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市では平成30年４月１日採用予定の専門業務職員及び業務支援職員を次のように募集します。

お
知
ら
せ
専門業務職員及び業務支援職員の募集について

■専門業務職員
募集
区分

従事する
業務内容

勤務する
場所

資格要件等
募集
人数

A 図書館司書業務 飛騨市図書館 図書館司書 １名

B 保育所等訪問支援業務
発達支援センター
　（ハートピア
　　　　　古川内）

・児童指導員
・保育士
・作業療法士
・理学療法士
　　　　　　　　　等

１名

C
非常勤講師業務
（数学の少人数指導）

古川中学校
中学校教諭（数学）
免許

１名

■業務支援職員
募集
区分

従事する
業務内容

勤務する
場所

資格要件等
募集
人数

１名

１名

E
障がい者福祉申請関係
業務（各種手帳、手当受
付事務、その他庶務）

ハートピア古川 資格不問 １名

２名

１名

G
古川西小学校
神岡小学校

資格不問 ２名

H
飛騨市図書館
神岡図書館

資格不問 ３名

資格不問神岡給食センター

調理師免許を有する方が望
ましい

※無しでも可

◎D
介護認定調査業務
（介護保険の申請に伴う
調査、その他庶務）

ハートピア古川 資格不問
介護または看護の実務経験
を有する方が望ましい

F ＜パートタイム勤務＞
・時給800円
・雇保、労災　加入
・7:30～16:15　（週3～4日）
※週に1回、半日（午前）勤務有り

・日額6,400円
・社保、雇保、労災　加入
・7:30～16:15　（月～金）

左記のとおり

・日額6,400円
・社保、雇保、労災　加入
・変則労働時間　（週5日）
　8:30～20:15の内、7.75ｈで
　交代制の勤務
※火～日の内５日勤務

※シフトによる休日勤務あり

障がい者福祉制度の知識を
有する方が望ましい

・月額151,000円
・社保、雇保、労災　加入
・8:30～17:15　（月～金）

＜フルタイム勤務＞
・日額6,400円
・社保、雇保、労災　加入
・7:30～16:15　（月～金）

＜パートタイム勤務＞
・時給1,000円
・社保、雇保、労災　加入
・8:30～17:15の内、6ｈ未満
　　　　　　　　　　　　（月～金）
※勤務時間、勤務日数に希望があ

る場合はご相談ください。

左記の資格を有する方

・時給2,000円
・雇保、労災　加入
・授業日8:30～15:30の内、5ｈ
　　　　　　　　　　　　　（月～金）
※長期休業中は勤務無し

応募用件等 勤務条件等

＜フルタイム勤務＞
・月額151,000円
・社保、雇保、労災　加入
・8:30～17:15　（月～金）

左記のとおり

応募用件等 勤務条件等

左記の資格を有する方

・月額159,800円
・社保、雇保、労災　加入
・変則労働時間　（週5日）
　8:30～20:15の内、7.75ｈで
　交代制の勤務
※火～日の内５日勤務

※シフトによる休日勤務あり

・月額157,000円～169,100円
・社保、雇保、労災　加入
・8:30～17:15　（月～金）

・左記のいずれかの資格を
有し訪問支援等の経験を有
する方
・心理担当職員等で集団生
活への適応のための専門的
な支援の技術を有する方

学校給食調理補助業務
（食器・食材等の運搬、
洗浄、下ごしらえ等の
調理補助）

学校校務員業務
（庶務、校舎内の環境
整備、給食受入・配膳
準備、来校者対応等）

図書館事務業務
（図書整理・管理、その
他庶務）
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※平成30年４月１日から、市の臨時職員の呼称を「専門業務職員」及び「業務支援職員」に変更します。
※募集要項についての詳細をご確認されたい場合は下記までお問い合わせください。
※表中の非公災加入は非常勤職員公務災害補償保険への加入を意味します。

