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図書館スタッフ 飛騨市図書館・神岡図書館（ 1月 29日）

飛騨市の情報をいち早くお届けします
「災害時の緊急情報」「生活に役立つ情報」等を市公式ホーム
ページ、メール、SNSなどで配信しています。
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３月号から横書き・左開きに統一しました
数字や英語の読みやすさを考慮し、横書き・左開きに統一して目線の動
きをスムーズにしました。
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特
集飛騨市図書館運営方針策定 飛騨市図書館運営方針策定

飛騨市図書館は
皆さんの声で変わります。
飛騨市図書館は
皆さんの声で変わります。
飛騨市図書館は
皆さんの声で変わります。

飛騨市の公共図書館として、市民の誰もが
さまざまな思想や知識、表現にふれ、
自己の実現や地域で豊かに暮らすための発見が
できる図書館を目指します。

飛騨市の公共図書館として、市民の誰もが
さまざまな思想や知識、表現にふれ、
自己の実現や地域で豊かに暮らすための発見が
できる図書館を目指します。

基本
方針
◇読書に親しみ、学び、成長できる図書館
◇いつでも、だれでも、どこでも使え、
　    　　　　　　人のつながりをつくる図書館
◇豊かな暮らしや産業について支援する図書館

◇読書に親しみ、学び、成長できる図書館
◇いつでも、だれでも、どこでも使え、
　　　　　　　　 人のつながりをつくる図書館
◇豊かな暮らしや産業について支援する図書館

運営方針（　　）を新たに策定して
さまざまな取り組みを実践します

行ったことない…
行くのが大変や…

何か役に立ってんの…

どこにある？…
もっとわくわくする所がいい…

どう思ってどう思って
ます ？

本に興味がない…
図書館

のこと正直

令和３～
７年度

（１）読書活動の推進
　おすすめ本の展示や作家さんによる講演会など、
読書に関する展示や企画を行います。
　さらに、保育園・学校・学童保育向けの図書の貸し
出しや図書館見学の受け入れを行い、読書に親しん
でもらう機会を提供します。

（２）生涯学習の推進
　地域資源や文化
について学べる歴
史講座や宇宙科学
イベントを行うほ
か、郷土資料を紹介
します。
　また、地域の祭り

やイベント、行事等を記録した映像資料を収集し、デ
ジタルアーカイブとして残していきます。

読書活動と生涯学習の推進

わくわくする図書館を目指して、４つのテーマに取り組みます。

図書館利用の支援

（１）来館困難者への支援
　来館が難しい方へ郵送での本の貸し出しや障がい
者向けサービスとして音訳図書機器等を導入します。
　また、図書館が出張して図書を貸し出す「飛ぶ図書
館」や電子書籍の貸し出しサービスを提供します。

（２）健やかに楽しく暮らすための支援
　減塩講座、軽運動講座など、心身の健康維持のた
めの図書の収集、企画を行います。また、多様性に関
する啓発展示を設置し、生きづらさや困難を抱える人
を支援します。
　「おとなのじかん」「ハ
ロウィンパーティ」など
余暇を豊かに過ごすた
めの事業を行います。

（３）市民参加の推進
　図書館のサービスについて、市民の皆さんから意
見を募集し、サービスの向上を目指します。
　また、図書の整理や修繕、イベントサポートをしてい
ただける方を募り、市民の皆さんと協力して図書館を
運営していきます。

（１）暮らしに関すること
　生活の中の課題解決に役立つ図書、悩みや不安に
寄り添う図書の収集や紹介、団体の紹介をします。

（２）市の産業や働き方に関すること
　産業振興や課題解決に役立つ図書の収集、紹介や
企業と連携した企画を開催し、市民が企業について   
知る機会を提供します。
　また、中学生職業体験・飛騨吉城特別支援学校作業
学習・インターンの受け入れなど、将来の働き手育成を
支援します。

（３）新規事業やサービス創造に役立つこと
　新聞記事データベース、国立国会図書館オンライン
サービスなど、調べ物に役立つデータベースを整備し
ます。政策・イベントのＰＲ展示など行政支援サービスを
拡充します。

（４）観光資源維持
　観光パンフレットの設置による観光情報の提供や、

「君の名は。」「宇宙科学」に関するコーナーの設置、
地域資源に関する図書の収集、紹介を行います。

（１）職員の育成
　所蔵する資料に精通し、それを市民の皆さんに伝え
る司書を育てます。
　皆さんからの要望に丁寧に応えることにより経験を
積み、さまざまな研修で得た知識を活用します。

（２）設備の充実
　図書館資料の整備や、
施設・設備の維持管理を
進め、必要な情報が探し
やすい書架をつくります。
　図書館だより、SNSな
どを使った広報を充実さ
せます。

※飛騨市図書館運営方針
　の全文は図書館ウェブ
　サイトに掲載します

図書館の維持発展

暮らしや産業への支援
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飛騨市まるごと応援セール　緊急物産展土
　市では「コロナ禍」による観光客の激減で、売り上げが減少している事
業者への支援と、土産物等の販売促進のため「緊急オトク宣言！飛騨市ま
るごと応援セール」緊急物産展を２月６日、市役所の駐車場で行い、約
1,300人の市民らでにぎわいました。
　会場には、コロナ対策が講じられ、入場の際の検温や手指消毒を行うと
ともに、混雑時は入場制限も実施されました。
　この日は、市内の食品メーカーや卸業者など６事業者が出店され、来場
者はお目当ての商品を手にし、袋や箱いっぱいに買い求めていました。
　また２月20日、21日には古川町と神岡町で第２弾の緊急物産展が２日
間にわたり開催され、２日間で約2,500人の市民らが来場しました。

産物等の売上が激減した事業者を支援2/6

「大多和（おおたわ）そば」と「万波（まんなみ）そば」を新たに認定飛
　市内で古くから栽培されている作物を「飛騨市伝承作物」として認定
し、広く発信することで伝承作物の地産地消や地域振興につなげようと活
動している飛騨市伝承作物認定委員会（中矢正志委員長）が２月16日、今
年度の認定式を行いました。
　今回は神岡町大多和地区で栽培されていた「大多和そば」、宮川町万波
地区で栽培されていた「万波そば」の２品目を認定。神岡町の禰宜洞きぬ
子さんと宮川町の荒谷勇さんにそれぞれ認定証を手渡しました。
　当日は、これらの種子の掘り起こしや保存活動に尽力した岐阜県中山間
農業研究所の鍵谷俊樹所長が、種子を入手した経緯やそれぞれの種子の特
長などを紹介。「こうしてお披露目することができて嬉しい」と話しました。

騨市伝承作物認定式で認定証を授与2/16

第３回荒垣秀雄顕彰作文コンクール表彰式市
　神岡町出身の名誉市民・故荒垣秀雄氏の功績をたたえる「第３回荒垣
秀雄顕彰作文コンクール」の表彰式が２月27日に神岡振興事務所で開か
れました。
　荒垣秀雄天声人語賞に岡田匠生（たくみ）さん（古川小学校５年生）と
土田陽大（ひなた）さん（神岡中学校３年生）が選ばれ、表彰式では入賞
者の皆さんに都竹市長から賞状と記念品が手渡されました。
　都竹市長は「いずれも家族との思いにあふれた甲乙付けがたい作品ば
かりでした」と講評し、引き続き「文章を書くことは人生を送るうえで
大きな力になります。今後もこのコンクールを続け、飛騨市に優れた文
筆家がいたことを語り継ぎたいと思います」とあいさつしました。

内の生徒児童が最優秀賞に選ばれる2/27

河合保育園で民話『つきをのんだむすめ』の紙芝居披露ふ
　２月25日に河合町角川の河合保育園で、同町に伝わる止利仏師伝説を主
題にした民話『つきをのんだむすめ』の紙芝居のお披露目がありました。
　地域に伝わる昔話などを後世に広く伝えて郷土をより深く知ってもらお
うと市が進めている事業の一環。この日は、語り部として活躍する同町の
田口理子さんが来訪。山中和紙を用いた台紙に、同町の吉澤好一さんが制
作した切り絵の写しを張って手作りした紙芝居を丁寧に演じました。
　当日は年少から年長までの園児13人が参加。紙芝居の絵を見入ったり、
田口さんの語りに耳を傾け、真剣な表情で聞き入っていました。
　田口さんは園児らに「お話を覚えて、お家の人に教えてあげてね」と呼
びかけていました。

るさとの止利仏師伝説を知って2/25

カミオカラボの整備が評価される企
　企業版ふるさと納税を展示施設の開設に生かし、市内で盛んな宇宙物理学
研究を広く伝えたことが評価され、２月１日に飛騨市が地方創生担当大臣表
彰を受けました。特に功績のあった自治体や企業を国が毎年表彰しており、
今年は本市を含む３自治体と２企業が表彰されました。
　この日は、オンラインで開催された表彰式に都竹市長が出席し、企業版ふ
るさと納税を整備費に充てて評価につながった素粒子ニュートリノの観測装
置「スーパーカミオカンデ」などを紹介する施設「ひだ宇宙科学館カミオカラ
ボ」について紹介しました。
　都竹市長は「寄付をいただいた方々に感謝している。今後も企業と協働し
て地域の課題解決を図りたい」と話しました。

業版ふるさと納税活用で大臣表彰2/1

卒業証書を山中和紙で河
　河合小学校の６年生児童７人が河合町角川のいなか工芸館で、各自の卒業証
書に用いる山中和紙の紙すきに挑戦しました。８００年にわたって受け継がれ
てきた山中和紙作りを体験することで、故郷を誇りに思う気持ちを育もうと同
校で毎年行われている恒例行事。
　児童らはこの日、山中和紙職人の柏木一枝さんから「材料が均一の厚さに
なったら水を切って」「枠に付いた材料を取り除いて」などと指導を受けなが
ら、それぞれ２枚ずつ和紙を漉きました。
　体験した畑茉花（まあや）さんは「原料をすくう時に厚さの調整が難しかった
ですが、上手に出来ました」、松井楓真（ふうま）さんは「和紙作りはあまり体験
できず、貴重だと思うのでやれて良かったです」と話していました。

合小６年生が恒例の和紙漉き2/2

「ＹＣＫプロジェクト」の今年度の取り組みを報告見
　吉城高校が進めている課題解決型キャリア教育「ＹＣＫプロジェクト」の今年
度の取り組みの報告会が、同校で行われました。
　今年は新型コロナの感染拡大を防止するため、学校関係者や生徒のみを対
象に開催。また、各教室をインターネットでつなぎ、動画で報告を行いました。
生徒らは取り組みの中で分かった事や感じた事などを自身の言葉で説明。問題
解決力や判断力、コミュニケーション力が向上して自分の強みになり、自信につ
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　発表した渡辺瑛斗（えいと）さんは「将来のことをあまり考えていなかったの
ですが、活動を通して地域の人からいろいろな話を聞け、具体的な事が分かっ
て良かったです」と話していました。

つけた課題、自分の力で解決めざす！2/5

市内広葉樹を活用したワークショップを開催お
　木目の美しさや色、触感など、樹種によって異なる広葉樹の魅力を知ってもら
うワークシヨップが２月14日、飛騨市図書館で開かれました。古川町太江で木工
房を営む片岡清英・紀子さん夫妻からアドバイスを受けながら、葉っぱやペンギ
ンなどをかたどったしおりやコースター作りを楽しみました。
　この日は家族連れら約50人が参加し、あらかじめ用意されたサクラやブナ、ホ
オなどさまざまな樹種の木片を手に作業台へ。サンドペーパーでお気に入りの
形にした後、イニシャルを刻印したり、電気ゴテでテントウムシやクローバー、サ
クランボなどを思い思いに描いて楽しんでいました。
　神岡町から母親と訪れた倉野心希（ここね）さんは「かわいいコースターがで
きました。これでお客さんにお茶を出したいです」と話していました。

気に入りの樹種の木片で、しおり・コースター作り2/14

広報ひだまち特派員レポート
（特派員：水樹　華・岡田　直樹）

市民ライターがまちの話題をお届け！
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飛騨市体育協会は、飛騨市スポーツ協会として再出発します

飛騨市体育協会は飛騨市スポーツ協会へ名称を変更、組織の見直しを図り、４月に再出発します。

【改革に至った経緯と現状・課題】
　今年度は新型コロナウイルス感染症拡大
の影響により県民スポーツ大会の１年延期
や全国大会などのスポーツイベントの中止
が相次ぐ中、飛騨市体育協会の事業もほぼ
全ての事業が中止になりました。
　そこでこれを好機ととらえ、長年の懸案で
あった組織改革を行う事になりました。
　まずは岐阜県スポーツ協会による「ス
ポーツ協会の仕組みと将来像」について講
演会を実施。その後、先進地視察として「瑞
穂市体育協会」「郡上市スポーツ協会」を視
察しました。講演会と視察を通じて、飛騨市
体育協会の現状を役員の皆さんが把握。課
題が浮き彫りになりました。

【現状と課題①加盟団体がないこと】
　体育協会とはスポーツ関係団体、競技団体を
統括し地域スポーツ振興を担う公的団体です。し
かし、飛騨市では市内競技団体の加盟制度がなく
市民大会や町民大会は専門部と称する「個人」で
引き受けている種目専門部長と事務局を中心に
開催している現状でした。

【現状と課題②支部制度】
　旧町村の体育協会を支部制度として存続させ
平成16年にスタートした飛騨市体育協会は本部
と４支部から構成。2期4年をかけて「ゆるやかな
統合」を目指しましたが、さまざまな課題にぶつか
り統合が実現しませんでした。言い換えれば旧町
村体育協会、4支部が異なる仕組みのまま、方向
性がバラバラの状態でした。

それでは飛騨市スポーツ協会の
「改革」について説明します。

【最後に】
地域に根差した「スポーツ統括団体」として大きな一歩を踏み出します。
地域、市民の皆さんに支えられ、末永い飛騨市のスポーツ振興の一翼
を担う団体へ成長できるよう努めてまいりますので、皆さんのご理解、
ご協力をお願いします。

スポーツ振興課 0577-62-8030

市内競技団体の皆様への説明会、ヒアリ
ングを通じ2月末現在で15団体が加盟
を表明。今後は協会や連盟といった競技
団体が市民大会やスポーツ教室といっ
た事業を企画、運営する事になります。

【改革①加盟団体制度】

毎年お盆にふるさとへ帰省される方々を
交えて開催する通称「盆野球」や宮川町
民運動会など、これまで体育協会が担っ
てきた「地域固有のスポーツ文化」が消
えないように実行委員会等で継続支援
するため「地域事業部」を発足。4支部廃
止が地域衰退にならないようにします。

【改革②地域事業】

「飛騨市スポーツ少年団」をスポーツ協
会加盟団体に位置付け、「子どもからお
年寄り」まで幅広い世代のスポーツ振興
を支えます。更に「地域部活動」といった
中学校部活動を地域で支える「ジュニア
世代」に対する事業強化を図ります。

