を守りたい一
心で、必要な医療を避けるのでは本末転倒です。
　現在の社会状況の中で、少しの症状で行くのは申し
訳ないと、遠慮して受診を控えていませんか？また治
療を中断して、行きそびれてはいませんか？
　皆さんにもお願いをする問診、検温、マスク着用、手
指消毒等の感染対策は万が一の時の感染拡大の予防
を目的としています。わたくしたちはこれからも前向
きに診療を続けていきます。我慢してもいずれ受診は
必要になります。悪化する前に遠慮なく相談してくだ
さい。
　今回の社会の混乱により、生活リズムや食生活にも
乱れが起きて、お口の健康を損ねるケースも増えてま

いりました。話す機会が減少するなど、活動の低下に
よるお口の機能の低下、口腔衛生状態の悪化も懸念さ
れます。
　健康な生活のために、お口の健康管理は重要となり
ます。定期的な管理を中断することにより、むし歯や
歯周病の悪化、また高齢者ではお口のケアができない
ことで誤嚥性肺炎のリスクが高まってしまうお恐れ
があります。
　歯科医院では皆さんの歯と口腔の健康を守るため
に、今までと同じように歯科医療を提供し、情報を発
信していきたいと考えています。　皆さんも「食べる、
話す、笑う」といった、生活の基本的な機能を維持し、
新しい時代をいきいきと過ごしていきましょう！

　　　　　　飛騨市歯科医師会　副会長　古田　耕

■歯とお口のケアで口腔フレイルを予防しましょう
　自粛生活をきっかけに「会話が減り口を動かさなくなった、歯磨きの回数が減った」など、お口の衰え(口腔フレイル)
が心配されます。些細なお口の衰えは全身の機能低下を招きます。歯磨き、義歯の掃除、歯科受診などを心がけ、お口の
健康を守りましょう。
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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

■環境施設

■市役所・各振興事務所
窓口業務は、12月29日（火）～１月３日（日）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（月）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。

【休診】市民病院・杉原・袖川・山之村診療所
　　　12月29日（火）～１月３日（日） ※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
　　　河合・宮川診療所、こどものこころクリニック
　　　12月29日（火）～１月４日（月）

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

■診療

■温泉・入浴施設

■図書館

飛騨市図書館・神岡図書館
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市では、令和３年４月1日採用の会計年度任用職員を以下のとおり募集します。

【会計年度任用職員とは】
　地方公務員法第 22 条の２第１項第 1 号の規定に基づき、１年度内（４月 1 日から翌年３月 31 日まで）に任用される非常勤
一般職の職員です。地方公務員法上の服務に関する規定が適用され、かつ、懲戒処分等の対象となります。

【募集職種】

※１　勤務年数により、社会保険から岐阜県市町村職員共済組合、雇用保険から岐阜県市町村職員退職手当組合、労災保険また
　　　は非常勤職員公務災害補償保険から地方公務員災害補償基金への移行あり
※２　月額により社会保険に該当しない場合あり

【勤務条件等】
　任期　令和３年４月１日～令和４年３月 31 日まで
※勤務成績が良好、その職種が引き続き必要な場合に限り、次年度公募によらず再度任用される可能性が
　あります。（２回を限度）
※詳細は、飛騨市ホームページ（右 QR コード）をご覧いただくか、総務課人事給与係までお問合せください
【申込方法】
　12 月 15 日（火）から令和 3 年１月 5 日（火）（必着）までに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
しを添えて提出または郵送により応募ください。また、余白に希望する職種の番号および名称を記載ください。
【選考方法】
　書類選考の上、応募人数により面接試験を行います。面接試験は、1 月中旬～下旬を予定（別途案内）しています。
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令和３年度会計年度任用職員の募集について

総務課　 0577-73-7461

職種 勤務する場所 資格要件等 勤務時間等 募集人数

1 外国語通訳 飛騨市役所
英語で
観光案内が
できる方

１名

若干名

若干名

若干名

2 技能労務補助（庁舎等清掃）
※障がい者雇用枠

飛騨市役所
各振興事務所
各施設　他

資格不問

3 一般事務補助（介護認定調査員） ハートピア古川 資格不問

資格不問

4 介護支援専門員 ハートピア古川

・保健師
・看護士
・介護支援
　専門員の
　いずれか

5

6

7

8

9 飛騨市教育研究所次長業務 飛騨市教育委員会
事務局

教員免許、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

10 放課後児童クラブ指導員 古川小学校 資格不問

11

月額163,100円～174,400円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
8時30分～17時15分（月～金）

13 技能労務補助（学校校務員） 古川中学校
神岡小学校 資格不問 若干名

時間額890円～940円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
7時30分～16時15分（月～金）

16  図書館司書 神岡図書館 図書司書 若干名
月額163,100円～174,400円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
8時30分～17時15分または11時15分～20時15分

17 技能労務補助（分別補助業務） 飛騨市
リサイクルセンター

資格不問
※フォークリフト
運転技能講習（必須）

若干名
時間額890円～940円
8時00分～16時45分（月～金）
シフトにより第１、第3日曜日

18 一般事務補助（病院事務） 飛騨市民病院 資格不問 若干名
時間額880円～920円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
8時30分～17時15分（月～金）勤務時間相談可（※２）

19 医療事務 飛騨市民病院 医療事務 若干名

月額163,100円～174,400円
時間額980円～1,040円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
8時30分～17時15分（月～金）
勤務時間相談可（※２）その場合の給料は時間額

21 技能労務補助（病院宿直員業務） 飛騨市民病院 資格不問 若干名
時間額614円（労基法に基づく断続的労働）
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
17時15分～8時30分（月～金）1ヵ月10日程度

22 技能労務補助（病院用務員業務） 飛騨市民病院 普通運転免許 若干名

時間額890円～940円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
7時30分～16時15分（月～金）
7時30分～11時30分（土・日）
一週間交代制

20 看護師 飛騨市民病院 看護師 若干名

月額192,400円～207,500円
時間額1,150円～1,240円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
8時30分～17時15分（週５日）　
シフトによる休日勤務あり
勤務時間相談可（※２）その場合の給料は時間額

15 技能労務補助
（保育園　調理員兼用務員）

旭保育園
宮城保育園 資格不問 若干名

時間額890円～940円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
8時00分～16時30分（月～金）勤務時間相談可（※２）

14 保育士
宮城保育園
河合保育園
宮川保育園
山之村保育園

保育士 若干名
月額172,600円～183,200円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
8時00分～16時30分（月～金）