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

■雇用期間　平成30年４月１日～平成31年３月31日までです。
　　　　　　勤務成績が良好かつその業務で臨時職員等を必要とする場合に更新の可能性あり。（原則最長５年）
　　　　　　なお、◎の印の職種に関する雇用年数については、総務課までお問い合わせください。
　　　　　　雇用条件等に関する詳細事項は、「飛騨市臨時職員の雇用、労働条件等に関する要綱」によります。 
■応募資格　自宅から勤務地まで通勤できる健康な方。その他必要な資格等については上記の表を参照ください。 
　　　　　　※飛騨市の臨時職員として過去に５年勤務された方でも応募いただけます。
■応募方法　市販の履歴書に必要事項を記入し、資格の必要なものは資格証の写しを添えて提出又は郵送により応募
　　　　　　ください。
　　　　　　応募区分OまたはPに応募される方は、障がい者手帳の写しを添付してください。
　　　　　　また、応募職種、勤務先を履歴書の余白に記入ください。 
■申込期限　平成30年２月13日（火）　17:00必着（郵送の場合も同様） 
■選考方法　書類選考の上、面接試験を行います。面接試験は、２月下旬～３月上旬頃を予定しています。 

I
農家に対する営農指導
業務

飛騨市役所 資格不問 １名

J
施設管理及び運営等業

宿直業務 河合振興事務所

務
老人福祉センター
割石温泉

資格不問 １名

神岡振興事務所 ２名

老人保健施設たか
はら

２名

１名

N

L

M

①飛騨市役所
②神岡振興事務所
③飛騨市クリーンセンター
④河合診療所
⑤飛騨市民病院
⑥老人保健施設たかはら
　　　のいずれか

資格不問 若干名

■業務支援職員　※障がいのある方を対象とした募集※
募集
区分

従事する
業務内容

勤務する
場所

資格要件等
募集
人数

O
・飛騨市役所
・各振興事務所
　　　のいずれか

資格不問 若干名

P 飛騨市役所　等 資格不問 ２名

勤務条件等

営農指導の経験を有する方
が望ましい

・日額6,400円
・社保、雇保、非公災　加入
・8:30～17:15　（月～金）

・日額6,400円
・社保、雇保、非公災　加入
・8:30～17:15　（月～金）

左記のとおり

・日額6,720円
・社保、雇保、労災　加入
・7:30～16:15　（週5日）
※月～土の内、5日勤務

※シフトによる休日勤務あり

・日額6,400円
・社保、雇保、非公災　加入
・（日勤）8:30～17:15
　（夜勤）17:15～翌8:30
※夜勤時には仮眠あり

※シフト制の勤務

・ワード、エクセル等の簡単な
パソコン操作ができる方が望
ましい
・勤務先④「河合診療所」で
は、医療機関等での業務経
験を有する方が望ましい

・日額6,400円
・社保、雇保、非公災　加入
・8:30～17:15　（月～金）
※クリーンセンターのみ、勤務時間

は8:00～16:45（月～金）となります。

・日額6,400円

・日額6,400円
・非公災　加入
・17:15～翌8:30（月4日程度）
※仮眠時間があります

・雇保、労災　加入
・（日勤）8:30～17:15
　（夜勤）17:15～翌8:30
※夜勤時には仮眠あり

※月に12日程度の勤務

K 左記のとおり

応募用件等

障がい者手帳の交付を受け
ており、自力で通勤ができ、
かつ介護者なしに職務を行う
ことができる方

※ワード、エクセル等の簡単な

パソコン操作ができる方が望ま

しい

障がい者手帳の交付を受け
ており、自力で通勤ができ、
かつ介護者なしに職務を行う
ことができる方

・時給800円
・社保、雇保、非公災　加入
・8:30～17:15　（月～金）

資格不問

左記のとおり

左記のとおり

資格不問

資格不問

応募先

用務員及び宿直業務
（施設管理補助、飛騨
市役所等への郵便物等
配達、夜間電話対応、
その他庶務等）

一般事務補助業務
（パソコン入力、窓口・電
話対応、その他庶務）

一般事務補助業務
（パソコン入力、窓口・電
話対応、その他庶務）

清掃業務
（庁舎内及び庁舎周り
の清掃、施設管理補助
等）

用務員及び宿直業務
（施設管理補助、夜間
対応等）
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お
知
ら
せ
平成29年分　確定申告相談のお知らせ

■開設期間　平成 30 年２月 16 日（金）～３月 15 日（木）　※土日除く

■申告会場　・古川会場：市役所税務課　　　・河合会場：河合振興事務所
　　　　　　・宮川会場：宮川振興事務所　　・神岡会場：神岡振興事務所３F
　　　　　　・高山税務署会場：高山市民文化会館（確定申告のみ）