【改革③育成事業】

令和３年度 組織再編
旧町村の支部組織から
令和新時代に対応する持続可能な組織へ
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市民大会

15団体

宮川町運動会・元旦マラソン

盆野球大会

スポーツ少年団

中体連

地域事業

育成事業

競技団体

図書館の運営方針を新しく定めました。

図書館を使って、人生を楽しみましょう！

■ほっと知るメール
　イベント情報などをメール・
LINEで随時配信しています。

■図書館だより
　（回覧・月1回発行）

飛騨市図書館
所在地：〒509-4292
岐阜県飛騨市古川町本町２-22

（飛騨市役所西庁舎１階）
電話番号：0577-73-5600

飛騨市神岡図書館
所在地：〒506-1111
岐阜県飛騨市神岡町東町378

（飛騨市神岡振興事務所１階） 　
電話番号：0578-82-1764

情
報
発
信

開館時間：コロナ対策・冬時間で一時的に変わっています
             ３月までは、平日９:00～19:00、土日祝９:00～17:00
             ４月から、平日の閉館時間は20:00になります
休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日休館）、
　　　 最終金曜日（図書整理日）、年末年始

開
館

問
合
先

■ウェブサイト
   https://hida-lib.jp/

■facebook
   https://www.facebook.com/
   hidalib/

■Twitter
   https://twitter.com/hida_lib/

借りるだけじゃない！図書館の「使い方」借りるだけじゃない！図書館の「使い方」
　図書館はどなたでもご利用で
きます。図書館に入ることや本を
読むこと、本を借りることなどす
べて無料です。
　新聞や雑誌もたくさんありま
す。（新聞：13紙、雑誌：100誌）

　資料探しのお手伝いをします。
「干し柿の作り方は？」「歴代の町
長の名前を知りたい」「読めない
漢字がある」などなど、何でもご
ざれ！ 図書館に関する資格を持つ

「司書」が皆さんの暮らしの疑問
や悩みに本を使って答えます。

本のリクエストも 新聞雑誌も 調べ物も
　ご希望により図書館
にない本を購入した
り取り寄せます。

　本を読むということに、どんなイメージがありますか。
　真面目な、堅苦しい、勉強のようなもの？時間があればと思い
つつ、後回しになるもの？
  人は、自分の知らないことや新しいことを知るとき、「わくわく」
するものです。この「わくわく」＝知的好奇心は、子どもだけでは
なく、生きている限りずっと持ち続けることができる感情です。
わくわくしながら本を選び、読み、ある人
はまた本を残す。それが人の成長

につながってきたのです。
　飛騨市図書館・飛騨市神岡図書館は、皆さんの「わく
わく」を刺激し、成長する支えとなります。この運営方
針は5年間の計画ですが、10年、20年、50年先の飛
騨市に生きる人々が、楽しく、豊かな気持ちで暮らし
ていけるよう、図書館で自分らしい「わくわく」を見つ
けてほしいと願っています。

特
集 飛騨市図書館運営方針策定 場

版ドイワ
広の報情
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永年にわたる功績をたたえる

飛騨市表彰式を開催

受章・受賞された方は次の皆さんです（敬称略・順不同）
【自治功労者】
森下　真次（宮川）元飛騨市議会議員
福田　幸博（古川）元飛騨市代表監査委員
北村　逸朗（神岡）元飛騨市消防団副団長

【功績者】
中嶋　国則（古川）元飛騨市議会議員
洞口　和彦（神岡）元飛騨市議会議員
田谷　義雄（神岡）元飛騨市消防団副団長
中村　篤志（古川）元飛騨市消防団分団長
牛丸　忠司（古川）元飛騨市介護保険認定審査会委員
島　　秀夫（古川）多年にわたり在宅介護
小笠原　唯（古川）愛鳥週間用ポスター原画コンクール
　　　　　　　　　　　 小学校の部で環境大臣賞

【未来づくり賞】
飛騨市民病院を守る会（針田俊一会長）
※住民の立場から飛騨市民病院の維持発展に尽力
高野千本桜夢公園整備委員会（岡田善徳委員長）
※桜を植樹するなどして古川スキー場跡地を活性化

叙位・叙勲・褒章受章者
【従五位】
（故）向川原　安夫（古川）元県立船津高等学校校長
（故）小谷　俊明（古川）元県立岐南工業高等学校校長

【正六位】
（故）牛丸　欣吾（神岡）元神岡商工会議所会頭
（故）蒲　　嘉彦（古川）元国府町立国府中学校校長

【旭日双光章】
洞口　　博（古川）元岐阜県議会議員

【瑞宝双光章】
（故）平井　賢市（河合）元河合村収入役
田中　勲（古川）元名古屋法務局民事行政部首席登記官

【旭日単光章】
（故）石腰　保昭（宮川）元宮川村長
（故）木下　忠男（神岡）元飛騨市議会議員
清水　昭南（河合）元北飛騨商工会会長
村杉　達雄（富山県）元神岡町議会議員

【瑞宝単光章】
柚原　孝志（古川）元飛騨市消防団副団長

【藍綬褒章】
田谷　義雄（神岡）元飛騨市消防団副団長
室屋　勲（古川）飛騨市消防団副団長

令和２年度

　永年にわたり市政発展に貢献された方々を
表彰する令和２年度飛騨市表彰式が２月６日、
飛騨市役所で行われ、今年は自治功労者３人、
功績者７人、未来づくり賞２団体の皆さんが表
彰されました。
　皆さんの永年にわたる功績をたたえ、その
労をねぎらうため、式典では都竹市長から賞
状が手渡されました。また、今春までに叙位・
叙勲・褒章を受章された方々の披露も行われ、
列席した来賓などから拍手が送られました。

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 https://www.city.hida.gifu.jp/ 

携帯サイト https://www.city.hida.gifu.jp/mobile/ 

QR コード 

お誕生

ご寄付

〔旭保育園へ〕
梯子会　様（神岡町）   金１０万円

〔飛騨市民病院へ〕
匿　名     金２万円

お悔み

【古川町】
忍　　政廣 上気多   （77）
清水　吉衞 是重一丁目  （93）
粟津　キヌヱ 南成町   （94）
中谷　伸一 杉崎   （78）
佐藤　厚子 大野町   （81）
無雁　トシ子 栄一丁目  （84）
船谷　眞佐代 栄一丁目  （74）
菅沼　日出夫 殿町   （77）
洞口　朝子 高野   （80）
重山　政弘 増島町   （86）
天木　健一 沼町   （73）
村山　きみ子 下気多   （96）

【河合町】
中谷　桂次 角川   （95）
南　　道枝 保木林   （83）
尾﨑　ヨシ 角川   （95）

【宮川町】
宮川　伊代乃 種蔵   （79）

【神岡町】
　井　ヤエ子 坂富町（昭和町３） （87）
北村　正孝 緑ケ丘（緑ケ丘２） （88）
坂屋　憲平 東町（城下１）  （89）
岡田　雪枝 江馬町（江馬３）  （96）
甲谷　美代 江馬町（江馬４）  （90）
柿本　フミ 東町（坂戸１）  （98）
城野　ちか 坂富町（坂富２（下）） （87）

西谷　秀夫 東雲（西野町３）  （85）
中林　久雄 船津（蔵前）  （92）

お名前 住　所

【古川町】
關口　柾士朗 幸栄町   耕太・春美
橋爪　澄依 下気多   大貴・利穂

【宮川町】
野道　絢心 林   涼太・千晴

【神岡町】
四反田　悠来 坂富町（昭和町３） 裕司・由香利
三貫納　颯馬 吉田（吉田中）  雅峻・友莉

お名前 住　所 保護者

まさじろう

すい

あこ

はるき

そうま

２月２８日現在（敬称略）

次の方々から温かいご寄付をいただきました。
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お
知
ら
せ

４月１日～　約1,500の手続上の押印を廃止します！
～行政手続における押印見直し（脱ハンコ）に向けた取組みについて～

総務課 0577-73-7461

お
知
ら
せ

2020 年の「風しん」抗体検査・予防接種のクーポン券の有効期限を
2022年2月まで延長します

古川町保健センター 0577-73-2948

市では、市民のみなさんの行政手続上の負担軽減を図ることを目的として、現在押印を求めている 1,734 手続の
うち 1,465 手続について、令和３年４月１日から押印を廃止します。残りの 269 手続については、現時点で法令

（県条例を含む）や他機関の定めとの兼合い等によって押印が廃止できない手続、また、契約書や第三者への委任状
等の押印によって本人確認を担保する必要がある手続となっているため、当面の間押印を継続します。ただし、今
後の全国的な押印見直しの流れによっては、さらに押印を廃止できる手続数が増える可能性があります。

　市では、今後も行政手続上の押印について見直しを進めていきます。

■押印を廃止する手続の例（一部）
・ 税務証明書類の交付申請手続　　　・ 児童手当や福祉医療助成費の申請手続
・ 保育園の入園手続　　　　　　　　・ 同報無線機器の使用申請手続
・ 飛騨市公民館の使用申請手続　　　・ 市後援等名義の使用申請手続
・ 上水道・下水道の使用に関する手続（開始、休止、廃止等）
・ その他、市が独自に行っている各種補助金・助成金の申請手続

なお、市へ提出する会計手続上の「請求書」への押印についても省略
できるようになります。

（※押印を廃止する手続の詳細および会計手続上の請求書への押印の
　 取扱いについては、市公式ホームページでお知らせします）

①風しんへの抵抗力があるか確認するため、抗体検査を受けましょう。（市外の医療機関や健康診断、人間ドックなどで
　も使えます）
②風しんへの抵抗力が無いこと（抗体なし）がわかった場合、風しんへの抵抗力（免疫）をつけるため、予防接種を受けま
　しょう。
〇費用　風しんの抗体検査および予防接種とも原則無料で受けられます。
〇クーポン券の有効期限　2022 年２月 28 日まで。

ー 昭和 37 年４月２日～昭和 54 年４月１日生まれの男性の方へ ー
妊娠初期に風しんにかかると出生児が先天性風疹症候群を発症する可能性があります。対象年齢の男性は、子どもの頃
に風しんの予防接種の機会がありませんでした。風しんは予防接種で防げます。ご自身と周りの人を守るため、早めに抗
体検査を受けましょう。
対象の方には昨年 4 月に名前入りの『クーポン券』をお送りしています。『クーポン券』には有効期限が 2021 年 3 月と
表示されていますが、そのままで 2022 年 2 月まで使えます。

現　状 1,734 手続

1,465 手続 84.5%

押印を継続する手続 269 手続 15.5%

法令等の定め（他機関含む）があるもの 214 手続

本人確認を担保する必要があるもの 55 手続

押印を求めている手続

押印を廃止する手続

見直し後

廃止 廃止

廃止

印
印

印

税務課 0577-73-3742

税務課 0577-73-3742

お
知
ら
せ
軽自動車税（種別割）の減免申請を受け付けています

お
知
ら
せ
軽自動車税（種別割）の納期変更について

毎年、年度末の３月は登録窓口が大変
混雑し、長時間お待ちいただくことに
なります。このため、早めに手続きさ
れますようお願いします。
なお、自動車の登録等に関する手続き
は、下記にお尋ねください。

◆普通自動車・125cc を超える
　オートバイ
　飛騨自動車検査登録事務所　
　　050-5540-2054

◆軽自動車
　軽自動車検査協会岐阜事務所
　　050-3816-1775

◆125cc 以下のオートバイ
　総務課
　　0577-73-3742

お
知
ら
せ

自動車の名義変更・住所変更・
廃車などの手続きはお早めに！

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
で一定の要件に該当する方を対象に軽自動車税の減免を行っています。現在、令和
３年度の申請を受け付けていますので、希望される方は次のとおり申請してくだ
さい。

■新規に減免を希望される方
　車検証、手帳、運転免許証をもって税務課窓口または各振興事務所で
申請してください。（ホームページの減免申請書をダウンロードし、郵送申請も
可）
※減免対象となるかは税務課にお電話いただくか、ホームページ掲載の「障が
　い者の方に対する軽自動車税（種別割）の減免について」でご確認ください

■令和２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。必要書類を添付し、税務課へ提出してく
ださい。
※減免申請の締切は、５月 24 日（月）です。お早めに申請してください

■納期限の変更
　市では、令和３年度から軽自動車税の納期限を５月 31 日に変更します。（納
期限が土日の場合は、その翌月曜日が納期限となります）

■賦課期日
　軽自動車税の賦課期日はこれまでどおり４月１日です。
毎年４月１日現在で登録されている軽自動車の所有者に対して軽自動車税が
課税されます。

■納期変更理由
　賦課期日（４月１日）の軽自動車の取得・廃車などの状況を確認できる期間
を十分確保し、より適正な課税を図るとともに、納付期間を十分に確保するた
めです。

■納税通知書の発送時期
　納期変更に伴い、納税通知書は４月下旬発送予定です。
　５月中旬を過ぎても納税通知書が届かない場合は、税務課へご連絡ください。

■令和２年度の車検用納税証明書について
　令和２年度の車検用の納税証明書の有効期限は令和３年４月 29 日です。５
月中に車検を受ける方は有効期限を令和３年５月 30 日（口座振替の方は６月
15 日）まで延長し、再発行します。お手数ですが、税務課（各振興事務所も可）で
申請してください。

税務課
0577-73-3742

お
知
ら
せ

令和２年中に固定資産の名義
人・共有者を変更された方へ

固定資産税を口座振替で納税されてい
る方で、令和２年中に下記の変更が
あった場合には、これまでの口座振替
登録が引き継がれません。そのため、変
更後の名義等であらためて口座振替の
手続きが必要となります。

①相続・贈与で土地等の登記名義に変　 
　更があった場合
②共有者の変更があった場合
③共有者の持ち分に変更があった場合

■手続き
　「口座振替依頼書」をご希望の金融機関
窓口へ提出ください。
※手続きには通帳の届出印が必要です
※単独所有分（例：飛騨太郎）と共有分
　（例：飛騨太郎　外〇名）の両方の口座
　振替を希望される場合は、それぞれ口
　座振替の登録を行う必要があります

場
版ドイワ
広の報情 場

版ドイワ
広の報情

（注）上記の様式は例です
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2022年2月まで延長します

古川町保健センター 0577-73-2948
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３年度の申請を受け付けていますので、希望される方は次のとおり申請してくだ
さい。

■新規に減免を希望される方
　車検証、手帳、運転免許証をもって税務課窓口または各振興事務所で
申請してください。（ホームページの減免申請書をダウンロードし、郵送申請も
可）
※減免対象となるかは税務課にお電話いただくか、ホームページ掲載の「障が
　い者の方に対する軽自動車税（種別割）の減免について」でご確認ください