12
一般事務補助（児童生徒支援員）、
放課後児童クラブ指導員の兼務 古川西小学校 資格不問 若干名

【児童生徒支援員分】時間額880円～920円
【放課後児童クラブ指導員分】
資格なし　時間額880円～920円
放課後児童支援員　資格あり　時間額930円～990円
放課後児童支援員（統括）資格あり 時間額960円～1,020円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
学校指定時間のうち7時間45分（月～金）
市内小学校への異動の可能性あり

医療事務 飛騨市こどもの
こころクリニック

医療事務 １名
月額163,100円～174,400円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
8時30分～17時15分（月～金）

保育士 ことばの教室 保育士 若干名
月額172,600円～183,200円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
8時30分～17時15分（月～金）

一般事務補助（宮川診療所） 宮川診療所他 資格不問 １名
時間額880円～920円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
8時30分～17時15分（月～金）

一般事務補助（児童生徒支援業務） 神岡小学校 資格不問 若干名

時間額880円～920円
社会保険（※２）、雇用保険、労災（または公災）保険
学校指定時間のうち5時間程度（月～金）
学校休校日は勤務なし
市内小学校への異動の可能性あり

１名
時間額1,090円～1,160円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
8時30分～17時15分のうち６時間（月～金）

資格なし　時間額880円～920円
放課後児童支援員資格あり　時間額930円～990円
放課後児童支援員（統括）資格あり　時間額960円～1,020円
社会保険（※２）、雇用保険、労災（または公災）保険
【授業日】14時00分～18時00分
【学校長期休校中】7時30分～18時00分のうち7時間45分
市内小学校への異動の可能性あり

一般事務補助
（地域見守り相談員業務）

ハートピア古川
神岡保健センター

時間額880円～920円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
8時30分～17時15分（月～金）

時間額890円～940円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
8時30分～17時15分（月～金）
勤務時間相談可（※２）

時間額880円～1,100円
社会保険（※２）、雇用保険、労災（または公災）保険
8時30分～16時00分（月～金）
(介護・福祉の有資格者は資格に応じた給料)

若干名

若干名

月額172,600円～222,200円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
8時30分～17時15分（月～金）
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市では、令和３年４月1日採用の会計年度任用職員を以下のとおり募集します。

【会計年度任用職員とは】
　地方公務員法第 22 条の２第１項第 1 号の規定に基づき、１年度内（４月 1 日から翌年３月 31 日まで）に任用される非常勤
一般職の職員です。地方公務員法上の服務に関する規定が適用され、かつ、懲戒処分等の対象となります。

【募集職種】

※１　勤務年数により、社会保険から岐阜県市町村職員共済組合、雇用保険から岐阜県市町村職員退職手当組合、労災保険また
　　　は非常勤職員公務災害補償保険から地方公務員災害補償基金への移行あり
※２　月額により社会保険に該当しない場合あり

【勤務条件等】
　任期　令和３年４月１日～令和４年３月 31 日まで
※勤務成績が良好、その職種が引き続き必要な場合に限り、次年度公募によらず再度任用される可能性が
　あります。（２回を限度）
※詳細は、飛騨市ホームページ（右 QR コード）をご覧いただくか、総務課人事給与係までお問合せください
【申込方法】
　12 月 15 日（火）から令和 3 年１月 5 日（火）（必着）までに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
しを添えて提出または郵送により応募ください。また、余白に希望する職種の番号および名称を記載ください。
【選考方法】
　書類選考の上、応募人数により面接試験を行います。面接試験は、1 月中旬～下旬を予定（別途案内）しています。

場
版ドイワ

広の報情 場
版ドイワ

広の報情

募

　
　集
令和３年度会計年度任用職員の募集について

総務課　 0577-73-7461

職種 勤務する場所 資格要件等 勤務時間等 募集人数

1 外国語通訳 飛騨市役所
英語で
観光案内が
できる方

１名

若干名

若干名

若干名

2 技能労務補助（庁舎等清掃）
※障がい者雇用枠

飛騨市役所
各振興事務所
各施設　他

資格不問

3 一般事務補助（介護認定調査員） ハートピア古川 資格不問

資格不問

4 介護支援専門員 ハートピア古川

・保健師
・看護士
・介護支援
　専門員の
　いずれか

5

6

7

8

9 飛騨市教育研究所次長業務 飛騨市教育委員会
事務局

教員免許、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

10 放課後児童クラブ指導員 古川小学校 資格不問

11

月額163,100円～174,400円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
8時30分～17時15分（月～金）

13 技能労務補助（学校校務員） 古川中学校
神岡小学校 資格不問 若干名

時間額890円～940円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
7時30分～16時15分（月～金）

16  図書館司書 神岡図書館 図書司書 若干名
月額163,100円～174,400円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
8時30分～17時15分または11時15分～20時15分

17 技能労務補助（分別補助業務） 飛騨市
リサイクルセンター

資格不問
※フォークリフト
運転技能講習（必須）

若干名
時間額890円～940円
8時00分～16時45分（月～金）
シフトにより第１、第3日曜日

18 一般事務補助（病院事務） 飛騨市民病院 資格不問 若干名
時間額880円～920円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
8時30分～17時15分（月～金）勤務時間相談可（※２）

19 医療事務 飛騨市民病院 医療事務 若干名

月額163,100円～174,400円
時間額980円～1,040円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
8時30分～17時15分（月～金）
勤務時間相談可（※２）その場合の給料は時間額

21 技能労務補助（病院宿直員業務） 飛騨市民病院 資格不問 若干名
時間額614円（労基法に基づく断続的労働）
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
17時15分～8時30分（月～金）1ヵ月10日程度

22 技能労務補助（病院用務員業務） 飛騨市民病院 普通運転免許 若干名

時間額890円～940円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
7時30分～16時15分（月～金）
7時30分～11時30分（土・日）
一週間交代制

20 看護師 飛騨市民病院 看護師 若干名

月額192,400円～207,500円
時間額1,150円～1,240円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
8時30分～17時15分（週５日）　
シフトによる休日勤務あり
勤務時間相談可（※２）その場合の給料は時間額

15 技能労務補助
（保育園　調理員兼用務員）

旭保育園
宮城保育園 資格不問 若干名

時間額890円～940円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
8時00分～16時30分（月～金）勤務時間相談可（※２）

14 保育士
宮城保育園
河合保育園
宮川保育園
山之村保育園

保育士 若干名
月額172,600円～183,200円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
8時00分～16時30分（月～金）