■開設時間　午前の部８:30 ～ 12:00（受付 11:00 まで）
　　　　　　※セキュリティ上、8:00以降でないと市役所へは入れません。
　　　　　　午後の部 13:00 ～ 17:00（受付 16:00 まで）
　　　　　　※高山税務署会場は 9：00 ～ 17：00（受付 16：00 まで）
　　　　　　※期間中、高山税務署会場は高山市民文化会館のみとなります。
　　　　　　　提出のみの方は、高山税務署でも受け付けています。

●税務署員による出張税務相談
　相談会場　飛騨市役所税務課
　相談日　　２月 22 日（木）
　　午前の部　　9：30～12：00
　　午後の部　  13：00～16：00

●マイナンバーについて
社会保障・税番号制度の導入に伴い、申告手続きにはマイナンバーが必要です。マイナンバーを確認できる書類（通知カー
ド等）と本人確認書類（運転免許証・パスポート・保険証等）をご持参ください。
マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの方は、マイナンバーカードだけで、番号確認と本人確認が可能です。

●申告相談をご利用になる場合の注意事項
・今年から確定申告書は送付されなくなります。そのかわり予定納税額など確定申告に必要な情報が記載された「お知
　らせハガキ（または通知書）」が届きますので、申告の際はハガキ（または通知書）をご持参ください。
・市役所及び各振興事務所での申告相談では、譲渡所得等の申告の一部について相談をお受けできない場合がありま
　すので、あらかじめご了承ください。
・農業所得や営業所得などを申請される方は、あらかじめ収支内訳書を作成しご持参ください。
・医療費控除を受ける予定の方は、あらかじめ明細書を作成しご持参ください。
　（明細書様式は、市役所及び各振興事務所に備え付けてあります）

●平成29年分所得税などの申告および納付期限
　所得税・贈与税　３月15日（木）
　消費税　　　　 　 ４月２日（月）
　・期限までに申告・納付してください。
　・納付書をお持ちでない方は、税務署・確定申告会場（高山市民文化会館）、市役所および振興事務所に備え
　　付けの納 付書をご利用ください。
　※所得税・消費税については、便利で安全・確実な「振替納税」をご利用ください。

●申告書はご自分で作成してお早めに
・国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、
　ご自分で確定申告書の作成ができます。
　また、所得税・消費税については、国税電子申告・納税システム（e-Tax）が利用できます。

　　国税庁ホームページ　https://www.nta.go.jp/
    　e-Taxホームページ        http://www.e-tax.nta.go.jp/

・高山税務署
・税務課

0577-32-1020
0577-73-3742

平成29年分の確定申告・市県民税申告相談を下記のとおり行います。

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

図 書 館 に お い で よ 新着図書ピックアップ

『九十歳。なにがめでたい』の大ヒッ
トが記憶にあたらしい佐藤愛子さ
ん。
こちらは愛子さんのユーモアエッセイ
のはしりとなった代表作の新装版で
す。
初笑いはこの本でキマリ。

『愛子の小さな冒険』
佐藤 愛子 ／著　青志社

たけのこ、ブランコ、さくらんぼ、はな
び、いもほり、ヨット、だんごむし…
たいそうでいろんなものになりきろ
う！
絵本をみながら親子でからだを動か
せば、寒い冬でもぽかぽかになれま
すね！

『パンダおやこたいそう』

一般向けのオススメ 児童向けのオススメ

いりやま さとし／作
講談社

場
版らわか
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相

　
　談
就労相談窓口のお知らせ

就活に踏み出せない、うまくいかない
理由はなんだろうとお悩みの方のサ
ポートを行っています。一人ひとりの
状態に合わせた相談と専門的な支援
が受けられるよう、必要に応じて適切
な支援機関や団体等も紹介します。
お気軽にお問い合わせください。

■日程　毎週水曜日
■時間　13：00～16：00
■場所　古川町公民館（総合会館）

※支援対象者は15歳以上39歳以下のニート
状態の若年者とその保護者

※出張相談を希望される方は相談ください
※１組50分、予約制です。下記の予約先へご

連絡ください。

岐阜県若者サポートステーション
　 058-216-0125

・予約先

相

　
　談

市内製造事業所による「就職面談会」お
よびハローワーク出張相談を開きます。
製造の仕事に就きたい方、興味のある
方はお気軽にご来場ください。

■日時　２月21日（水）
・出張相談　　　　　11：00～15：00
・製造業就職面談会　13：00～15：00
■場所　古川町公民館（総合会館）
■ハローワーク出張相談
・求人情報の提供
・就職に関する相談
・職業紹介
・シルバー人材センター
■製造業就職面談会
・市内の製造事業者４社程度
※予約不要・入退場自由