■令和２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。必要書類を添付し、税務課へ提出してく
ださい。
※減免申請の締切は、５月 24 日（月）です。お早めに申請してください
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　市では、令和３年度から軽自動車税の納期限を５月 31 日に変更します。（納
期限が土日の場合は、その翌月曜日が納期限となります）
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　軽自動車税の賦課期日はこれまでどおり４月１日です。
毎年４月１日現在で登録されている軽自動車の所有者に対して軽自動車税が
課税されます。
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を十分確保し、より適正な課税を図るとともに、納付期間を十分に確保するた
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■納税通知書の発送時期
　納期変更に伴い、納税通知書は４月下旬発送予定です。
　５月中旬を過ぎても納税通知書が届かない場合は、税務課へご連絡ください。

■令和２年度の車検用納税証明書について
　令和２年度の車検用の納税証明書の有効期限は令和３年４月 29 日です。５
月中に車検を受ける方は有効期限を令和３年５月 30 日（口座振替の方は６月
15 日）まで延長し、再発行します。お手数ですが、税務課（各振興事務所も可）で
申請してください。
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②共有者の変更があった場合
③共有者の持ち分に変更があった場合

■手続き
　「口座振替依頼書」をご希望の金融機関
窓口へ提出ください。
※手続きには通帳の届出印が必要です
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場
版ドイワ
広の報情 場

版ドイワ
広の報情

（注）上記の様式は例です飛騨の薬草を学ぶ
教養講座

紫　塩

　冬場の飛騨は松葉など限られた薬
草しか取れないので、ミネラルを効
果的に摂る方法が限られます。
　そんな中で手軽に、しかも多用途
に使用できるのが紫塩（シエン）で
す。紫塩の効能は村上先生がよく話
してくださっていました。薬草では
ありませんが、ぜひ活用してくださ
い。
　近年、塩化ナトリウムだけの食塩
が見直され、海塩や岩塩などミネラ
ル分の多さや味のまるさを特徴とし
た塩が店頭に普及してきています。
紫塩は岩塩の一つで、数億年前、ヒマ

ラヤ山脈ができた際の古代塩が、さ
らに地殻変動の圧力やマグマの熱な
どの影響を受けてできた、ミネラル
の塊とも言える他に類を見ない奇跡
的な岩塩です。
　塩は古くから使われている生薬の
一つです。現代でも猛暑で汗をかい
た際には塩分補給が言われています
し、生理食塩水なども聞いたことが
あるでしょう。
　紫塩は昔からヒマラヤ周辺で病気
や怪我だけでなく日常の生活にも積
極的に使われてきました。紫塩には
ナトリウムの他、カルシウム、マグネ
シウム、カリウム等の多くのミネラ
ルに加え、イオウ成分が含まれるの
が特徴です。
　直接体に摂り入れる方法として、
スープに入れる、肉料理等の味付け
に使うと旨味がグンとアップしま
す。
　外用としては紫塩を入れた風呂
は、塩とイオウ、豊富なミネラルの作
用で、美肌効果に加え、体が芯から温
まり疲労が軽減します。また、虫に刺

された箇所に水で溶いたものを塗る
と治りがとても早くなります。
　紫塩はスーパーなどの他、ネット
ショップなどで入手できます。外用
専用の紫塩もあるので購入の際は注
意してください。塩分なので摂取に
注意が必要な方もありますが、うま
く内用、外用していただき、健康で冬
を乗り越えましょう。

　体には、もともと自分で病気を治
そうとする自然治癒力があります。
　普段から、バランスの良い食事や
適度な運動、十分な睡眠など、規則正
しい生活をしていると「病気を治す
力」が高まります。
　けれども、自然治癒力が十分に働
かないことがあります。その時、薬の
力が必要となります。
　いくら薬を飲んでも、しっかり体
を休めなかったり、規則正しい生活
をしなかったりするとなかなか病気
は治りません。
　薬にはいろいろな形や使い方があ

ります。
　飲み薬（内服薬）、塗り薬、貼り薬、
目薬など（外用薬）、注射する薬（注射
薬）、さまざまな病気のためにいろい
ろな薬があります。
　薬は、自分の判断だけで勝手に
使ってはいけません。いろいろな決
まりを守らないと危険なことがあり
ます。
　薬の効き目は、血中濃度で決まり
ます。
　体の中の薬の量は、時間とともに
減っていきます。
　薬の効き目が現れる範囲を保つた
めに、飲む量と回数が決められてい
ます。飲みすぎると危険な範囲、少な
すぎると効き目が現れない範囲にな
ります。
　薬には、主作用と副作用があり、主
作用とは体に有効な薬の働きのこと
です。副作用とは薬を飲んだことで
薬本来の目的以外の好ましくない働
きが起こることです。
 これ以外にも、薬にはさまざまな注
意事項があります。

○薬は正しく使い病院からもらった
　薬を家族や他の人に使うのはやめ
　ましょう。
○古いお薬は、取り置きをせず処分
　するようにしましょう。
○症状が似ているからといって以前
　に病院で処方され残っていた薬を
　使うことはやめましょう。
○薬を使った時にいつもと違う症状
　が出たときは、すぐに医師・薬剤
　師に相談しましょう。
○薬は、高温・高湿をさけて直射日
　光のあたらない所に保管しましょ
　う。
○お菓子等と間違えないように子供
　の手の届かない所に置きましょう。
　その他にも、薬についての心配事
や質問があれば、かかりつけの医師・
薬剤師に相談しましょう。

　大切な人との別れは辛いことです
が、深い悲しみの中でも行わなけれ
ばならない重要な手続きや届け出が
あります。死後の事務手続きは行う
ことが多く、細かいものまで含める
と 100 近いものがあると言われて
います。
　死亡後にまず行わなければならな
いのが「死亡届」と「火葬許可申請書」
を市役所に提出することです。書類
への署名や押印は親族が行います
が、提出については葬儀社が代行し
てくれます。そして、葬儀後にすぐ行

うべきことは、故人が年金受給者で
あったなら年金の受給停止手続き、
介護保険の資格喪失届、住民票の抹
消届け、世帯主の方であったなら世
帯主の変更届や各種名義変更などで
すが、現在、市ではご遺族の負担を少
しでも和らげるために「おくやみワ
ンストップ窓口」を設け、今までいく
つもの担当窓口へ出向かねばならな
かった一連の死後の事務手続きが、
一つの窓口で行えるようになりまし
た。死亡届を提出することで、後日手
続きに関する案内文書が届くので、
これに沿ってすすめていけばよいで
しょう。また終活支援センターにお
きましても、手続きに迷われる方へ
の道標としてご利用いただける「ご
遺族のための各種手続きチェックリ
スト」を用意しています。
　その後の各種手続きは、故人の職
業や年齢、家族構成等によってまち
まちですが、遺族の方がよく心配さ
れるのが、金融機関口座の凍結で、当
座のお金が引き出せなくなることで
す。しかし、民法改正で、現在は相続

人であれば、一定の金額（法定相続分
の３分の１）までは引出し可能とな
りました。凍結解除については、少し
落ち着かれてから行えばよいでしょ
う。また、相続に当たっては相続税の
ことを心配される方もみえますが、
遺産総額の相続税には基礎控除とい
う 部 分 が あ り、控 除 さ れ る の は、

「3,000 万円 + 法定相続人の数 ×
600 万円」ですので、この金額を超え
る場合に納税することになります。
　このように、限られた時間の中で
行わなければならない死後の事務手
続きですが、親族の負担を減らすた
め、出来る限りの生前整理を考えた
いものです。

　かつて、古川祭起し太鼓行事の大
太鼓は、寺院の太鼓が使われていま
した。古川祭のたびに、主事が、寺院
から太鼓を借用していました。
　昭和４年（1929）４月１日に行わ
れた神社議員会にて、第３区（現在の
第 16 区）の区長から、「目醒太鼓（起
し太鼓）新調ノ件」（『神社議員集会日
誌』〈飛驒市行政資料〉。括弧は引用者
註。）が提案されました。しかし、新調
する予算がないことから、この提案
は承認されず、従来どおり、主事が寺
院から太鼓を借用することに決まり

ました。
　ところが、４月３日、主事を抽籤す
る神籤式のあとに行われた神社議員
会にて、第８区（現在の第 13 区・第
14 区）の区長から、大太鼓の既製品
が、高山町（現在の高山市）の商店に、
手頃な価格で販売されている情報が
もたらされました。その後、13 日に、
氏子総代らが、その大太鼓を確認し、
そして購入することになりました。
　こ う し て 新 調 さ れ た 大 太 鼓 は、
さっそく、この年の起し太鼓行事に
使われました。ところが、行事の最中
に、大太鼓の櫓と付け太鼓が、攻防の
すえに古川警察署内に侵入してしま
い、さらには、警察署におびただしい
投石がなされる事件がおこりまし
た。これが、昭和の起し太鼓警察署襲
撃事件です。なお、昭和４年当時、古
川警察署は弐之町にありました。
　この大太鼓は、昭和４年から 11
年（1936）の起し太鼓行事に使われ
ました。その後、渡辺一郎氏が、昭和
11 年 12 月に、初孫誕生の記念とし
て、大太鼓を奉納しました。これが、

こんにちの起し太鼓行事に使われ
る、鼓面に気多若宮神社の神紋が大
きくえがかれた大太鼓です。
　起し太鼓としての役目を終えた大
太鼓は、翌昭和 12 年１月に、本光寺
によって購入されました。この大太
鼓は、いまもなお、本光寺本堂に保存
されています。

村上光太郎　「薬草を食べる」より

連 載 の 庭

地域振興課 0577-62-8904

文化振興課
0577-73-7496

飛騨市民病院
0578-82-1150

0577-73-3214

15

  飛騨市終活支援センター
（飛騨市社会福祉協議会内）

予問

14 2021年３月号

連 載 の 庭

死後の
事務手続き

＜その12＞

月一度、終活巡回相談日を
開設しています。（要予約）

■３月 26 日（金）
　神岡振興事務所 ９：3０～１6：００

昭和４年購入の起し太鼓薬って？
飛騨市民病院　薬剤科

▲本光寺に保存されている大太鼓
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募

　
　集
令和３年度　乳幼児学級生募集

スポーツ振興課
0577-62-8030

市民保健課（本庁）
0577-73-7464

古川町保健センター
0577-73-2948

子育て応援課 0577-73-2458

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。

■対象
　市内にお住まいの、平成 30 年４月２日から令和３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 頃から 11:30 頃まで
■申込期間
　４月１日（木）から４月 21 日（水）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）

お
知
ら
せ

スポーツ振興くじ（ｔｏｔｏ）
助成を利用しました

市では、下記の事業を独立行政法人日
本スポーツ振興センターよりスポーツ
振興くじ助成金の交付を受け、整備を
行いました。

・サン・スポーツランドふるかわ防球ネッ
　ト改造事業
・スキー競技用計時装置設置事業

　この助成金は、「スポーツくじ（ｔｏｔｏ・
BIG）」の収益を財源にし、日本のスポーツ
発展に役立てられています。
ＵＲＬ　https://www.jpnsport.go.jp

お
知
ら
せ

献血バスがやってきます

●４月の献血バス
■日時　４月 20 日（火）
■12:00 ～ 13:00
　　　　　　　　（株）イバタインテリア
■14:15 ～ 16:15　ハートピア古川
　　　　　　　　　　　（400ml 限定）

お
知
ら
せ

柔道整復師（整骨院・接骨院）
のかかり方について

ケガなどで柔道整復師（整骨院・接骨
院）による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

献血血液が不足しています！

福祉メディアステーション
飛騨ブランチ 0577-34-1316

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

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

古川町乳幼児学級 河合・宮川町乳幼児学級 神岡町乳幼児学級
○場所：ハートピア古川
★はいはい学級（０歳児クラス）
★すくすく学級（１歳児クラス）
★のびのび学級（２歳児クラス）

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

○場所：河合保育園
★サンさいキッズ
　（０～２歳児の合同学級です）

※●歳児は４月１日時点での満年齢です

市民保健課（本庁） 0577-73-7464

お
知
ら
せ

3月28日 (日 )・4月3日（土）
市民保健課休日窓口を開設します

年度始めは人事異動、就職、入学等により多く方が住所変更
等をされる時期です。市民保健課では、市民の皆さんの便宜
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
開設します。

■日時
　３月 28 日 ( 日 )・４月３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（事前に電話予約してくださ
　い）
※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のでご了承
　ください
■その他　
　上記取扱い事務のみ、３月 29 日（月）から４月２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。（どちらも各振興
事務所は電話予約制です）

市民保健課（本庁） 0577-73-7464

お
知
ら
せ
人権擁護委員が委嘱されました

　人権擁護委員として３期 (９年３ヵ月 ) 活動され、退任
された水川治一さん（写真中央）に都竹市長から法務大臣
の感謝状が伝達されました。また、新任の藤田計人さん（写
真右）には委嘱状が渡されました。
　人権擁護委員
は、地域の方か
ら人権相談を受
け、問題解決の
お手伝いをした
り、地域の皆さ
んに人権につい
て関心を持って
もらえるような
啓発活動を行っています。
　新任の藤田さんは、「身が引き締まる思い。しっかり努め
たい」と抱負を語られました。

森　本　晴　男

蒲　　　貞　憲

田　口　理　子

藤　田　計　人

若　田　　　壽

泉　　　初　枝

服　部　宗　純

中　田　秀　夫

水　　　順　子

地区 氏　名 氏　名

古川

地区

宮川

神岡
河合

　　下　喜美子

人権擁護委員 ( 令和 3年 1月現在 )

募

　
　集
市営住宅入居者募集

都市整備課　 （古川・河合・宮川）0577-73-0153

※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　３月24日(水)～３月31日(水)　 ■入居予定日　５月１日(土)

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

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

新栄町団地

古川町新栄町

RC造3階建

3DK

特公賃

(世帯用 )1戸

サン・アルプ旭
B棟

３DK

神岡町殿

RC造6階建

公営

(世帯用 )１戸

サン・アルプ旭
Ｃ棟

２DK

神岡町殿

RC造6階建

公営

(世帯用 )2 戸

みなし特公賃

(世帯用 )２戸

宮川町杉原

木造2階建

4DK

（神岡）0578-82-2254神岡振興事務所（建設農林課基盤係）

場
版らわか
広の報情 場

版らわか
広の報情
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市民保健課（本庁）
0577-73-7464

古川町保健センター
0577-73-2948

子育て応援課 0577-73-2458

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。

■対象
　市内にお住まいの、平成 30 年４月２日から令和３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 頃から 11:30 頃まで
■申込期間
　４月１日（木）から４月 21 日（水）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）

お
知
ら
せ

スポーツ振興くじ（ｔｏｔｏ）
助成を利用しました

市では、下記の事業を独立行政法人日
本スポーツ振興センターよりスポーツ
振興くじ助成金の交付を受け、整備を
行いました。

・サン・スポーツランドふるかわ防球ネッ
　ト改造事業
・スキー競技用計時装置設置事業

　この助成金は、「スポーツくじ（ｔｏｔｏ・
BIG）」の収益を財源にし、日本のスポーツ
発展に役立てられています。
ＵＲＬ　https://www.jpnsport.go.jp

お
知
ら
せ

献血バスがやってきます

●４月の献血バス
■日時　４月 20 日（火）
■12:00 ～ 13:00
　　　　　　　　（株）イバタインテリア
■14:15 ～ 16:15　ハートピア古川
　　　　　　　　　　　（400ml 限定）