12
一般事務補助（児童生徒支援員）、
放課後児童クラブ指導員の兼務 古川西小学校 資格不問 若干名

【児童生徒支援員分】時間額880円～920円
【放課後児童クラブ指導員分】
資格なし　時間額880円～920円
放課後児童支援員　資格あり　時間額930円～990円
放課後児童支援員（統括）資格あり 時間額960円～1,020円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
学校指定時間のうち7時間45分（月～金）
市内小学校への異動の可能性あり

医療事務 飛騨市こどもの
こころクリニック

医療事務 １名
月額163,100円～174,400円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
8時30分～17時15分（月～金）

保育士 ことばの教室 保育士 若干名
月額172,600円～183,200円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
8時30分～17時15分（月～金）

一般事務補助（宮川診療所） 宮川診療所他 資格不問 １名
時間額880円～920円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
8時30分～17時15分（月～金）

一般事務補助（児童生徒支援業務） 神岡小学校 資格不問 若干名

時間額880円～920円
社会保険（※２）、雇用保険、労災（または公災）保険
学校指定時間のうち5時間程度（月～金）
学校休校日は勤務なし
市内小学校への異動の可能性あり

１名
時間額1,090円～1,160円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
8時30分～17時15分のうち６時間（月～金）

資格なし　時間額880円～920円
放課後児童支援員資格あり　時間額930円～990円
放課後児童支援員（統括）資格あり　時間額960円～1,020円
社会保険（※２）、雇用保険、労災（または公災）保険
【授業日】14時00分～18時00分
【学校長期休校中】7時30分～18時00分のうち7時間45分
市内小学校への異動の可能性あり

一般事務補助
（地域見守り相談員業務）

ハートピア古川
神岡保健センター

時間額880円～920円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
8時30分～17時15分（月～金）

時間額890円～940円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
8時30分～17時15分（月～金）
勤務時間相談可（※２）

時間額880円～1,100円
社会保険（※２）、雇用保険、労災（または公災）保険
8時30分～16時00分（月～金）
(介護・福祉の有資格者は資格に応じた給料)

若干名

若干名

月額172,600円～222,200円
社会保険、雇用保険、労災（または公災）保険
8時30分～17時15分（月～金）
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※期日前投票に限り、上記のいずれの期日前投票所でも投票できます

場
版ドイワ

広の報情 場
版ドイワ

広の報情

お
知
ら
せ
令和3年1月24日執行予定第20回岐阜県知事選挙のお知らせ

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～

お
知
ら
せ

飛騨市美術館　収蔵品展
何にみえる？何を感じる？　～抽象美術へのいざない～

募

　
　集
市営住宅入居者募集

都市整備課　 （古川・河合・宮川） （神岡）0577-73-0153 0578-82-2254

飛騨市選挙管理委員会　 0577-73-7461

※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カ月分
■申込期間　12月21日(月)～12月28日(月)　 ■入居予定日　令和３年２月１日(月)

公募住宅 森茂住宅打保住宅西忍団地山之村団地 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階建木造2階建

2DK

宮川町打保宮川町西忍

家賃

間取り 1K

構造・規模

2LDK

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

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

昭和町団地

神岡町殿

RC造4階建

2DK

地優賃

(世帯用 )1戸

サン・アルプ旭
B棟

サン・アルプ旭
C棟

サン・アルプ旭
D棟（木造）

３DK

神岡町殿

RC造6階建

公営

(世帯用 )１戸

２DK

神岡町殿

RC造6階建

公営

(世帯用 )２戸

２DK

神岡町殿

公営

(世帯用 )１戸

公営

(世帯用 )２戸

宮川町杉原

木造2階建

4DK

神岡振興事務所（建設農林課基盤係）

【飛騨市役所内の期日前投票場所が変更となります】
飛騨市選挙管理委員会において、第20回岐阜県知事選挙における期日前投票の場所と日時を以下のとおり決定しました。
新型コロナウイルス感染症対策の一環として、飛騨市役所内の期日前投票所の場所が変更となりますのでご注意ください

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。

■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
■凍結防止のしかた
　・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。
■水道修理当番
　年末年始の水道管の破損など緊急の場合は、下記の会社に連絡してください。

抽象表現の面白さを感じていただけるような、1950年代から2010年代までの25点の収蔵品を展示します。特別展示室では、
2019年度に収蔵した作品2点を紹介します。

■開催時間　12 月 19 日（土）～令和３年１月 24 日（日）　９:00～17:00（入館は 16:30 まで）
■場所　飛騨市美術館　　■休館日　月曜日（祝日な場合は翌平日）
■観覧料　一般 200 円、高校生以下無料　※無料開放日：家族ミュージアムの日（第３日曜日）

■催し物（参加費無料、事前申込必要）
【副館長と絵を見て話そう！】　絵を見て、感じたこと、気づいたこと、びっくりしたことなど、一緒にお話しましょう。
■日時　令和 3 年 1 月 17 日（日）　10：00 ～　■場所　飛騨市美術館　■対象　小学生～中学生
【《SuchSuchSuch》をやってみよう！】　作品を見て感じたことを言葉ではなく物に置き換えたり、スケッチしたりして探ります。
■講師　岐阜県美術館　教育普及担当
■日時　令和 3 年 1 月 23 日（土）　10：30 ～　■対象　小学生以上　■定員　10 人　

【岐阜県知事選挙の投票ができる方は、次の要件を満たしている方です】
・飛騨市の選挙人名簿に登録されている方　・平成 15 年 1 月 25 日までに生まれた方（満 18 歳以上）
・令和 2 年 10 月 6 日以前に飛騨市に転入届をした方で、住民票が作成された日から引き続き 3 カ月以上住民基本台帳に記録され、
　飛騨市の選挙人名簿に登録された方

※ただし、飛騨市から岐阜県内の市町村に転出した方で飛騨市の選挙人名簿に登録されている方（転出先の選挙人名簿に登録された
　人は除く）は、投票時に「引き続き岐阜県の区域内に住所を有する旨の証明書」（無料）の提示が必要となります。詳細については、告
　示日頃に選挙管理委員会から送付します「選挙のお知らせハガキ」に記載しておりますのでご確認ください

（注意）岐阜県知事選挙は、飛騨市から岐阜県外の市町村に転出した方は投票できません。また、令和 2 年 12 月 14 日以降に市内で
　　　転居された方は、前住所地の投票所で投票してください。