お
知
ら
せ

柔道整復師（整骨院・接骨院）
のかかり方について

ケガなどで柔道整復師（整骨院・接骨
院）による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

献血血液が不足しています！

福祉メディアステーション
飛騨ブランチ 0577-34-1316

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

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

古川町乳幼児学級 河合・宮川町乳幼児学級 神岡町乳幼児学級
○場所：ハートピア古川
★はいはい学級（０歳児クラス）
★すくすく学級（１歳児クラス）
★のびのび学級（２歳児クラス）

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

○場所：河合保育園
★サンさいキッズ
　（０～２歳児の合同学級です）

※●歳児は４月１日時点での満年齢です

市民保健課（本庁） 0577-73-7464

お
知
ら
せ

3月28日 (日 )・4月3日（土）
市民保健課休日窓口を開設します

年度始めは人事異動、就職、入学等により多く方が住所変更
等をされる時期です。市民保健課では、市民の皆さんの便宜
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
開設します。

■日時
　３月 28 日 ( 日 )・４月３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（事前に電話予約してくださ
　い）
※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のでご了承
　ください
■その他　
　上記取扱い事務のみ、３月 29 日（月）から４月２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。（どちらも各振興
事務所は電話予約制です）

市民保健課（本庁） 0577-73-7464

お
知
ら
せ
人権擁護委員が委嘱されました

　人権擁護委員として３期 (９年３ヵ月 ) 活動され、退任
された水川治一さん（写真中央）に都竹市長から法務大臣
の感謝状が伝達されました。また、新任の藤田計人さん（写
真右）には委嘱状が渡されました。
　人権擁護委員
は、地域の方か
ら人権相談を受
け、問題解決の
お手伝いをした
り、地域の皆さ
んに人権につい
て関心を持って
もらえるような
啓発活動を行っています。
　新任の藤田さんは、「身が引き締まる思い。しっかり努め
たい」と抱負を語られました。

森　本　晴　男

蒲　　　貞　憲

田　口　理　子

藤　田　計　人

若　田　　　壽

泉　　　初　枝

服　部　宗　純

中　田　秀　夫

水　　　順　子

地区 氏　名 氏　名

古川

地区

宮川

神岡
河合

　　下　喜美子

人権擁護委員 ( 令和 3年 1月現在 )

募

　
　集
市営住宅入居者募集

都市整備課　 （古川・河合・宮川）0577-73-0153

※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　３月24日(水)～３月31日(水)　 ■入居予定日　５月１日(土)

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

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

新栄町団地

古川町新栄町

RC造3階建

3DK

特公賃

(世帯用 )1戸

サン・アルプ旭
B棟

３DK

神岡町殿

RC造6階建

公営

(世帯用 )１戸

サン・アルプ旭
Ｃ棟

２DK

神岡町殿

RC造6階建

公営

(世帯用 )2 戸

みなし特公賃

(世帯用 )２戸

宮川町杉原

木造2階建

4DK

（神岡）0578-82-2254神岡振興事務所（建設農林課基盤係）

場
版らわか
広の報情 場
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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

1312 2021年３月号

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

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)

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)

○

－

－

○

－

4/7(水)、14(水)、
 　21(水)、28(水)、

4/8(木)、9(金)
 26(月)、27(火)

4/21(水)

4/21(水)

平日

4/8(木)

4/15(木)

13:00～16:00

10:00～17:00

13:00～17:00

11:00～15:00

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

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

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

消費生活相談員による無料相談
(専門の消費生活相談員による消費生活にかかる相談) ○ 4/7(水) 10:00～15:00 飛騨市役所 総務課

☎0577-73-7461

ハートピア古川DV・児童虐待相談
(DV・児童虐待に関する専用窓口相談) － 8:30～17:15

子育て応援センター
☎080-2621-7281

児童相談所全国共通ダイヤル
☎189（24時間365日）

平日

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

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

・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

13：30～15：30
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

21日（水） 神岡町保健センター
19日（水） ハートピア古川
16日（水） 河合町公民館
28日（水） ハートピア古川
25日（水） 神岡町保健センター

20日（水） 宮川町保健センター
17日（水） 神岡町保健センター
15日（水） ハートピア古川

８日（木）
13日（木）
３日（木）
１日（木）
５日（木）
２日（木）
７日（木）
11日（木）
２日（木）

13日（木）
３日（木）
３日（木）

こころの健康相談カレンダー（令和３年度版）

場
版らわか
広の報情



1110 2021年３月号

飛騨市美術館 0577-73-3288

全国健康保険協会岐阜支部
058-255-5155

お
知
ら
せ

飛騨市美術館企画展「飛騨を描
き続けた清冽の画家 沖野清 展」

飛騨市神岡町出身の故・沖野清さんの
展覧会を開催します。丁寧な筆致、冷涼
で厳しさのある色彩等、彼の作品に広
がる清冽な世界をお楽しみください。

■開催期間
　４月1７日（土）～６月６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（月曜日が祝日の場合は翌平日）
■観覧料
　一般 200 円、高校生以下無料（身体障
がい者手帳の交付を受けている方と
20人以上の団体は20%割引）
■無料開放日
　家族ミュージアムの日（第 3 日曜）

お
知
ら
せ

令和２年度電源立地地域
対策交付金を活用しました

電源立地地域対策交付金は発電用施設
の周辺地域に対し、公共施設の整備や
福祉の向上を図るために交付されま
す。
　市内には下小鳥ダムなど 19 の発電用
施設が立地しており、全国でも有数の水
力エネルギー資源を有しています。
　令和２年度は交付金 89,849 千円を消
防署の運営事業に活用し、安全で安心な
暮らしの実現に努めました。

お
知
ら
せ

協会けんぽの保険料率の
変更について

令和３年３月分（４月納付分）から
●健康保険料率
　　　　９．８３％（０．０９％　引下げ）
●介護保険料率
　　　　１．８０％（０．０１％　引上げ）
　詳しくは全国健康保険協会（協会けん
ぽ）ホームページでご確認ください。

飛騨市消防本部
0577-73-6119 総合政策課 0577-73-6558

お
知
ら
せ

救助用資機材搭載型小型動力
ポンプ積載車の配備について

消防団充実強化を目的として、多様化
する風水害等の大規模災害に対応する
ため、総務省消防庁に配備を要望して
いた無償貸付車両が、飛騨市消防団に
配備されました。
　
　この車両は小型動力ポンプの他に、エ
ンジンカッターなどの救助用資機材を搭
載した車両となっており、飛騨市に貸付
されるのは今回で２台目となります。
　今回は古川方面隊第 3 分団第 2 部（太
江）に配備されます。
　2 月 15 日に消防本部において引渡し
式が行われ、飛騨市長から蒲消防団長に
車両が譲渡されました。

市民保健課（本庁）
0577-73-7464

お
知
ら
せ

マイナンバーカード交付
申請書を順次発送しています

マイナンバーカードをお持ちでない方
へ、オンライン申請の可能なＱＲコー
ド付き交付申請書が地方公共団体情報
システム機構 (J-LIS) から順次送付され
ています。
　QR コードをスマートフォンなどで
読み取り、顔写真データ、生年月日等、
必要事項を登録するだけで、簡単にオ
ンライン申請できます。
※紙の交付申請書と返信用封筒も同封
　されています。送付先は「川崎東郵便
　局郵便私書箱第２号」「地方公共団体
　情報システム機構（J-LIS）行」

農業振興課
0577-73-7466

お
知
ら
せ

農業情報を市公式 LINE
およびメールで配信しています

近年大雨や大雪といった災害時におい
て、農作物や農業施設の被害が相次い
でいます。少しでも被害の軽減を図る
とともに、行政機関等が発信する必要
な情報を周知することを目的として、
市公式 LINE とメール配信サービス

「ほっと知るメールひだ」に「農業情報」
の項目を追加しました。ぜひご登録、ご
活用ください。

　登録方法等が分からない場合は、市
公式ホームページ（下 QR コード）をご
覧いただくか、農業振興課までお問い
合わせまたは窓口まで
お越しください。

催し物（場所：飛騨市美術館 参加無料）

トークイベント「私の好きな沖野作品」
沖野清さんにゆかりの深い作家３
名をお招きし、作品の魅力や沖野さ
んの人となりについて座談会形式
でお話しいただきます。
■開催日
　４月 17 日（土）　14：00 ～ 15：30
副館長と絵を見て話そう！
沖野清さんの絵から感じるさまざま
な思い、印象、感情を言葉にすること
で、鑑賞を深めます。（保育園年長～高
校生対象）
■開催日
　４月 18 日（日）　10：00 ～ 11：00

子育て応援課
0577-73-2458

岐阜県健康福祉部子ども・
女性局子育て支援課
058-272-8077

現在、18歳未満のお子さんがいる世帯、
妊娠中の方がいる世帯に交付してい
る「ぎふっこカード」が新しくなります。

　配布方法は、保育園（未満児）、小・
中学校、高等学校のお子さんは通園、
通学している学校等を通じて配布し
ました。未就園児のお子さんには郵
送します。妊娠中の方は、保健セン
ターや各振興事務所で配布しますの
で窓口へお申し出ください。

・「ぎふっこカード」は参加店舗で提
　示することで商品購入の際の割引
　やポイント加算などのサービスを
　受けることができるカードです。

・「ぎふ子育て応援団」
　情報は右 QR コード
　をご覧ください。

お
知
ら
せ

県子育て家庭応援キャンペーン
「ぎふっこカード」の更新について

飛騨警察署 0577-73-0110（内線211）

お
知
ら
せ

令和３年度岐阜県警察官Ａ採用試験について

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） 50 人程度

ＡⅡ（大卒女性） 15 人程度

令和４年
４月１日

３月１日 ( 月 )
から

4 月 8 日 ( 木 )

５月９日（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 61 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４年３月 31日までに卒業見込み
※採用試験申込書は、原則電子申請での申し込みをお願いします。（電子申請については
　「岐阜県警察公式ホームページ」から申込入力画面へいくことができます）飛騨警察署等
　で配付する申込書、県警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
※申込書の提出については、受付期間中に申込書を岐阜県警察本部まで持参（平日の午前８
　時 30 分から午後５時 15 分までの間）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、飛騨警察署（警務課）までお問い合わせください

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

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

申請による運転免許証の延長措置に
ついて
　新型コロナウイルス感染症対策とし
て、運転免許証の「有効期間」の延長措
置を申請することができます。
　申請をすることができる方は、有効期
限等の末日が

 『令和３年３月３１日までの方』
です。
　過去に延長措置を申請し、延長され
た有効期間の末日が令和３年３月３１日
までの方も対象となりますが、再度の申
請が必要です。
　『●（自動的に延長されません）』
　この措置により、有効期間等が３ヵ月
延長されます。
　延長された有効期間等の末日まで
に、運転免許証の更新手続きをしなかっ
た場合は、運転免許証は失効します。
　申請は、運転者講習センターおよび
警察署の窓口で申請も可能ですが、新
型コロナウイルス感染症対策として、郵
送による申請をご利用ください。

　人は生きていく中で、変わることを
求められるときがあります。仕事、家
庭、学校、さらにはコロナ禍で。「この
先どうすれば？」を６人のスペシャリ
ストに聞く。

　「それはなんですか？」はやたくん
は、ゆうこさんのルーペを借りてのぞい
てみます。小さな勇気が、多様な社会を
知るきっかけに。実話から生まれた
本。

熊野英一、杉山錠士／編著
小学館クリエイティブ 多屋光孫／文・絵　合同出版

『急に 「変われ」 と言われても』 『ゆうこさんのルーペ』

第５回 雑誌総選挙 栄えある第1位は!?
先月行われた投票結果を掲示しています。
飛騨市図書館・神岡図書館にて結 果 発 表

場
版らわか
広の報情 場

版らわか
広の報情



1110 2021年３月号

飛騨市美術館 0577-73-3288

全国健康保険協会岐阜支部
058-255-5155

お
知
ら
せ

飛騨市美術館企画展「飛騨を描
き続けた清冽の画家 沖野清 展」

飛騨市神岡町出身の故・沖野清さんの
展覧会を開催します。丁寧な筆致、冷涼
で厳しさのある色彩等、彼の作品に広
がる清冽な世界をお楽しみください。

■開催期間
　４月1７日（土）～６月６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（月曜日が祝日の場合は翌平日）
■観覧料
　一般 200 円、高校生以下無料（身体障
がい者手帳の交付を受けている方と
20人以上の団体は20%割引）
■無料開放日
　家族ミュージアムの日（第 3 日曜）

お
知
ら
せ

令和２年度電源立地地域
対策交付金を活用しました

電源立地地域対策交付金は発電用施設
の周辺地域に対し、公共施設の整備や
福祉の向上を図るために交付されま
す。
　市内には下小鳥ダムなど 19 の発電用
施設が立地しており、全国でも有数の水
力エネルギー資源を有しています。
　令和２年度は交付金 89,849 千円を消
防署の運営事業に活用し、安全で安心な
暮らしの実現に努めました。

お
知
ら
せ

協会けんぽの保険料率の
変更について

令和３年３月分（４月納付分）から
●健康保険料率
　　　　９．８３％（０．０９％　引下げ）
●介護保険料率
　　　　１．８０％（０．０１％　引上げ）
　詳しくは全国健康保険協会（協会けん
ぽ）ホームページでご確認ください。

飛騨市消防本部
0577-73-6119 総合政策課 0577-73-6558

お
知
ら
せ

救助用資機材搭載型小型動力
ポンプ積載車の配備について

消防団充実強化を目的として、多様化
する風水害等の大規模災害に対応する
ため、総務省消防庁に配備を要望して
いた無償貸付車両が、飛騨市消防団に
配備されました。
　
　この車両は小型動力ポンプの他に、エ
ンジンカッターなどの救助用資機材を搭
載した車両となっており、飛騨市に貸付
されるのは今回で２台目となります。
　今回は古川方面隊第 3 分団第 2 部（太
江）に配備されます。
　2 月 15 日に消防本部において引渡し
式が行われ、飛騨市長から蒲消防団長に
車両が譲渡されました。

市民保健課（本庁）
0577-73-7464

お
知
ら
せ

マイナンバーカード交付
申請書を順次発送しています

マイナンバーカードをお持ちでない方
へ、オンライン申請の可能なＱＲコー
ド付き交付申請書が地方公共団体情報
システム機構 (J-LIS) から順次送付され
ています。
　QR コードをスマートフォンなどで
読み取り、顔写真データ、生年月日等、
必要事項を登録するだけで、簡単にオ
ンライン申請できます。
※紙の交付申請書と返信用封筒も同封
　されています。送付先は「川崎東郵便
　局郵便私書箱第２号」「地方公共団体
　情報システム機構（J-LIS）行」