　選挙における各投票所等での新型コロナウイルス感染症対策については、別途全戸配布するチラシで
ご確認ください。

地区名 期日前投票期間 投票時間 場　所

古川 飛騨市役所　　２F災害対策室

神岡 神岡町公民館　

河合 河合振興事務所　１Fロビー

宮川 宮川振興事務所　１Fロビー

令和3年1月8日（金）～1月23日(土)

8:30～20:00

令和3年1月16日（土）～1月23日（土）

水道課
各振興事務所（基盤環境水道係）

0577-73-7484

飛騨市美術館 0577-73-3288

■古川町・河合町・宮川町 ■神岡町

河合　 0577-65-2383　宮川　 0577-63-2315　神岡　 0578-82-2254

（有）森下住設
（有）古川住設管工事
坂上建設（株）

（有）愛進建設
（有）土洞設備工事
モリシゲ設備

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

0577-73-3412
0577-73-6196
0577-75-2226
0577-75-2557
0577-73-5036
0577-73-2378

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

(株)川勝興業
(株)神岡衛生社
東洋建設資材（株）
(有)おいえ設備
(株)川勝興業
(有)谷口水道

0578-82-3420
0578-82-0337
0578-82-0871
0578-82-0744
0578-82-3420
0578-82-1651

（旧maimai）
１F喫茶・軽食堂
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※期日前投票に限り、上記のいずれの期日前投票所でも投票できます
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お
知
ら
せ
令和3年1月24日執行予定第20回岐阜県知事選挙のお知らせ

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～

お
知
ら
せ

飛騨市美術館　収蔵品展
何にみえる？何を感じる？　～抽象美術へのいざない～

募

　
　集
市営住宅入居者募集

都市整備課　 （古川・河合・宮川） （神岡）0577-73-0153 0578-82-2254

飛騨市選挙管理委員会　 0577-73-7461

※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カ月分
■申込期間　12月21日(月)～12月28日(月)　 ■入居予定日　令和３年２月１日(月)

公募住宅 森茂住宅打保住宅西忍団地山之村団地 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階建木造2階建

2DK

宮川町打保宮川町西忍

家賃

間取り 1K

構造・規模

2LDK

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

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

昭和町団地

神岡町殿

RC造4階建

2DK

地優賃

(世帯用 )1戸

サン・アルプ旭
B棟

サン・アルプ旭
C棟

サン・アルプ旭
D棟（木造）

３DK

神岡町殿

RC造6階建

公営

(世帯用 )１戸

２DK

神岡町殿

RC造6階建

公営

(世帯用 )２戸

２DK

神岡町殿

公営

(世帯用 )１戸

公営

(世帯用 )２戸

宮川町杉原

木造2階建

4DK

神岡振興事務所（建設農林課基盤係）

【飛騨市役所内の期日前投票場所が変更となります】
飛騨市選挙管理委員会において、第20回岐阜県知事選挙における期日前投票の場所と日時を以下のとおり決定しました。
新型コロナウイルス感染症対策の一環として、飛騨市役所内の期日前投票所の場所が変更となりますのでご注意ください

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。

■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
■凍結防止のしかた
　・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。
■水道修理当番
　年末年始の水道管の破損など緊急の場合は、下記の会社に連絡してください。

抽象表現の面白さを感じていただけるような、1950年代から2010年代までの25点の収蔵品を展示します。特別展示室では、
2019年度に収蔵した作品2点を紹介します。

■開催時間　12 月 19 日（土）～令和３年１月 24 日（日）　９:00～17:00（入館は 16:30 まで）
■場所　飛騨市美術館　　■休館日　月曜日（祝日な場合は翌平日）
■観覧料　一般 200 円、高校生以下無料　※無料開放日：家族ミュージアムの日（第３日曜日）

■催し物（参加費無料、事前申込必要）
【副館長と絵を見て話そう！】　絵を見て、感じたこと、気づいたこと、びっくりしたことなど、一緒にお話しましょう。
■日時　令和 3 年 1 月 17 日（日）　10：00 ～　■場所　飛騨市美術館　■対象　小学生～中学生
【《SuchSuchSuch》をやってみよう！】　作品を見て感じたことを言葉ではなく物に置き換えたり、スケッチしたりして探ります。
■講師　岐阜県美術館　教育普及担当
■日時　令和 3 年 1 月 23 日（土）　10：30 ～　■対象　小学生以上　■定員　10 人　

【岐阜県知事選挙の投票ができる方は、次の要件を満たしている方です】
・飛騨市の選挙人名簿に登録されている方　・平成 15 年 1 月 25 日までに生まれた方（満 18 歳以上）
・令和 2 年 10 月 6 日以前に飛騨市に転入届をした方で、住民票が作成された日から引き続き 3 カ月以上住民基本台帳に記録され、
　飛騨市の選挙人名簿に登録された方

※ただし、飛騨市から岐阜県内の市町村に転出した方で飛騨市の選挙人名簿に登録されている方（転出先の選挙人名簿に登録された
　人は除く）は、投票時に「引き続き岐阜県の区域内に住所を有する旨の証明書」（無料）の提示が必要となります。詳細については、告
　示日頃に選挙管理委員会から送付します「選挙のお知らせハガキ」に記載しておりますのでご確認ください

（注意）岐阜県知事選挙は、飛騨市から岐阜県外の市町村に転出した方は投票できません。また、令和 2 年 12 月 14 日以降に市内で
　　　転居された方は、前住所地の投票所で投票してください。

　選挙における各投票所等での新型コロナウイルス感染症対策については、別途全戸配布するチラシで
ご確認ください。

地区名 期日前投票期間 投票時間 場　所

古川 飛騨市役所　　２F災害対策室

神岡 神岡町公民館　

河合 河合振興事務所　１Fロビー

宮川 宮川振興事務所　１Fロビー

令和3年1月8日（金）～1月23日(土)

8:30～20:00

令和3年1月16日（土）～1月23日（土）

水道課
各振興事務所（基盤環境水道係）

0577-73-7484

飛騨市美術館 0577-73-3288

■古川町・河合町・宮川町 ■神岡町

河合　 0577-65-2383　宮川　 0577-63-2315　神岡　 0578-82-2254

（有）森下住設
（有）古川住設管工事
坂上建設（株）

（有）愛進建設
（有）土洞設備工事
モリシゲ設備

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

0577-73-3412
0577-73-6196
0577-75-2226
0577-75-2557
0577-73-5036
0577-73-2378

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

(株)川勝興業
(株)神岡衛生社
東洋建設資材（株）
(有)おいえ設備
(株)川勝興業
(有)谷口水道

0578-82-3420
0578-82-0337
0578-82-0871
0578-82-0744
0578-82-3420
0578-82-1651

（旧maimai）
１F喫茶・軽食堂
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■注意点
交換する前に、次のことをご確認ください。
・ポイントカードに「氏名」「住所」「電話番号」が記入してありますか。
・必須項目について記入してありますか。
・総合ポイントは合計 50 ポイント以上ありますか。

■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さるぼぼコイン 1000P
　④市内障がい者施設授産品
　⑤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！！
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。

お
知
ら
せ
税務課からのお知らせ

■口座振替の方
　納期限前日までに残高の確認をお願い
します。
■納付書の方
　納付書に記載の金融機関、コンビニ、ス
マートフォン決済アプリ等で納付してく
ださい。
※納税通知書の記載事項を必ずご確認　
ください

お
知
ら
せ

「プレミアム４０％飛騨市
プレミアム食事＆タクシー券」

新型コロナウィルスによる影響で現在
も特に売り上げ減が激しい飲食店の需
要拡大と飲食店と結びつきが深いタク
シーや代行も利用可能とした、プレミ
アム 40％の「プレミアム食事＆タク
シー券」を販売中です。

■購入対象者
　飛騨市民、飛騨市内企業および事業所
に勤務している方
※今回の食事券は引換券を発行しませ
　ん
■使用および販売期間
　12 月 1 日（火）～
　令和 3 年 3 月 31 日（水）
■利用可能店舗
　市内の加盟店
※店舗一覧は市ホームページ（下 QR
　コード）をご覧ください
■販売金額
　額面 7,000 円（500 円 ×14 枚）を
5,000 円で販売します。
※購入制限はありませんが、売り切れ次
　第終了となります
■販売窓口【平日9：00～16：00】
　市役所、各振興事務所、古川町商工会、
神岡商工会議所
※12月の毎週土曜日9：00～12：00に、
　市役所および神岡振興事務所で食事
　券の休日販売を行います

パソコンの基本操作や一般的なアプリ
ケーションの使い方、障がいに応じた
入力支援機器の相談など、電話、訪問に
て対応します。お気軽にお問い合わせ
ください。（相談無料）

■対象者
　飛騨市在住で身体障がい者手帳を
お持ちの方

高山税務署
0577-32-8126

税務課 0577-73-3742
商工課
0577-62-8901

お
知
ら
せ
ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度について

お
知
ら
せ

身体に障がいがある方の
パソコン利用をサポート

■制度の概要
　車椅子使用者用駐車区画については、バリアフリー法により整備が促進されている
一方で、障がいのない人が駐車すること等により、障がいのある人が駐車できない問
題が発生していました。こうした課題に対応するため、「車椅子使用者用駐車区画」に
加えて、歩行困難な方が利用可能な「プラスワン区画」を設け、これらの区画を利用で
きる対象者の範囲を設定し、条件に該当する希望者に利用証を交付する「ぎふ清流お
もいやり駐車場利用証制度」を導入しています。
■利用証の交付対象者
　障がいのある方、要介護者、難病患者、妊産婦、けが人等で、一定の要件を満たす歩行
困難な方。※ご利用には利用証が必要です。対象者の方は申請をお願いします
■対象駐車場
　対象駐車場は２種類あります。それぞれ駐車場の路面や
付近の看板、三角コーン等以下のマーク表示をしています。

※制度の詳細は、
県ホームページ（右 QR コード）をご覧ください

お
知
ら
せ
「まめとく健康ポイント事業」の交換日は１月です

「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。（ポイントカードがあれば、ご本人でなくても交換できます）

■交換日

　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、神岡保健センター、ハートピア古川で交換できます。
■日時　令和３年１月 20 日（月）～ 24 日（金）　8：30 ～ 17：15 まで

古川町保健センター 0577-73-2948

岐阜県 健康福祉部 地域福祉課 058-272-8261

福祉メディアステーション
飛騨ブランチ
0577-34-1316

固定資産税第４期分の
納期限は１月４日（月）です

　住宅ローン等を利用して住宅を新築、
購入または増改築等を行った方で住宅借
入金等特別控除の申告をされる方や、土
地、建物または株式等の譲渡所得のある
方を対象に説明会を開催します。

■日時
　令和３年１月 28 日（木）
　10：00 ～ 16：00
■場所
　市役所 西庁舎 大会議室

確定申告の説明会について

　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
から一定の条件を満たす事業主に対し、
個人住民税の特別徴収を実施していただ
く取り組みを行っていますのでご協力を
お願いします。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、文化芸術・スポーツイベント（文化庁・ス
ポーツ庁の指定を受けたもの）が中止等された時に、そのチケットの払戻しを受けない
ことを選択された方に対し、その金額分を「寄附」とみなし、税優遇を受けられる制度が
設けられています。
　対象となるイベントや申請方法等については、文化庁・スポーツ庁のホームページ
にてご確認ください。

事業主の方へ
特別徴収にご協力を！！

　申告期限は２月１日（月）です。早めの
提出にご協力をお願いします。
　償却資産とは、個人事業者または企業
等が事業のために所有している機械・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、飛騨市への申
告が必要です。
　該当事業所・個人事業所へは申告書を
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。

固定資産税（償却資産）の
申告について

　令和２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。
　該当事業所・個人事業主へは書類を送
付していますが、用紙不足や新たに該当
する場合は、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　２月１日（月）

▶給与所得者及び被扶養者のマイナン
　バーの記入漏れがないよう、事前確認
　等をお願いします。
▶昨年の用紙を使用しないようご注意
　ください。
▶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

新型コロナウイルス関連の税優遇制度について

場所 交換日（令和3年） 受付時間
神岡町保健センター 1月13日（水）

1月14日（木）
1月14日（木）
1月16日（土）
1月17日（日）

9：00～17：00
10：00～13：30
14：00～17：00
9：00～17：00
9：00～17：00

河合振興事務所
宮川振興事務所

ハートピア古川
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■注意点
交換する前に、次のことをご確認ください。
・ポイントカードに「氏名」「住所」「電話番号」が記入してありますか。
・必須項目について記入してありますか。
・総合ポイントは合計 50 ポイント以上ありますか。

■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さるぼぼコイン 1000P
　④市内障がい者施設授産品
　⑤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！！
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。

お
知
ら
せ
税務課からのお知らせ

■口座振替の方
　納期限前日までに残高の確認をお願い
します。
■納付書の方
　納付書に記載の金融機関、コンビニ、ス
マートフォン決済アプリ等で納付してく
ださい。
※納税通知書の記載事項を必ずご確認　
ください