農業振興課
0577-73-7466

お
知
ら
せ

農業情報を市公式 LINE
およびメールで配信しています

近年大雨や大雪といった災害時におい
て、農作物や農業施設の被害が相次い
でいます。少しでも被害の軽減を図る
とともに、行政機関等が発信する必要
な情報を周知することを目的として、
市公式 LINE とメール配信サービス

「ほっと知るメールひだ」に「農業情報」
の項目を追加しました。ぜひご登録、ご
活用ください。

　登録方法等が分からない場合は、市
公式ホームページ（下 QR コード）をご
覧いただくか、農業振興課までお問い
合わせまたは窓口まで
お越しください。

催し物（場所：飛騨市美術館 参加無料）

トークイベント「私の好きな沖野作品」
沖野清さんにゆかりの深い作家３
名をお招きし、作品の魅力や沖野さ
んの人となりについて座談会形式
でお話しいただきます。
■開催日
　４月 17 日（土）　14：00 ～ 15：30
副館長と絵を見て話そう！
沖野清さんの絵から感じるさまざま
な思い、印象、感情を言葉にすること
で、鑑賞を深めます。（保育園年長～高
校生対象）
■開催日
　４月 18 日（日）　10：00 ～ 11：00

子育て応援課
0577-73-2458

岐阜県健康福祉部子ども・
女性局子育て支援課
058-272-8077

現在、18歳未満のお子さんがいる世帯、
妊娠中の方がいる世帯に交付してい
る「ぎふっこカード」が新しくなります。

　配布方法は、保育園（未満児）、小・
中学校、高等学校のお子さんは通園、
通学している学校等を通じて配布し
ました。未就園児のお子さんには郵
送します。妊娠中の方は、保健セン
ターや各振興事務所で配布しますの
で窓口へお申し出ください。

・「ぎふっこカード」は参加店舗で提
　示することで商品購入の際の割引
　やポイント加算などのサービスを
　受けることができるカードです。

・「ぎふ子育て応援団」
　情報は右 QR コード
　をご覧ください。

お
知
ら
せ

県子育て家庭応援キャンペーン
「ぎふっこカード」の更新について

飛騨警察署 0577-73-0110（内線211）

お
知
ら
せ

令和３年度岐阜県警察官Ａ採用試験について

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） 50 人程度

ＡⅡ（大卒女性） 15 人程度

令和４年
４月１日

３月１日 ( 月 )
から

4 月 8 日 ( 木 )

５月９日（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 61 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４年３月 31日までに卒業見込み
※採用試験申込書は、原則電子申請での申し込みをお願いします。（電子申請については
　「岐阜県警察公式ホームページ」から申込入力画面へいくことができます）飛騨警察署等
　で配付する申込書、県警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
※申込書の提出については、受付期間中に申込書を岐阜県警察本部まで持参（平日の午前８
　時 30 分から午後５時 15 分までの間）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、飛騨警察署（警務課）までお問い合わせください

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

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

申請による運転免許証の延長措置に
ついて
　新型コロナウイルス感染症対策とし
て、運転免許証の「有効期間」の延長措
置を申請することができます。
　申請をすることができる方は、有効期
限等の末日が

 『令和３年３月３１日までの方』
です。
　過去に延長措置を申請し、延長され
た有効期間の末日が令和３年３月３１日
までの方も対象となりますが、再度の申
請が必要です。
　『●（自動的に延長されません）』
　この措置により、有効期間等が３ヵ月
延長されます。
　延長された有効期間等の末日まで
に、運転免許証の更新手続きをしなかっ
た場合は、運転免許証は失効します。
　申請は、運転者講習センターおよび
警察署の窓口で申請も可能ですが、新
型コロナウイルス感染症対策として、郵
送による申請をご利用ください。

　人は生きていく中で、変わることを
求められるときがあります。仕事、家
庭、学校、さらにはコロナ禍で。「この
先どうすれば？」を６人のスペシャリ
ストに聞く。

　「それはなんですか？」はやたくん
は、ゆうこさんのルーペを借りてのぞい
てみます。小さな勇気が、多様な社会を
知るきっかけに。実話から生まれた
本。

熊野英一、杉山錠士／編著
小学館クリエイティブ 多屋光孫／文・絵　合同出版

『急に 「変われ」 と言われても』 『ゆうこさんのルーペ』

第５回 雑誌総選挙 栄えある第1位は!?
先月行われた投票結果を掲示しています。
飛騨市図書館・神岡図書館にて結 果 発 表

場
版らわか
広の報情 場

版らわか
広の報情



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

1312 2021年３月号

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

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)

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)

○

－

－

○

－

4/7(水)、14(水)、
 　21(水)、28(水)、

4/8(木)、9(金)
 26(月)、27(火)

4/21(水)

4/21(水)

平日

4/8(木)

4/15(木)

13:00～16:00

10:00～17:00

13:00～17:00

11:00～15:00

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

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

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

消費生活相談員による無料相談
(専門の消費生活相談員による消費生活にかかる相談) ○ 4/7(水) 10:00～15:00 飛騨市役所 総務課

☎0577-73-7461

ハートピア古川DV・児童虐待相談
(DV・児童虐待に関する専用窓口相談) － 8:30～17:15

子育て応援センター
☎080-2621-7281

児童相談所全国共通ダイヤル
☎189（24時間365日）

平日

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

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

・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

13：30～15：30
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

21日（水） 神岡町保健センター
19日（水） ハートピア古川
16日（水） 河合町公民館
28日（水） ハートピア古川
25日（水） 神岡町保健センター

20日（水） 宮川町保健センター
17日（水） 神岡町保健センター
15日（水） ハートピア古川

８日（木）
13日（木）
３日（木）
１日（木）
５日（木）
２日（木）
７日（木）
11日（木）
２日（木）

13日（木）
３日（木）
３日（木）

こころの健康相談カレンダー（令和３年度版）

場
版らわか
広の報情



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

1312 2021年３月号

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

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)

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)

○

－

－

○

－

4/7(水)、14(水)、
 　21(水)、28(水)、

4/8(木)、9(金)
 26(月)、27(火)

4/21(水)

4/21(水)

平日

4/8(木)

4/15(木)

13:00～16:00

10:00～17:00

13:00～17:00

11:00～15:00

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

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

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

消費生活相談員による無料相談
(専門の消費生活相談員による消費生活にかかる相談) ○ 4/7(水) 10:00～15:00 飛騨市役所 総務課

☎0577-73-7461

ハートピア古川DV・児童虐待相談
(DV・児童虐待に関する専用窓口相談) － 8:30～17:15

子育て応援センター
☎080-2621-7281

児童相談所全国共通ダイヤル
☎189（24時間365日）

平日

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

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

・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

13：30～15：30
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

21日（水） 神岡町保健センター
19日（水） ハートピア古川
16日（水） 河合町公民館
28日（水） ハートピア古川
25日（水） 神岡町保健センター

20日（水） 宮川町保健センター
17日（水） 神岡町保健センター
15日（水） ハートピア古川

８日（木）
13日（木）
３日（木）
１日（木）
５日（木）
２日（木）
７日（木）
11日（木）
２日（木）

13日（木）
３日（木）
３日（木）

こころの健康相談カレンダー（令和３年度版）

場
版らわか
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９８ 2021年３月号

募

　
　集
令和３年度　乳幼児学級生募集

スポーツ振興課
0577-62-8030

市民保健課（本庁）
0577-73-7464

古川町保健センター
0577-73-2948

子育て応援課 0577-73-2458

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。

■対象
　市内にお住まいの、平成 30 年４月２日から令和３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 頃から 11:30 頃まで
■申込期間
　４月１日（木）から４月 21 日（水）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）

お
知
ら
せ

スポーツ振興くじ（ｔｏｔｏ）
助成を利用しました

市では、下記の事業を独立行政法人日
本スポーツ振興センターよりスポーツ
振興くじ助成金の交付を受け、整備を
行いました。

・サン・スポーツランドふるかわ防球ネッ
　ト改造事業
・スキー競技用計時装置設置事業

　この助成金は、「スポーツくじ（ｔｏｔｏ・
BIG）」の収益を財源にし、日本のスポーツ
発展に役立てられています。
ＵＲＬ　https://www.jpnsport.go.jp

お
知
ら
せ

献血バスがやってきます

●４月の献血バス
■日時　４月 20 日（火）
■12:00 ～ 13:00
　　　　　　　　（株）イバタインテリア
■14:15 ～ 16:15　ハートピア古川
　　　　　　　　　　　（400ml 限定）

お
知
ら
せ

柔道整復師（整骨院・接骨院）
のかかり方について

ケガなどで柔道整復師（整骨院・接骨
院）による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

献血血液が不足しています！

福祉メディアステーション
飛騨ブランチ 0577-34-1316

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

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

古川町乳幼児学級 河合・宮川町乳幼児学級 神岡町乳幼児学級
○場所：ハートピア古川
★はいはい学級（０歳児クラス）
★すくすく学級（１歳児クラス）
★のびのび学級（２歳児クラス）

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

○場所：河合保育園
★サンさいキッズ
　（０～２歳児の合同学級です）

※●歳児は４月１日時点での満年齢です

市民保健課（本庁） 0577-73-7464

お
知
ら
せ

3月28日 (日 )・4月3日（土）
市民保健課休日窓口を開設します

年度始めは人事異動、就職、入学等により多く方が住所変更
等をされる時期です。市民保健課では、市民の皆さんの便宜
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
開設します。

■日時
　３月 28 日 ( 日 )・４月３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（事前に電話予約してくださ
　い）
※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のでご了承
　ください
■その他　
　上記取扱い事務のみ、３月 29 日（月）から４月２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。（どちらも各振興
事務所は電話予約制です）

市民保健課（本庁） 0577-73-7464

お
知
ら
せ
人権擁護委員が委嘱されました

　人権擁護委員として３期 (９年３ヵ月 ) 活動され、退任
された水川治一さん（写真中央）に都竹市長から法務大臣
の感謝状が伝達されました。また、新任の藤田計人さん（写
真右）には委嘱状が渡されました。
　人権擁護委員
は、地域の方か
ら人権相談を受
け、問題解決の
お手伝いをした
り、地域の皆さ
んに人権につい
て関心を持って
もらえるような
啓発活動を行っています。
　新任の藤田さんは、「身が引き締まる思い。しっかり努め
たい」と抱負を語られました。

森　本　晴　男

蒲　　　貞　憲

田　口　理　子

藤　田　計　人

若　田　　　壽

泉　　　初　枝

服　部　宗　純

中　田　秀　夫

水　　　順　子

地区 氏　名 氏　名

古川

地区

宮川

神岡
河合

　　下　喜美子

人権擁護委員 ( 令和 3年 1月現在 )

募

　
　集
市営住宅入居者募集

都市整備課　 （古川・河合・宮川）0577-73-0153

※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　３月24日(水)～３月31日(水)　 ■入居予定日　５月１日(土)

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

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

新栄町団地

古川町新栄町

RC造3階建

3DK

特公賃

(世帯用 )1戸

サン・アルプ旭
B棟

３DK

神岡町殿

RC造6階建

公営

(世帯用 )１戸

サン・アルプ旭
Ｃ棟

２DK

神岡町殿

RC造6階建

公営

(世帯用 )2 戸

みなし特公賃

(世帯用 )２戸

宮川町杉原

木造2階建

4DK

（神岡）0578-82-2254神岡振興事務所（建設農林課基盤係）

場
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飛騨の薬草を学ぶ
教養講座

紫　塩

　冬場の飛騨は松葉など限られた薬
草しか取れないので、ミネラルを効
果的に摂る方法が限られます。
　そんな中で手軽に、しかも多用途
に使用できるのが紫塩（シエン）で
す。紫塩の効能は村上先生がよく話
してくださっていました。薬草では
ありませんが、ぜひ活用してくださ
い。
　近年、塩化ナトリウムだけの食塩
が見直され、海塩や岩塩などミネラ
ル分の多さや味のまるさを特徴とし
た塩が店頭に普及してきています。
紫塩は岩塩の一つで、数億年前、ヒマ

ラヤ山脈ができた際の古代塩が、さ
らに地殻変動の圧力やマグマの熱な
どの影響を受けてできた、ミネラル
の塊とも言える他に類を見ない奇跡
的な岩塩です。
　塩は古くから使われている生薬の
一つです。現代でも猛暑で汗をかい
た際には塩分補給が言われています
し、生理食塩水なども聞いたことが
あるでしょう。
　紫塩は昔からヒマラヤ周辺で病気
や怪我だけでなく日常の生活にも積
極的に使われてきました。紫塩には
ナトリウムの他、カルシウム、マグネ
シウム、カリウム等の多くのミネラ
ルに加え、イオウ成分が含まれるの
が特徴です。
　直接体に摂り入れる方法として、
スープに入れる、肉料理等の味付け
に使うと旨味がグンとアップしま
す。
　外用としては紫塩を入れた風呂
は、塩とイオウ、豊富なミネラルの作
用で、美肌効果に加え、体が芯から温
まり疲労が軽減します。また、虫に刺

された箇所に水で溶いたものを塗る
と治りがとても早くなります。
　紫塩はスーパーなどの他、ネット
ショップなどで入手できます。外用
専用の紫塩もあるので購入の際は注
意してください。塩分なので摂取に
注意が必要な方もありますが、うま
く内用、外用していただき、健康で冬
を乗り越えましょう。

　体には、もともと自分で病気を治
そうとする自然治癒力があります。
　普段から、バランスの良い食事や
適度な運動、十分な睡眠など、規則正
しい生活をしていると「病気を治す
力」が高まります。
　けれども、自然治癒力が十分に働
かないことがあります。その時、薬の
力が必要となります。
　いくら薬を飲んでも、しっかり体
を休めなかったり、規則正しい生活
をしなかったりするとなかなか病気
は治りません。
　薬にはいろいろな形や使い方があ

ります。
　飲み薬（内服薬）、塗り薬、貼り薬、
目薬など（外用薬）、注射する薬（注射
薬）、さまざまな病気のためにいろい
ろな薬があります。
　薬は、自分の判断だけで勝手に
使ってはいけません。いろいろな決
まりを守らないと危険なことがあり
ます。
　薬の効き目は、血中濃度で決まり
ます。
　体の中の薬の量は、時間とともに
減っていきます。
　薬の効き目が現れる範囲を保つた
めに、飲む量と回数が決められてい
ます。飲みすぎると危険な範囲、少な
すぎると効き目が現れない範囲にな
ります。
　薬には、主作用と副作用があり、主
作用とは体に有効な薬の働きのこと
です。副作用とは薬を飲んだことで
薬本来の目的以外の好ましくない働
きが起こることです。
 これ以外にも、薬にはさまざまな注
意事項があります。

○薬は正しく使い病院からもらった
　薬を家族や他の人に使うのはやめ
　ましょう。
○古いお薬は、取り置きをせず処分
　するようにしましょう。
○症状が似ているからといって以前
　に病院で処方され残っていた薬を
　使うことはやめましょう。
○薬を使った時にいつもと違う症状
　が出たときは、すぐに医師・薬剤
　師に相談しましょう。
○薬は、高温・高湿をさけて直射日
　光のあたらない所に保管しましょ
　う。
○お菓子等と間違えないように子供
　の手の届かない所に置きましょう。
　その他にも、薬についての心配事
や質問があれば、かかりつけの医師・
薬剤師に相談しましょう。

　大切な人との別れは辛いことです
が、深い悲しみの中でも行わなけれ
ばならない重要な手続きや届け出が
あります。死後の事務手続きは行う
ことが多く、細かいものまで含める
と 100 近いものがあると言われて
います。
　死亡後にまず行わなければならな
いのが「死亡届」と「火葬許可申請書」
を市役所に提出することです。書類
への署名や押印は親族が行います
が、提出については葬儀社が代行し
てくれます。そして、葬儀後にすぐ行

うべきことは、故人が年金受給者で
あったなら年金の受給停止手続き、
介護保険の資格喪失届、住民票の抹
消届け、世帯主の方であったなら世
帯主の変更届や各種名義変更などで
すが、現在、市ではご遺族の負担を少
しでも和らげるために「おくやみワ
ンストップ窓口」を設け、今までいく
つもの担当窓口へ出向かねばならな
かった一連の死後の事務手続きが、
一つの窓口で行えるようになりまし
た。死亡届を提出することで、後日手
続きに関する案内文書が届くので、
これに沿ってすすめていけばよいで
しょう。また終活支援センターにお
きましても、手続きに迷われる方へ
の道標としてご利用いただける「ご
遺族のための各種手続きチェックリ
スト」を用意しています。
　その後の各種手続きは、故人の職
業や年齢、家族構成等によってまち
まちですが、遺族の方がよく心配さ
れるのが、金融機関口座の凍結で、当
座のお金が引き出せなくなることで
す。しかし、民法改正で、現在は相続

人であれば、一定の金額（法定相続分
の３分の１）までは引出し可能とな
りました。凍結解除については、少し
落ち着かれてから行えばよいでしょ
う。また、相続に当たっては相続税の
ことを心配される方もみえますが、
遺産総額の相続税には基礎控除とい
う 部 分 が あ り、控 除 さ れ る の は、

「3,000 万円 + 法定相続人の数 ×
600 万円」ですので、この金額を超え
る場合に納税することになります。
　このように、限られた時間の中で
行わなければならない死後の事務手
続きですが、親族の負担を減らすた
め、出来る限りの生前整理を考えた
いものです。

　かつて、古川祭起し太鼓行事の大
太鼓は、寺院の太鼓が使われていま
した。古川祭のたびに、主事が、寺院
から太鼓を借用していました。
　昭和４年（1929）４月１日に行わ
れた神社議員会にて、第３区（現在の
第 16 区）の区長から、「目醒太鼓（起
し太鼓）新調ノ件」（『神社議員集会日
誌』〈飛驒市行政資料〉。括弧は引用者
註。）が提案されました。しかし、新調
する予算がないことから、この提案
は承認されず、従来どおり、主事が寺
院から太鼓を借用することに決まり

ました。
　ところが、４月３日、主事を抽籤す
る神籤式のあとに行われた神社議員
会にて、第８区（現在の第 13 区・第
14 区）の区長から、大太鼓の既製品
が、高山町（現在の高山市）の商店に、
手頃な価格で販売されている情報が
もたらされました。その後、13 日に、
氏子総代らが、その大太鼓を確認し、
そして購入することになりました。
　こ う し て 新 調 さ れ た 大 太 鼓 は、
さっそく、この年の起し太鼓行事に
使われました。ところが、行事の最中
に、大太鼓の櫓と付け太鼓が、攻防の
すえに古川警察署内に侵入してしま
い、さらには、警察署におびただしい
投石がなされる事件がおこりまし
た。これが、昭和の起し太鼓警察署襲
撃事件です。なお、昭和４年当時、古
川警察署は弐之町にありました。
　この大太鼓は、昭和４年から 11
年（1936）の起し太鼓行事に使われ
ました。その後、渡辺一郎氏が、昭和
11 年 12 月に、初孫誕生の記念とし
て、大太鼓を奉納しました。これが、

こんにちの起し太鼓行事に使われ
る、鼓面に気多若宮神社の神紋が大
きくえがかれた大太鼓です。
　起し太鼓としての役目を終えた大
太鼓は、翌昭和 12 年１月に、本光寺
によって購入されました。この大太
鼓は、いまもなお、本光寺本堂に保存
されています。

村上光太郎　「薬草を食べる」より
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飛騨の薬草を学ぶ
教養講座

紫　塩

　冬場の飛騨は松葉など限られた薬
草しか取れないので、ミネラルを効
果的に摂る方法が限られます。
　そんな中で手軽に、しかも多用途
に使用できるのが紫塩（シエン）で
す。紫塩の効能は村上先生がよく話
してくださっていました。薬草では
ありませんが、ぜひ活用してくださ
い。
　近年、塩化ナトリウムだけの食塩
が見直され、海塩や岩塩などミネラ
ル分の多さや味のまるさを特徴とし
た塩が店頭に普及してきています。
紫塩は岩塩の一つで、数億年前、ヒマ

ラヤ山脈ができた際の古代塩が、さ
らに地殻変動の圧力やマグマの熱な
どの影響を受けてできた、ミネラル
の塊とも言える他に類を見ない奇跡
的な岩塩です。
　塩は古くから使われている生薬の
一つです。現代でも猛暑で汗をかい
た際には塩分補給が言われています
し、生理食塩水なども聞いたことが
あるでしょう。
　紫塩は昔からヒマラヤ周辺で病気
や怪我だけでなく日常の生活にも積
極的に使われてきました。紫塩には
ナトリウムの他、カルシウム、マグネ
シウム、カリウム等の多くのミネラ
ルに加え、イオウ成分が含まれるの
が特徴です。
　直接体に摂り入れる方法として、
スープに入れる、肉料理等の味付け
に使うと旨味がグンとアップしま
す。
　外用としては紫塩を入れた風呂
は、塩とイオウ、豊富なミネラルの作
用で、美肌効果に加え、体が芯から温
まり疲労が軽減します。また、虫に刺

された箇所に水で溶いたものを塗る
と治りがとても早くなります。
　紫塩はスーパーなどの他、ネット
ショップなどで入手できます。外用
専用の紫塩もあるので購入の際は注
意してください。塩分なので摂取に
注意が必要な方もありますが、うま
く内用、外用していただき、健康で冬
を乗り越えましょう。

　体には、もともと自分で病気を治
そうとする自然治癒力があります。
　普段から、バランスの良い食事や
適度な運動、十分な睡眠など、規則正
しい生活をしていると「病気を治す
力」が高まります。
　けれども、自然治癒力が十分に働
かないことがあります。その時、薬の
力が必要となります。
　いくら薬を飲んでも、しっかり体
を休めなかったり、規則正しい生活
をしなかったりするとなかなか病気
は治りません。
　薬にはいろいろな形や使い方があ

ります。
　飲み薬（内服薬）、塗り薬、貼り薬、
目薬など（外用薬）、注射する薬（注射
薬）、さまざまな病気のためにいろい
ろな薬があります。
　薬は、自分の判断だけで勝手に
使ってはいけません。いろいろな決
まりを守らないと危険なことがあり
ます。
　薬の効き目は、血中濃度で決まり
ます。
　体の中の薬の量は、時間とともに
減っていきます。
　薬の効き目が現れる範囲を保つた
めに、飲む量と回数が決められてい
ます。飲みすぎると危険な範囲、少な
すぎると効き目が現れない範囲にな
ります。
　薬には、主作用と副作用があり、主
作用とは体に有効な薬の働きのこと
です。副作用とは薬を飲んだことで
薬本来の目的以外の好ましくない働
きが起こることです。
 これ以外にも、薬にはさまざまな注
意事項があります。

○薬は正しく使い病院からもらった
　薬を家族や他の人に使うのはやめ
　ましょう。
○古いお薬は、取り置きをせず処分
　するようにしましょう。
○症状が似ているからといって以前
　に病院で処方され残っていた薬を
　使うことはやめましょう。
○薬を使った時にいつもと違う症状
　が出たときは、すぐに医師・薬剤
　師に相談しましょう。
○薬は、高温・高湿をさけて直射日
　光のあたらない所に保管しましょ
　う。
○お菓子等と間違えないように子供
　の手の届かない所に置きましょう。
　その他にも、薬についての心配事
や質問があれば、かかりつけの医師・
薬剤師に相談しましょう。

　大切な人との別れは辛いことです
が、深い悲しみの中でも行わなけれ
ばならない重要な手続きや届け出が
あります。死後の事務手続きは行う
ことが多く、細かいものまで含める
と 100 近いものがあると言われて
います。
　死亡後にまず行わなければならな
いのが「死亡届」と「火葬許可申請書」
を市役所に提出することです。書類
への署名や押印は親族が行います
が、提出については葬儀社が代行し
てくれます。そして、葬儀後にすぐ行

うべきことは、故人が年金受給者で
あったなら年金の受給停止手続き、
介護保険の資格喪失届、住民票の抹
消届け、世帯主の方であったなら世
帯主の変更届や各種名義変更などで
すが、現在、市ではご遺族の負担を少
しでも和らげるために「おくやみワ
ンストップ窓口」を設け、今までいく
つもの担当窓口へ出向かねばならな
かった一連の死後の事務手続きが、
一つの窓口で行えるようになりまし
た。死亡届を提出することで、後日手
続きに関する案内文書が届くので、
これに沿ってすすめていけばよいで
しょう。また終活支援センターにお
きましても、手続きに迷われる方へ
の道標としてご利用いただける「ご
遺族のための各種手続きチェックリ
スト」を用意しています。
　その後の各種手続きは、故人の職
業や年齢、家族構成等によってまち
まちですが、遺族の方がよく心配さ
れるのが、金融機関口座の凍結で、当
座のお金が引き出せなくなることで
す。しかし、民法改正で、現在は相続

人であれば、一定の金額（法定相続分
の３分の１）までは引出し可能とな
りました。凍結解除については、少し
落ち着かれてから行えばよいでしょ
う。また、相続に当たっては相続税の
ことを心配される方もみえますが、
遺産総額の相続税には基礎控除とい
う 部 分 が あ り、控 除 さ れ る の は、

「3,000 万円 + 法定相続人の数 ×
600 万円」ですので、この金額を超え
る場合に納税することになります。
　このように、限られた時間の中で
行わなければならない死後の事務手
続きですが、親族の負担を減らすた
め、出来る限りの生前整理を考えた
いものです。

　かつて、古川祭起し太鼓行事の大
太鼓は、寺院の太鼓が使われていま
した。古川祭のたびに、主事が、寺院
から太鼓を借用していました。
　昭和４年（1929）４月１日に行わ
れた神社議員会にて、第３区（現在の
第 16 区）の区長から、「目醒太鼓（起
し太鼓）新調ノ件」（『神社議員集会日
誌』〈飛驒市行政資料〉。括弧は引用者
註。）が提案されました。しかし、新調
する予算がないことから、この提案
は承認されず、従来どおり、主事が寺
院から太鼓を借用することに決まり

ました。
　ところが、４月３日、主事を抽籤す
る神籤式のあとに行われた神社議員
会にて、第８区（現在の第 13 区・第
14 区）の区長から、大太鼓の既製品
が、高山町（現在の高山市）の商店に、
手頃な価格で販売されている情報が
もたらされました。その後、13 日に、
氏子総代らが、その大太鼓を確認し、
そして購入することになりました。
　こ う し て 新 調 さ れ た 大 太 鼓 は、
さっそく、この年の起し太鼓行事に
使われました。ところが、行事の最中
に、大太鼓の櫓と付け太鼓が、攻防の
すえに古川警察署内に侵入してしま
い、さらには、警察署におびただしい
投石がなされる事件がおこりまし
た。これが、昭和の起し太鼓警察署襲
撃事件です。なお、昭和４年当時、古
川警察署は弐之町にありました。
　この大太鼓は、昭和４年から 11
年（1936）の起し太鼓行事に使われ
ました。その後、渡辺一郎氏が、昭和
11 年 12 月に、初孫誕生の記念とし
て、大太鼓を奉納しました。これが、

こんにちの起し太鼓行事に使われ
る、鼓面に気多若宮神社の神紋が大
きくえがかれた大太鼓です。
　起し太鼓としての役目を終えた大
太鼓は、翌昭和 12 年１月に、本光寺
によって購入されました。この大太
鼓は、いまもなお、本光寺本堂に保存
されています。
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７６ 2021年３月号

お
知
ら
せ

４月１日～　約1,500の手続上の押印を廃止します！
～行政手続における押印見直し（脱ハンコ）に向けた取組みについて～

総務課 0577-73-7461

お
知
ら
せ

2020 年の「風しん」抗体検査・予防接種のクーポン券の有効期限を
2022年2月まで延長します

古川町保健センター 0577-73-2948

市では、市民のみなさんの行政手続上の負担軽減を図ることを目的として、現在押印を求めている 1,734 手続の
うち 1,465 手続について、令和３年４月１日から押印を廃止します。残りの 269 手続については、現時点で法令

（県条例を含む）や他機関の定めとの兼合い等によって押印が廃止できない手続、また、契約書や第三者への委任状
等の押印によって本人確認を担保する必要がある手続となっているため、当面の間押印を継続します。ただし、今
後の全国的な押印見直しの流れによっては、さらに押印を廃止できる手続数が増える可能性があります。

　市では、今後も行政手続上の押印について見直しを進めていきます。

■押印を廃止する手続の例（一部）
・ 税務証明書類の交付申請手続　　　・ 児童手当や福祉医療助成費の申請手続
・ 保育園の入園手続　　　　　　　　・ 同報無線機器の使用申請手続
・ 飛騨市公民館の使用申請手続　　　・ 市後援等名義の使用申請手続
・ 上水道・下水道の使用に関する手続（開始、休止、廃止等）
・ その他、市が独自に行っている各種補助金・助成金の申請手続

なお、市へ提出する会計手続上の「請求書」への押印についても省略
できるようになります。

（※押印を廃止する手続の詳細および会計手続上の請求書への押印の
　 取扱いについては、市公式ホームページでお知らせします）

①風しんへの抵抗力があるか確認するため、抗体検査を受けましょう。（市外の医療機関や健康診断、人間ドックなどで
　も使えます）
②風しんへの抵抗力が無いこと（抗体なし）がわかった場合、風しんへの抵抗力（免疫）をつけるため、予防接種を受けま
　しょう。
〇費用　風しんの抗体検査および予防接種とも原則無料で受けられます。
〇クーポン券の有効期限　2022 年２月 28 日まで。

ー 昭和 37 年４月２日～昭和 54 年４月１日生まれの男性の方へ ー
妊娠初期に風しんにかかると出生児が先天性風疹症候群を発症する可能性があります。対象年齢の男性は、子どもの頃
に風しんの予防接種の機会がありませんでした。風しんは予防接種で防げます。ご自身と周りの人を守るため、早めに抗
体検査を受けましょう。
対象の方には昨年 4 月に名前入りの『クーポン券』をお送りしています。『クーポン券』には有効期限が 2021 年 3 月と
表示されていますが、そのままで 2022 年 2 月まで使えます。