お
知
ら
せ

「プレミアム４０％飛騨市
プレミアム食事＆タクシー券」

新型コロナウィルスによる影響で現在
も特に売り上げ減が激しい飲食店の需
要拡大と飲食店と結びつきが深いタク
シーや代行も利用可能とした、プレミ
アム 40％の「プレミアム食事＆タク
シー券」を販売中です。

■購入対象者
　飛騨市民、飛騨市内企業および事業所
に勤務している方
※今回の食事券は引換券を発行しませ
　ん
■使用および販売期間
　12 月 1 日（火）～
　令和 3 年 3 月 31 日（水）
■利用可能店舗
　市内の加盟店
※店舗一覧は市ホームページ（下 QR
　コード）をご覧ください
■販売金額
　額面 7,000 円（500 円 ×14 枚）を
5,000 円で販売します。
※購入制限はありませんが、売り切れ次
　第終了となります
■販売窓口【平日9：00～16：00】
　市役所、各振興事務所、古川町商工会、
神岡商工会議所
※12月の毎週土曜日9：00～12：00に、
　市役所および神岡振興事務所で食事
　券の休日販売を行います

パソコンの基本操作や一般的なアプリ
ケーションの使い方、障がいに応じた
入力支援機器の相談など、電話、訪問に
て対応します。お気軽にお問い合わせ
ください。（相談無料）

■対象者
　飛騨市在住で身体障がい者手帳を
お持ちの方

高山税務署
0577-32-8126

税務課 0577-73-3742
商工課
0577-62-8901

お
知
ら
せ
ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度について

お
知
ら
せ

身体に障がいがある方の
パソコン利用をサポート

■制度の概要
　車椅子使用者用駐車区画については、バリアフリー法により整備が促進されている
一方で、障がいのない人が駐車すること等により、障がいのある人が駐車できない問
題が発生していました。こうした課題に対応するため、「車椅子使用者用駐車区画」に
加えて、歩行困難な方が利用可能な「プラスワン区画」を設け、これらの区画を利用で
きる対象者の範囲を設定し、条件に該当する希望者に利用証を交付する「ぎふ清流お
もいやり駐車場利用証制度」を導入しています。
■利用証の交付対象者
　障がいのある方、要介護者、難病患者、妊産婦、けが人等で、一定の要件を満たす歩行
困難な方。※ご利用には利用証が必要です。対象者の方は申請をお願いします
■対象駐車場
　対象駐車場は２種類あります。それぞれ駐車場の路面や
付近の看板、三角コーン等以下のマーク表示をしています。

※制度の詳細は、
県ホームページ（右 QR コード）をご覧ください

お
知
ら
せ
「まめとく健康ポイント事業」の交換日は１月です

「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。（ポイントカードがあれば、ご本人でなくても交換できます）

■交換日

　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、神岡保健センター、ハートピア古川で交換できます。
■日時　令和３年１月 20 日（月）～ 24 日（金）　8：30 ～ 17：15 まで

古川町保健センター 0577-73-2948

岐阜県 健康福祉部 地域福祉課 058-272-8261

福祉メディアステーション
飛騨ブランチ
0577-34-1316

固定資産税第４期分の
納期限は１月４日（月）です

　住宅ローン等を利用して住宅を新築、
購入または増改築等を行った方で住宅借
入金等特別控除の申告をされる方や、土
地、建物または株式等の譲渡所得のある
方を対象に説明会を開催します。

■日時
　令和３年１月 28 日（木）
　10：00 ～ 16：00
■場所
　市役所 西庁舎 大会議室

確定申告の説明会について

　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
から一定の条件を満たす事業主に対し、
個人住民税の特別徴収を実施していただ
く取り組みを行っていますのでご協力を
お願いします。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、文化芸術・スポーツイベント（文化庁・ス
ポーツ庁の指定を受けたもの）が中止等された時に、そのチケットの払戻しを受けない
ことを選択された方に対し、その金額分を「寄附」とみなし、税優遇を受けられる制度が
設けられています。
　対象となるイベントや申請方法等については、文化庁・スポーツ庁のホームページ
にてご確認ください。

事業主の方へ
特別徴収にご協力を！！

　申告期限は２月１日（月）です。早めの
提出にご協力をお願いします。
　償却資産とは、個人事業者または企業
等が事業のために所有している機械・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、飛騨市への申
告が必要です。
　該当事業所・個人事業所へは申告書を
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。

固定資産税（償却資産）の
申告について

　令和２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。
　該当事業所・個人事業主へは書類を送
付していますが、用紙不足や新たに該当
する場合は、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　２月１日（月）

▶給与所得者及び被扶養者のマイナン
　バーの記入漏れがないよう、事前確認
　等をお願いします。
▶昨年の用紙を使用しないようご注意
　ください。
▶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

新型コロナウイルス関連の税優遇制度について

場所 交換日（令和3年） 受付時間
神岡町保健センター 1月13日（水）

1月14日（木）
1月14日（木）
1月16日（土）
1月17日（日）

9：00～17：00
10：00～13：30
14：00～17：00
9：00～17：00
9：00～17：00

河合振興事務所
宮川振興事務所

ハートピア古川
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相

　
　談

岐阜県若者サポートステー
ション特別相談月間です

お
知
ら
せ

ご存知ですか？
「要約筆記」

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、会議に参加したい等、困った
時に「要約筆記奉仕員派遣事業」を無料
で行っています。

■「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。
▶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む。
▶ノートテイク（少人数向け）
　紙やホワイトボードを使う方法。

※詳しくは以下までお問合せください

岐阜県若者サポートステーションで
は、毎週飛騨市出張相談を開催してい
ます。12 月は特別相談月間として、将
来どのような職業人生を目指したいの
か、そのためにはどのようにしたらよ
いのかを考えるツールを利用し、就活・
就職に対するお悩み相談を受け付けま
す。（相談無料、要予約）

■対象
　15 歳～ 49 歳
　無業状態の方とその家族
■場所
　古川町公民館
■時間
　毎週水曜日　13：00 ～ 16：00

お
知
ら
せ

「第50回飛騨市ふるかわ
元旦マラソン」開催延期

令和 3 年 1 月 1 日に開催を予定して
いた「第50回 飛騨市ふるかわ元旦マラ
ソン」は、新型コロナウイルス感染症の
拡大リスクを踏まえ、参加者・スタッ
フの安全を確保することが困難である
ことから、1 年延期することとなりまし
た。