現　状 1,734 手続

1,465 手続 84.5%

押印を継続する手続 269 手続 15.5%

法令等の定め（他機関含む）があるもの 214 手続

本人確認を担保する必要があるもの 55 手続

押印を求めている手続

押印を廃止する手続

見直し後

廃止 廃止

廃止

印
印

印

税務課 0577-73-3742

税務課 0577-73-3742

お
知
ら
せ
軽自動車税（種別割）の減免申請を受け付けています

お
知
ら
せ
軽自動車税（種別割）の納期変更について

毎年、年度末の３月は登録窓口が大変
混雑し、長時間お待ちいただくことに
なります。このため、早めに手続きさ
れますようお願いします。
なお、自動車の登録等に関する手続き
は、下記にお尋ねください。

◆普通自動車・125cc を超える
　オートバイ
　飛騨自動車検査登録事務所　
　　050-5540-2054

◆軽自動車
　軽自動車検査協会岐阜事務所
　　050-3816-1775

◆125cc 以下のオートバイ
　総務課
　　0577-73-3742

お
知
ら
せ

自動車の名義変更・住所変更・
廃車などの手続きはお早めに！

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
で一定の要件に該当する方を対象に軽自動車税の減免を行っています。現在、令和
３年度の申請を受け付けていますので、希望される方は次のとおり申請してくだ
さい。

■新規に減免を希望される方
　車検証、手帳、運転免許証をもって税務課窓口または各振興事務所で
申請してください。（ホームページの減免申請書をダウンロードし、郵送申請も
可）
※減免対象となるかは税務課にお電話いただくか、ホームページ掲載の「障が
　い者の方に対する軽自動車税（種別割）の減免について」でご確認ください

■令和２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。必要書類を添付し、税務課へ提出してく
ださい。
※減免申請の締切は、５月 24 日（月）です。お早めに申請してください

■納期限の変更
　市では、令和３年度から軽自動車税の納期限を５月 31 日に変更します。（納
期限が土日の場合は、その翌月曜日が納期限となります）

■賦課期日
　軽自動車税の賦課期日はこれまでどおり４月１日です。
毎年４月１日現在で登録されている軽自動車の所有者に対して軽自動車税が
課税されます。

■納期変更理由
　賦課期日（４月１日）の軽自動車の取得・廃車などの状況を確認できる期間
を十分確保し、より適正な課税を図るとともに、納付期間を十分に確保するた
めです。

■納税通知書の発送時期
　納期変更に伴い、納税通知書は４月下旬発送予定です。
　５月中旬を過ぎても納税通知書が届かない場合は、税務課へご連絡ください。

■令和２年度の車検用納税証明書について
　令和２年度の車検用の納税証明書の有効期限は令和３年４月 29 日です。５
月中に車検を受ける方は有効期限を令和３年５月 30 日（口座振替の方は６月
15 日）まで延長し、再発行します。お手数ですが、税務課（各振興事務所も可）で
申請してください。

税務課
0577-73-3742

お
知
ら
せ

令和２年中に固定資産の名義
人・共有者を変更された方へ

固定資産税を口座振替で納税されてい
る方で、令和２年中に下記の変更が
あった場合には、これまでの口座振替
登録が引き継がれません。そのため、変
更後の名義等であらためて口座振替の
手続きが必要となります。

①相続・贈与で土地等の登記名義に変　 
　更があった場合
②共有者の変更があった場合
③共有者の持ち分に変更があった場合

■手続き
　「口座振替依頼書」をご希望の金融機関
窓口へ提出ください。
※手続きには通帳の届出印が必要です
※単独所有分（例：飛騨太郎）と共有分
　（例：飛騨太郎　外〇名）の両方の口座
　振替を希望される場合は、それぞれ口
　座振替の登録を行う必要があります

場
版ドイワ
広の報情 場

版ドイワ
広の報情

（注）上記の様式は例です



1716 202１年３月号

永年にわたる功績をたたえる

飛騨市表彰式を開催

受章・受賞された方は次の皆さんです（敬称略・順不同）
【自治功労者】
森下　真次（宮川）元飛騨市議会議員
福田　幸博（古川）元飛騨市代表監査委員
北村　逸朗（神岡）元飛騨市消防団副団長

【功績者】
中嶋　国則（古川）元飛騨市議会議員
洞口　和彦（神岡）元飛騨市議会議員
田谷　義雄（神岡）元飛騨市消防団副団長
中村　篤志（古川）元飛騨市消防団分団長
牛丸　忠司（古川）元飛騨市介護保険認定審査会委員
島　　秀夫（古川）多年にわたり在宅介護
小笠原　唯（古川）愛鳥週間用ポスター原画コンクール
　　　　　　　　　　　 小学校の部で環境大臣賞

【未来づくり賞】
飛騨市民病院を守る会（針田俊一会長）
※住民の立場から飛騨市民病院の維持発展に尽力
高野千本桜夢公園整備委員会（岡田善徳委員長）
※桜を植樹するなどして古川スキー場跡地を活性化

叙位・叙勲・褒章受章者
【従五位】
（故）向川原　安夫（古川）元県立船津高等学校校長
（故）小谷　俊明（古川）元県立岐南工業高等学校校長

【正六位】
（故）牛丸　欣吾（神岡）元神岡商工会議所会頭
（故）蒲　　嘉彦（古川）元国府町立国府中学校校長

【旭日双光章】
洞口　　博（古川）元岐阜県議会議員

【瑞宝双光章】
（故）平井　賢市（河合）元河合村収入役
田中　勲（古川）元名古屋法務局民事行政部首席登記官

【旭日単光章】
（故）石腰　保昭（宮川）元宮川村長
（故）木下　忠男（神岡）元飛騨市議会議員
清水　昭南（河合）元北飛騨商工会会長
村杉　達雄（富山県）元神岡町議会議員

【瑞宝単光章】
柚原　孝志（古川）元飛騨市消防団副団長

【藍綬褒章】
田谷　義雄（神岡）元飛騨市消防団副団長
室屋　勲（古川）飛騨市消防団副団長

令和２年度

　永年にわたり市政発展に貢献された方々を
表彰する令和２年度飛騨市表彰式が２月６日、
飛騨市役所で行われ、今年は自治功労者３人、
功績者７人、未来づくり賞２団体の皆さんが表
彰されました。
　皆さんの永年にわたる功績をたたえ、その
労をねぎらうため、式典では都竹市長から賞
状が手渡されました。また、今春までに叙位・
叙勲・褒章を受章された方々の披露も行われ、
列席した来賓などから拍手が送られました。

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 https://www.city.hida.gifu.jp/ 

携帯サイト https://www.city.hida.gifu.jp/mobile/ 

QR コード 

お誕生

ご寄付

〔旭保育園へ〕
梯子会　様（神岡町）   金１０万円

〔飛騨市民病院へ〕
匿　名     金２万円

お悔み

【古川町】
忍　　政廣 上気多   （77）
清水　吉衞 是重一丁目  （93）
粟津　キヌヱ 南成町   （94）
中谷　伸一 杉崎   （78）
佐藤　厚子 大野町   （81）
無雁　トシ子 栄一丁目  （84）
船谷　眞佐代 栄一丁目  （74）
菅沼　日出夫 殿町   （77）
洞口　朝子 高野   （80）
重山　政弘 増島町   （86）
天木　健一 沼町   （73）
村山　きみ子 下気多   （96）

【河合町】
中谷　桂次 角川   （95）
南　　道枝 保木林   （83）
尾﨑　ヨシ 角川   （95）

【宮川町】
宮川　伊代乃 種蔵   （79）

【神岡町】
　井　ヤエ子 坂富町（昭和町３） （87）
北村　正孝 緑ケ丘（緑ケ丘２） （88）
坂屋　憲平 東町（城下１）  （89）
岡田　雪枝 江馬町（江馬３）  （96）
甲谷　美代 江馬町（江馬４）  （90）
柿本　フミ 東町（坂戸１）  （98）
城野　ちか 坂富町（坂富２（下）） （87）

西谷　秀夫 東雲（西野町３）  （85）
中林　久雄 船津（蔵前）  （92）

お名前 住　所

【古川町】
關口　柾士朗 幸栄町   耕太・春美
橋爪　澄依 下気多   大貴・利穂

【宮川町】
野道　絢心 林   涼太・千晴

【神岡町】
四反田　悠来 坂富町（昭和町３） 裕司・由香利
三貫納　颯馬 吉田（吉田中）  雅峻・友莉

お名前 住　所 保護者

まさじろう

すい

あこ

はるき

そうま

２月２８日現在（敬称略）

次の方々から温かいご寄付をいただきました。
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功績者７人、未来づくり賞２団体の皆さんが表
彰されました。
　皆さんの永年にわたる功績をたたえ、その
労をねぎらうため、式典では都竹市長から賞
状が手渡されました。また、今春までに叙位・
叙勲・褒章を受章された方々の披露も行われ、
列席した来賓などから拍手が送られました。

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 https://www.city.hida.gifu.jp/ 

携帯サイト https://www.city.hida.gifu.jp/mobile/ 

QR コード 

お誕生

ご寄付

〔旭保育園へ〕
梯子会　様（神岡町）   金１０万円

〔飛騨市民病院へ〕
匿　名     金２万円

お悔み

【古川町】
忍　　政廣 上気多   （77）
清水　吉衞 是重一丁目  （93）
粟津　キヌヱ 南成町   （94）
中谷　伸一 杉崎   （78）
佐藤　厚子 大野町   （81）
無雁　トシ子 栄一丁目  （84）
船谷　眞佐代 栄一丁目  （74）
菅沼　日出夫 殿町   （77）
洞口　朝子 高野   （80）
重山　政弘 増島町   （86）
天木　健一 沼町   （73）
村山　きみ子 下気多   （96）

【河合町】
中谷　桂次 角川   （95）
南　　道枝 保木林   （83）
尾﨑　ヨシ 角川   （95）

【宮川町】
宮川　伊代乃 種蔵   （79）

【神岡町】
　井　ヤエ子 坂富町（昭和町３） （87）
北村　正孝 緑ケ丘（緑ケ丘２） （88）
坂屋　憲平 東町（城下１）  （89）
岡田　雪枝 江馬町（江馬３）  （96）
甲谷　美代 江馬町（江馬４）  （90）
柿本　フミ 東町（坂戸１）  （98）
城野　ちか 坂富町（坂富２（下）） （87）

西谷　秀夫 東雲（西野町３）  （85）
中林　久雄 船津（蔵前）  （92）

お名前 住　所

【古川町】
關口　柾士朗 幸栄町   耕太・春美
橋爪　澄依 下気多   大貴・利穂

【宮川町】
野道　絢心 林   涼太・千晴

【神岡町】
四反田　悠来 坂富町（昭和町３） 裕司・由香利
三貫納　颯馬 吉田（吉田中）  雅峻・友莉

お名前 住　所 保護者

まさじろう

すい

あこ

はるき

そうま
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お
知
ら
せ
飛騨市体育協会は、飛騨市スポーツ協会として再出発します

飛騨市体育協会は飛騨市スポーツ協会へ名称を変更、組織の見直しを図り、４月に再出発します。

【改革に至った経緯と現状・課題】
　今年度は新型コロナウイルス感染症拡大
の影響により県民スポーツ大会の１年延期
や全国大会などのスポーツイベントの中止
が相次ぐ中、飛騨市体育協会の事業もほぼ
全ての事業が中止になりました。
　そこでこれを好機ととらえ、長年の懸案で
あった組織改革を行う事になりました。
　まずは岐阜県スポーツ協会による「ス
ポーツ協会の仕組みと将来像」について講
演会を実施。その後、先進地視察として「瑞
穂市体育協会」「郡上市スポーツ協会」を視
察しました。講演会と視察を通じて、飛騨市
体育協会の現状を役員の皆さんが把握。課
題が浮き彫りになりました。

【現状と課題①加盟団体がないこと】
　体育協会とはスポーツ関係団体、競技団体を
統括し地域スポーツ振興を担う公的団体です。し
かし、飛騨市では市内競技団体の加盟制度がなく
市民大会や町民大会は専門部と称する「個人」で
引き受けている種目専門部長と事務局を中心に
開催している現状でした。

【現状と課題②支部制度】
　旧町村の体育協会を支部制度として存続させ
平成16年にスタートした飛騨市体育協会は本部
と４支部から構成。2期4年をかけて「ゆるやかな
統合」を目指しましたが、さまざまな課題にぶつか
り統合が実現しませんでした。言い換えれば旧町
村体育協会、4支部が異なる仕組みのまま、方向
性がバラバラの状態でした。

それでは飛騨市スポーツ協会の
「改革」について説明します。

【最後に】
地域に根差した「スポーツ統括団体」として大きな一歩を踏み出します。
地域、市民の皆さんに支えられ、末永い飛騨市のスポーツ振興の一翼
を担う団体へ成長できるよう努めてまいりますので、皆さんのご理解、
ご協力をお願いします。

スポーツ振興課 0577-62-8030

市内競技団体の皆様への説明会、ヒアリ
ングを通じ2月末現在で15団体が加盟
を表明。今後は協会や連盟といった競技
団体が市民大会やスポーツ教室といっ
た事業を企画、運営する事になります。

【改革①加盟団体制度】

毎年お盆にふるさとへ帰省される方々を
交えて開催する通称「盆野球」や宮川町
民運動会など、これまで体育協会が担っ
てきた「地域固有のスポーツ文化」が消
えないように実行委員会等で継続支援
するため「地域事業部」を発足。4支部廃
止が地域衰退にならないようにします。

【改革②地域事業】

「飛騨市スポーツ少年団」をスポーツ協
会加盟団体に位置付け、「子どもからお
年寄り」まで幅広い世代のスポーツ振興
を支えます。更に「地域部活動」といった
中学校部活動を地域で支える「ジュニア
世代」に対する事業強化を図ります。

【改革③育成事業】

令和３年度 組織再編
旧町村の支部組織から
令和新時代に対応する持続可能な組織へ

現在
組織

体育協会

古川支部

河合支部

宮川支部

神岡支部

新組
織案

スポーツ
協会

派遣事業

市民大会

15団体

宮川町運動会・元旦マラソン

盆野球大会

スポーツ少年団

中体連

地域事業

育成事業

競技団体

図書館の運営方針を新しく定めました。

図書館を使って、人生を楽しみましょう！

■ほっと知るメール
　イベント情報などをメール・
LINEで随時配信しています。

■図書館だより
　（回覧・月1回発行）

飛騨市図書館
所在地：〒509-4292
岐阜県飛騨市古川町本町２-22

（飛騨市役所西庁舎１階）
電話番号：0577-73-5600

飛騨市神岡図書館
所在地：〒506-1111
岐阜県飛騨市神岡町東町378

（飛騨市神岡振興事務所１階） 　
電話番号：0578-82-1764

情
報
発
信

開館時間：コロナ対策・冬時間で一時的に変わっています
             ３月までは、平日９:00～19:00、土日祝９:00～17:00
             ４月から、平日の閉館時間は20:00になります
休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日休館）、
　　　 最終金曜日（図書整理日）、年末年始

開
館

問
合
先

■ウェブサイト
   https://hida-lib.jp/

■facebook
   https://www.facebook.com/
   hidalib/

■Twitter
   https://twitter.com/hida_lib/

借りるだけじゃない！図書館の「使い方」借りるだけじゃない！図書館の「使い方」
　図書館はどなたでもご利用で
きます。図書館に入ることや本を
読むこと、本を借りることなどす
べて無料です。
　新聞や雑誌もたくさんありま
す。（新聞：13紙、雑誌：100誌）

　資料探しのお手伝いをします。
「干し柿の作り方は？」「歴代の町
長の名前を知りたい」「読めない
漢字がある」などなど、何でもご
ざれ！ 図書館に関する資格を持つ

「司書」が皆さんの暮らしの疑問
や悩みに本を使って答えます。

本のリクエストも 新聞雑誌も 調べ物も
　ご希望により図書館
にない本を購入した
り取り寄せます。

　本を読むということに、どんなイメージがありますか。
　真面目な、堅苦しい、勉強のようなもの？時間があればと思い
つつ、後回しになるもの？
  人は、自分の知らないことや新しいことを知るとき、「わくわく」
するものです。この「わくわく」＝知的好奇心は、子どもだけでは
なく、生きている限りずっと持ち続けることができる感情です。
わくわくしながら本を選び、読み、ある人
はまた本を残す。それが人の成長

につながってきたのです。
　飛騨市図書館・飛騨市神岡図書館は、皆さんの「わく
わく」を刺激し、成長する支えとなります。この運営方
針は5年間の計画ですが、10年、20年、50年先の飛
騨市に生きる人々が、楽しく、豊かな気持ちで暮らし
ていけるよう、図書館で自分らしい「わくわく」を見つ
けてほしいと願っています。
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飛騨市まるごと応援セール　緊急物産展土
　市では「コロナ禍」による観光客の激減で、売り上げが減少している事
業者への支援と、土産物等の販売促進のため「緊急オトク宣言！飛騨市ま
るごと応援セール」緊急物産展を２月６日、市役所の駐車場で行い、約
1,300人の市民らでにぎわいました。
　会場には、コロナ対策が講じられ、入場の際の検温や手指消毒を行うと
ともに、混雑時は入場制限も実施されました。
　この日は、市内の食品メーカーや卸業者など６事業者が出店され、来場
者はお目当ての商品を手にし、袋や箱いっぱいに買い求めていました。
　また２月20日、21日には古川町と神岡町で第２弾の緊急物産展が２日
間にわたり開催され、２日間で約2,500人の市民らが来場しました。

産物等の売上が激減した事業者を支援2/6

「大多和（おおたわ）そば」と「万波（まんなみ）そば」を新たに認定飛
　市内で古くから栽培されている作物を「飛騨市伝承作物」として認定
し、広く発信することで伝承作物の地産地消や地域振興につなげようと活
動している飛騨市伝承作物認定委員会（中矢正志委員長）が２月16日、今
年度の認定式を行いました。
　今回は神岡町大多和地区で栽培されていた「大多和そば」、宮川町万波
地区で栽培されていた「万波そば」の２品目を認定。神岡町の禰宜洞きぬ
子さんと宮川町の荒谷勇さんにそれぞれ認定証を手渡しました。
　当日は、これらの種子の掘り起こしや保存活動に尽力した岐阜県中山間
農業研究所の鍵谷俊樹所長が、種子を入手した経緯やそれぞれの種子の特
長などを紹介。「こうしてお披露目することができて嬉しい」と話しました。

騨市伝承作物認定式で認定証を授与2/16

第３回荒垣秀雄顕彰作文コンクール表彰式市
　神岡町出身の名誉市民・故荒垣秀雄氏の功績をたたえる「第３回荒垣
秀雄顕彰作文コンクール」の表彰式が２月27日に神岡振興事務所で開か
れました。
　荒垣秀雄天声人語賞に岡田匠生（たくみ）さん（古川小学校５年生）と
土田陽大（ひなた）さん（神岡中学校３年生）が選ばれ、表彰式では入賞
者の皆さんに都竹市長から賞状と記念品が手渡されました。
　都竹市長は「いずれも家族との思いにあふれた甲乙付けがたい作品ば
かりでした」と講評し、引き続き「文章を書くことは人生を送るうえで
大きな力になります。今後もこのコンクールを続け、飛騨市に優れた文
筆家がいたことを語り継ぎたいと思います」とあいさつしました。

内の生徒児童が最優秀賞に選ばれる2/27

河合保育園で民話『つきをのんだむすめ』の紙芝居披露ふ
　２月25日に河合町角川の河合保育園で、同町に伝わる止利仏師伝説を主
題にした民話『つきをのんだむすめ』の紙芝居のお披露目がありました。
　地域に伝わる昔話などを後世に広く伝えて郷土をより深く知ってもらお
うと市が進めている事業の一環。この日は、語り部として活躍する同町の
田口理子さんが来訪。山中和紙を用いた台紙に、同町の吉澤好一さんが制
作した切り絵の写しを張って手作りした紙芝居を丁寧に演じました。
　当日は年少から年長までの園児13人が参加。紙芝居の絵を見入ったり、
田口さんの語りに耳を傾け、真剣な表情で聞き入っていました。
　田口さんは園児らに「お話を覚えて、お家の人に教えてあげてね」と呼
びかけていました。

るさとの止利仏師伝説を知って2/25

カミオカラボの整備が評価される企
　企業版ふるさと納税を展示施設の開設に生かし、市内で盛んな宇宙物理学
研究を広く伝えたことが評価され、２月１日に飛騨市が地方創生担当大臣表
彰を受けました。特に功績のあった自治体や企業を国が毎年表彰しており、
今年は本市を含む３自治体と２企業が表彰されました。
　この日は、オンラインで開催された表彰式に都竹市長が出席し、企業版ふ
るさと納税を整備費に充てて評価につながった素粒子ニュートリノの観測装
置「スーパーカミオカンデ」などを紹介する施設「ひだ宇宙科学館カミオカラ
ボ」について紹介しました。
　都竹市長は「寄付をいただいた方々に感謝している。今後も企業と協働し
て地域の課題解決を図りたい」と話しました。

業版ふるさと納税活用で大臣表彰2/1

卒業証書を山中和紙で河
　河合小学校の６年生児童７人が河合町角川のいなか工芸館で、各自の卒業証
書に用いる山中和紙の紙すきに挑戦しました。８００年にわたって受け継がれ
てきた山中和紙作りを体験することで、故郷を誇りに思う気持ちを育もうと同
校で毎年行われている恒例行事。
　児童らはこの日、山中和紙職人の柏木一枝さんから「材料が均一の厚さに
なったら水を切って」「枠に付いた材料を取り除いて」などと指導を受けなが
ら、それぞれ２枚ずつ和紙を漉きました。
　体験した畑茉花（まあや）さんは「原料をすくう時に厚さの調整が難しかった
ですが、上手に出来ました」、松井楓真（ふうま）さんは「和紙作りはあまり体験
できず、貴重だと思うのでやれて良かったです」と話していました。

合小６年生が恒例の和紙漉き2/2

「ＹＣＫプロジェクト」の今年度の取り組みを報告見
　吉城高校が進めている課題解決型キャリア教育「ＹＣＫプロジェクト」の今年
度の取り組みの報告会が、同校で行われました。
　今年は新型コロナの感染拡大を防止するため、学校関係者や生徒のみを対
象に開催。また、各教室をインターネットでつなぎ、動画で報告を行いました。
生徒らは取り組みの中で分かった事や感じた事などを自身の言葉で説明。問題
解決力や判断力、コミュニケーション力が向上して自分の強みになり、自信につ
ながったなどと紹介しました。
　発表した渡辺瑛斗（えいと）さんは「将来のことをあまり考えていなかったの
ですが、活動を通して地域の人からいろいろな話を聞け、具体的な事が分かっ
て良かったです」と話していました。

つけた課題、自分の力で解決めざす！2/5

市内広葉樹を活用したワークショップを開催お
　木目の美しさや色、触感など、樹種によって異なる広葉樹の魅力を知ってもら
うワークシヨップが２月14日、飛騨市図書館で開かれました。古川町太江で木工
房を営む片岡清英・紀子さん夫妻からアドバイスを受けながら、葉っぱやペンギ
ンなどをかたどったしおりやコースター作りを楽しみました。
　この日は家族連れら約50人が参加し、あらかじめ用意されたサクラやブナ、ホ
オなどさまざまな樹種の木片を手に作業台へ。サンドペーパーでお気に入りの
形にした後、イニシャルを刻印したり、電気ゴテでテントウムシやクローバー、サ
クランボなどを思い思いに描いて楽しんでいました。
　神岡町から母親と訪れた倉野心希（ここね）さんは「かわいいコースターがで
きました。これでお客さんにお茶を出したいです」と話していました。

気に入りの樹種の木片で、しおり・コースター作り2/14

広報ひだまち特派員レポート
（特派員：水樹　華・岡田　直樹）

市民ライターがまちの話題をお届け！
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し、広く発信することで伝承作物の地産地消や地域振興につなげようと活
動している飛騨市伝承作物認定委員会（中矢正志委員長）が２月16日、今
年度の認定式を行いました。
　今回は神岡町大多和地区で栽培されていた「大多和そば」、宮川町万波
地区で栽培されていた「万波そば」の２品目を認定。神岡町の禰宜洞きぬ
子さんと宮川町の荒谷勇さんにそれぞれ認定証を手渡しました。
　当日は、これらの種子の掘り起こしや保存活動に尽力した岐阜県中山間
農業研究所の鍵谷俊樹所長が、種子を入手した経緯やそれぞれの種子の特
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れました。
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かりでした」と講評し、引き続き「文章を書くことは人生を送るうえで
大きな力になります。今後もこのコンクールを続け、飛騨市に優れた文
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田口理子さんが来訪。山中和紙を用いた台紙に、同町の吉澤好一さんが制
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　木目の美しさや色、触感など、樹種によって異なる広葉樹の魅力を知ってもら
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房を営む片岡清英・紀子さん夫妻からアドバイスを受けながら、葉っぱやペンギ
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皆さんの声で変わります。
飛騨市図書館は
皆さんの声で変わります。

飛騨市の公共図書館として、市民の誰もが
さまざまな思想や知識、表現にふれ、
自己の実現や地域で豊かに暮らすための発見が
できる図書館を目指します。

飛騨市の公共図書館として、市民の誰もが
さまざまな思想や知識、表現にふれ、
自己の実現や地域で豊かに暮らすための発見が
できる図書館を目指します。

基本
方針
◇読書に親しみ、学び、成長できる図書館
◇いつでも、だれでも、どこでも使え、
　    　　　　　　人のつながりをつくる図書館
◇豊かな暮らしや産業について支援する図書館

◇読書に親しみ、学び、成長できる図書館
◇いつでも、だれでも、どこでも使え、
　　　　　　　　 人のつながりをつくる図書館
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運営方針（　　）を新たに策定して
さまざまな取り組みを実践します

行ったことない…
行くのが大変や…

何か役に立ってんの…

どこにある？…
もっとわくわくする所がいい…

どう思ってどう思って
ます ？

本に興味がない…
図書館

のこと正直

令和３～
７年度

（１）読書活動の推進
　おすすめ本の展示や作家さんによる講演会など、
読書に関する展示や企画を行います。
　さらに、保育園・学校・学童保育向けの図書の貸し
出しや図書館見学の受け入れを行い、読書に親しん
でもらう機会を提供します。

（２）生涯学習の推進
　地域資源や文化
について学べる歴
史講座や宇宙科学
イベントを行うほ
か、郷土資料を紹介
します。
　また、地域の祭り

やイベント、行事等を記録した映像資料を収集し、デ
ジタルアーカイブとして残していきます。

読書活動と生涯学習の推進

わくわくする図書館を目指して、４つのテーマに取り組みます。

図書館利用の支援

（１）来館困難者への支援
　来館が難しい方へ郵送での本の貸し出しや障がい
者向けサービスとして音訳図書機器等を導入します。
　また、図書館が出張して図書を貸し出す「飛ぶ図書
館」や電子書籍の貸し出しサービスを提供します。

（２）健やかに楽しく暮らすための支援
　減塩講座、軽運動講座など、心身の健康維持のた
めの図書の収集、企画を行います。また、多様性に関
する啓発展示を設置し、生きづらさや困難を抱える人
を支援します。
　「おとなのじかん」「ハ
ロウィンパーティ」など
余暇を豊かに過ごすた
めの事業を行います。

（３）市民参加の推進
　図書館のサービスについて、市民の皆さんから意
見を募集し、サービスの向上を目指します。
　また、図書の整理や修繕、イベントサポートをしてい
ただける方を募り、市民の皆さんと協力して図書館を
運営していきます。

（１）暮らしに関すること
　生活の中の課題解決に役立つ図書、悩みや不安に
寄り添う図書の収集や紹介、団体の紹介をします。

（２）市の産業や働き方に関すること
　産業振興や課題解決に役立つ図書の収集、紹介や
企業と連携した企画を開催し、市民が企業について   
知る機会を提供します。
　また、中学生職業体験・飛騨吉城特別支援学校作業
学習・インターンの受け入れなど、将来の働き手育成を
支援します。

（３）新規事業やサービス創造に役立つこと
　新聞記事データベース、国立国会図書館オンライン
サービスなど、調べ物に役立つデータベースを整備し
ます。政策・イベントのＰＲ展示など行政支援サービスを
拡充します。

（４）観光資源維持
　観光パンフレットの設置による観光情報の提供や、

「君の名は。」「宇宙科学」に関するコーナーの設置、
地域資源に関する図書の収集、紹介を行います。

（１）職員の育成
　所蔵する資料に精通し、それを市民の皆さんに伝え
る司書を育てます。
　皆さんからの要望に丁寧に応えることにより経験を
積み、さまざまな研修で得た知識を活用します。

（２）設備の充実
　図書館資料の整備や、
施設・設備の維持管理を
進め、必要な情報が探し
やすい書架をつくります。
　図書館だより、SNSな
どを使った広報を充実さ
せます。

※飛騨市図書館運営方針
　の全文は図書館ウェブ
　サイトに掲載します

図書館の維持発展

暮らしや産業への支援
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前月比

交通事故
人身交通事故 物 損

交通事故件数 死者 傷者
本年累計

昨年同期

増減

人口
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死　　亡
高齢化率
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（２月28日現在） の状況（２月28日現在）の動き（３月１日現在 住民登録人口） の状況
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設 立

社 員

活動地域

主な活動

2019年３月
会員36名
飛騨、美濃、東濃（３エリア）
就農準備支援事業
食育・食農を通して
コミュニティを作る活動
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