お
知
ら
せ

岐阜県清流の国ぎふ推進
補助金を活用しました

令和２年度岐阜県清流の国ぎふ推進補
助金（SDGｓ推進事業）を活用し、次の
事業を実施しました。

持続可能な公共交通サービス導入事業

お
知
ら
せ
最低賃金改正のお知らせ

岐阜県最低賃金は、県内で働くすべて
の労働者に適用されます。ただし、以下
の産業に従事する労働者（一部適用除
外あり）は、該当する特定（産業別）最低
賃金も適用されます。使用者も、労働者
も、１時間あたりの賃金額が最低賃金
額以上となっているかどうか、必ず確
認しましょう。

■岐阜県最低賃金
　時間額８５２円　令和２年 10 月１日
から
■岐阜県の特定（産業別）最低賃金
・電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業
　時間額８８７円
・自動車・同附属品製造業
　時間額９３２円
・航空機・同附属品製造業
　時間額９７１円
いずれも令和２年 12 月 21 日から

お
知
ら
せ

「図書館の福袋＆図書館
おみくじ」を行います

お正月特別貸出本を数量限定で用意し
ます。中身は開けてからのお楽しみで
す。期間中、図書館特製のおみくじも用
意しています。

■期間
　令和３年１月５日（火）～ 11 日（月）
※なくなり次第終了
■場所
　飛騨市図書館、神岡図書館

0577-35-4770障がい福祉課
0577-73-7483

スポーツ振興課 0577-62-8030

総合政策課 0577-73-6558

岐阜労働局賃金室
058-245-8104

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

募

　
　集

飛騨市・新港郷友好
クラブ会員募集中

市では友好都市台湾新港郷との交流を
推進する「飛騨市・新港郷友好クラブ」
を開設しました。この機会にぜひご入
会ください！

■入会費　無料

■特典
・定期的に飛騨市・新港郷の街の旬な情
　報や見どころをお届け！
・ツアー等の交流イベントを企画し参加
　者を募集します！
・飛騨市、台湾新港郷の対象店舗で10%
　OFF、入館料無料等サービスが受けら
　れます！

■入会方法
　下の QR コードまたは総合政策課窓
口およびお電話にてお申し込みいただ
けます。

総合政策課
0577-73-6558

予・問 岐阜県若者サポートステーション
飛騨高山サテライト

こころといのちの
相談窓口

相談窓口情報を悩み別に検索できるサイト（QRコード）です。
電話でのご相談も受け付けています。

こころの健康相談統一ダイヤル　℡0570-064-556

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 https://hida-lib.jp

飛騨警察署からのお知らせ

あおり運転に対する罰則の創設！
　令和２年６月 30 日にあおり運転に対す
る罰則が施行され、行政処分が整備されまし
た。

▶交通に危険のおそれがあるあおり運転（妨
害運転）をした場合。他の車両等の通行を妨
害する目的で、一定の違反行為をし、他の車
両等に道路における交通の危険を生じさせ
るおそれのある運転をした場合。
３年以下の懲役または 50 万円以下の罰金
違反点数 25 点 免許取消し（欠格期間２年）
▶あおり運転（妨害運転）のせいで著しい交
通の危険が生じた場合。あおり運転を行い、
高速自動車国道等において他の自動車を停
止させるなど、著しい交通の危険を生じさせ
た場合。
５年以下の懲役または 100 万円以下の罰金
違反点数 35 点 免許取消し（欠格期間３年）
▶もし「あおり行為」を受けた場合は挑発に
乗らない、安全な場所に一時停止、相手と交
渉しない。

　図書館界で異彩を放つ、愛知県T市
図書館のあのfacebookが本になった
ぜ！司書の仕事をROCKに解説…い
や、図書館の存在こそがROCK！軽妙
な語りをぜひ聴いてほしい。

　おやすみ前に、絵本を読みきかせる
のが日課です。ねられんと言われると困
りますが、この絵本はゆるくて笑ってし
まいます。0歳から大人まで対象。

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

大林正智／著　郵研社 やぎゅうげんいちろう／
　　　　　さく　福音館書店

『ROCK司書の図書館ライブ』 『ねられんねられん
　　　　　かぼちゃのこ』

若者就労相談
(若者を対象とした就労相談)

ハローワーク出張相談
(職業相談、シルバー人材入会説明)

働き方改革出張相談
(労働時間、人材確保・育成などに関する相談)

こころの相談室
(精神保健福祉士によるこころの相談)

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)

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)

もの忘れ相談
(もの忘れ、認知症の相談)

○

－

－

〇

－

○

－

1/6(水)、13(水)
 　20(水)、27(水)

1/7(木)、8(金)
 18(月)、19(火)

1/20(水)

1/13(水)

1/27(水)

1/8(金)

平日

1/14(木)

1/21(木)

13:00～16:00

10:00～17:00

13:00～17:00

11:00～15:00

13:30～16:30

13:00～15:00

8:30～17:15

9:30～11:30

9:00～12:00

古川町公民館

古川町商工会

神岡商工会議所

古川町公民館

飛騨市図書館
メディア編集室

ハートピア古川

ハートピア古川

神岡町公民館

望ほーむ
古川町金森町（踏切横）

県若者サポートステーション
☎058-216-0125

古川町商工会
☎0577-73-2624

商工課
☎0577-62-8901

ハローワーク高山
☎0577-32-1144

ぎふ働き方改革推進支援センター
☎058-201-5832

古川町保健センター
☎0577-73-2948

地域包括ケア課
☎070-2237-7730

地域包括支援センター神岡窓口
☎0578-82-1456

地域包括支援センター
☎0577-73-6233

行政書士相談
(相続手続、権利義務関係手続相談など)

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)

○

○

1/13(水) 13:00～16:00 飛騨市役所 岐阜県行政書士会
☎058-263-6580

1/6(水) 10:00～15:00 飛騨市役所 総務課
☎0577-73-7461
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岐阜県若者サポートステー
ション特別相談月間です

お
知
ら
せ

ご存知ですか？
「要約筆記」

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、会議に参加したい等、困った
時に「要約筆記奉仕員派遣事業」を無料
で行っています。

■「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。
▶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む。
▶ノートテイク（少人数向け）
　紙やホワイトボードを使う方法。

※詳しくは以下までお問合せください

岐阜県若者サポートステーションで
は、毎週飛騨市出張相談を開催してい
ます。12 月は特別相談月間として、将
来どのような職業人生を目指したいの
か、そのためにはどのようにしたらよ
いのかを考えるツールを利用し、就活・
就職に対するお悩み相談を受け付けま
す。（相談無料、要予約）

■対象
　15 歳～ 49 歳
　無業状態の方とその家族
■場所
　古川町公民館
■時間
　毎週水曜日　13：00 ～ 16：00

お
知
ら
せ

「第50回飛騨市ふるかわ
元旦マラソン」開催延期

令和 3 年 1 月 1 日に開催を予定して
いた「第50回 飛騨市ふるかわ元旦マラ
ソン」は、新型コロナウイルス感染症の
拡大リスクを踏まえ、参加者・スタッ
フの安全を確保することが困難である
ことから、1 年延期することとなりまし
た。

お
知
ら
せ

岐阜県清流の国ぎふ推進
補助金を活用しました

令和２年度岐阜県清流の国ぎふ推進補
助金（SDGｓ推進事業）を活用し、次の
事業を実施しました。

持続可能な公共交通サービス導入事業

お
知
ら
せ
最低賃金改正のお知らせ

岐阜県最低賃金は、県内で働くすべて
の労働者に適用されます。ただし、以下
の産業に従事する労働者（一部適用除
外あり）は、該当する特定（産業別）最低
賃金も適用されます。使用者も、労働者
も、１時間あたりの賃金額が最低賃金
額以上となっているかどうか、必ず確
認しましょう。

■岐阜県最低賃金
　時間額８５２円　令和２年 10 月１日
から
■岐阜県の特定（産業別）最低賃金
・電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業
　時間額８８７円
・自動車・同附属品製造業
　時間額９３２円
・航空機・同附属品製造業
　時間額９７１円
いずれも令和２年 12 月 21 日から

お
知
ら
せ

「図書館の福袋＆図書館
おみくじ」を行います

お正月特別貸出本を数量限定で用意し
ます。中身は開けてからのお楽しみで
す。期間中、図書館特製のおみくじも用
意しています。

■期間
　令和３年１月５日（火）～ 11 日（月）
※なくなり次第終了
■場所
　飛騨市図書館、神岡図書館

0577-35-4770障がい福祉課
0577-73-7483

スポーツ振興課 0577-62-8030

総合政策課 0577-73-6558

岐阜労働局賃金室
058-245-8104

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

募

　
　集

飛騨市・新港郷友好
クラブ会員募集中

市では友好都市台湾新港郷との交流を
推進する「飛騨市・新港郷友好クラブ」
を開設しました。この機会にぜひご入
会ください！

■入会費　無料

■特典
・定期的に飛騨市・新港郷の街の旬な情
　報や見どころをお届け！
・ツアー等の交流イベントを企画し参加
　者を募集します！
・飛騨市、台湾新港郷の対象店舗で10%
　OFF、入館料無料等サービスが受けら
　れます！

■入会方法
　下の QR コードまたは総合政策課窓
口およびお電話にてお申し込みいただ
けます。

総合政策課
0577-73-6558

予・問 岐阜県若者サポートステーション
飛騨高山サテライト

こころといのちの
相談窓口

相談窓口情報を悩み別に検索できるサイト（QRコード）です。
電話でのご相談も受け付けています。

こころの健康相談統一ダイヤル　℡0570-064-556

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 https://hida-lib.jp

飛騨警察署からのお知らせ

あおり運転に対する罰則の創設！
　令和２年６月 30 日にあおり運転に対す
る罰則が施行され、行政処分が整備されまし
た。

▶交通に危険のおそれがあるあおり運転（妨
害運転）をした場合。他の車両等の通行を妨
害する目的で、一定の違反行為をし、他の車
両等に道路における交通の危険を生じさせ
るおそれのある運転をした場合。
３年以下の懲役または 50 万円以下の罰金
違反点数 25 点 免許取消し（欠格期間２年）
▶あおり運転（妨害運転）のせいで著しい交
通の危険が生じた場合。あおり運転を行い、
高速自動車国道等において他の自動車を停
止させるなど、著しい交通の危険を生じさせ
た場合。
５年以下の懲役または 100 万円以下の罰金
違反点数 35 点 免許取消し（欠格期間３年）
▶もし「あおり行為」を受けた場合は挑発に
乗らない、安全な場所に一時停止、相手と交
渉しない。

　図書館界で異彩を放つ、愛知県T市
図書館のあのfacebookが本になった
ぜ！司書の仕事をROCKに解説…い
や、図書館の存在こそがROCK！軽妙
な語りをぜひ聴いてほしい。

　おやすみ前に、絵本を読みきかせる
のが日課です。ねられんと言われると困
りますが、この絵本はゆるくて笑ってし
まいます。0歳から大人まで対象。

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

大林正智／著　郵研社 やぎゅうげんいちろう／
　　　　　さく　福音館書店

『ROCK司書の図書館ライブ』 『ねられんねられん
　　　　　かぼちゃのこ』

若者就労相談
(若者を対象とした就労相談)

ハローワーク出張相談
(職業相談、シルバー人材入会説明)

働き方改革出張相談
(労働時間、人材確保・育成などに関する相談)

こころの相談室
(精神保健福祉士によるこころの相談)

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)

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)

もの忘れ相談
(もの忘れ、認知症の相談)

○

－

－

〇

－

○

－

1/6(水)、13(水)
 　20(水)、27(水)

1/7(木)、8(金)
 18(月)、19(火)

1/20(水)

1/13(水)

1/27(水)

1/8(金)

平日

1/14(木)

1/21(木)

13:00～16:00

10:00～17:00

13:00～17:00

11:00～15:00

13:30～16:30

13:00～15:00

8:30～17:15

9:30～11:30

9:00～12:00

古川町公民館

古川町商工会

神岡商工会議所

古川町公民館

飛騨市図書館
メディア編集室

ハートピア古川

ハートピア古川

神岡町公民館

望ほーむ
古川町金森町（踏切横）

県若者サポートステーション
☎058-216-0125

古川町商工会
☎0577-73-2624

商工課
☎0577-62-8901

ハローワーク高山
☎0577-32-1144

ぎふ働き方改革推進支援センター
☎058-201-5832

古川町保健センター
☎0577-73-2948

地域包括ケア課
☎070-2237-7730

地域包括支援センター神岡窓口
☎0578-82-1456

地域包括支援センター
☎0577-73-6233

行政書士相談
(相続手続、権利義務関係手続相談など)

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)

○

○

1/13(水) 13:00～16:00 飛騨市役所 岐阜県行政書士会
☎058-263-6580

1/6(水) 10:00～15:00 飛騨市役所 総務課
☎0577-73-7461