相

　
　談

出張介護就職デイ
「就職面談会」in飛騨市

製造業就職面談会・
ハローワーク出張相談

市内の介護事業所による「就職面談
会」を開催します。
当日は、人事担当者の方と個別面談
により、仕事の内容等ご自由にお話し
いただけます。
介護・福祉関係の事業所で働きたい
方、興味がある方等、お気軽にご来場
ください。

■日時　２月21日（水）13：00～15：00
■場所　古川町公民館（総合会館）
■参加事業所
・市内の介護関係事業者３社程度
※予約不要・入退場自由

ハローワーク高山
0577-32-1144

ハローワーク高山
0577-32-1144

飛騨市経営相談窓口

市では、岐阜県よろず支援拠点と連
携して、売上拡大、販路拡大、経営改
善など、経営上のあらゆるお悩みの
相談に対応する「経営相談窓口」を
開設します。ぜひご活用ください。

■日時
１月24日（水）、１月31日（水）、
２月７日（水）、２月14日（水）
11：00～16：00
※予約可（相談日前日までに下記まで
　電話にてお申し込みください。）

■場所
飛騨市図書館

■相談内容
販路開拓、売上拡大・商品開発、ブラ
ンドづくり、デザイン、人材育成、事業
連携、地域資源、WEB集客、I T活用、経
営改善、事業再生、創業・起業補助
金、助成金

相

　
　談

商工課
0577-62-8901



平成26年度　狂犬病予防集合注射の日程について

・環境課
・各振興事務所（環境担当）

0577-73-7482

■注射料金について　（お釣りがいらないようにご協力をお願いします） 

　　　（獣医） 注射手数料      2,600 円
　　　（市） 注射済票交付手数料　　　550 円

　　　　　　　計    　　　　3,150 円

　　　（市）新規登録手数料　3,000 円（初めて犬を登録する方のみ）

■案内ハガキを必ず持参してください（４月下旬頃に発送します）
■糞は必ず持ち帰りましょう

古川地区 神岡地区
時間 集合場所 時間月日月日 集合場所

５月 14 日
（水）

9:00 ～ 9:35 袈裟丸研修ｾﾝﾀｰ

５月 19 日
（月）

8:50 ～ 8:55 和佐保神社
9:50 ～ 10:10 数河緑地管理ｾﾝﾀｰ 9:20 ～ 9:25 伊西神社

10:20 ～ 10:35 末高研修ｾﾝﾀｰ 9:30 ～ 9:35 森茂農協
10:45 ～ 11:15 杉崎ｾﾝﾀｰ 9:40 ～ 9:50 森茂上バス停
11:25 ～ 11:40 太江農業ｾﾝﾀｰ 9:55 ～ 10:00 岩井谷バス停
12:50 ～ 13:05 谷研修ｾﾝﾀｰ 10:05 ～ 10:10 下之本多目的集会所
13:10 ～ 13:25 五ヶ村研修ｾﾝﾀｰ 10:15 ～ 10:20 和佐府 神明神社
13:30 ～ 13:55 黒内研修ｾﾝﾀｰ 10:50 ～ 11:10 老人保健施設たかはら（入口付近）
14:00 ～ 14:10 下野研修ｾﾝﾀｰ 11:15 ～ 11:55 桜ヶ丘体育館
14:15 ～ 14:25 大村公民館 13:00 ～ 13:20 上村コミュニティー
14:30 ～ 14:40 上野公民館 13:25 ～ 13:40 吉田公民館

５月 15 日
（木）

9:00 ～ 9:20 栗原ｾﾝﾀｰ 13:50 ～ 13:55 割石区集会場
9:25 ～ 9:50 朱雀会館 14:05 ～ 14:10 西漆山正眼寺

10:00 ～ 10:05 高野公民館 14:15 ～ 14:20 牧（国道 41 号線沿い）退避場
10:10 ～ 10:15 平岩公民館 14:25 ～ 14:30 茂住　金龍寺
10:20 ～ 10:25 畦畑公民館 14:35 ～ 14:40 横山旧ドライブイン
10:40 ～ 11:00 トレーニングセンター 14:45 ～ 14:50 谷中山公民館
11:05 ～ 11:20 上気多公民館

５月 20 日
（火）

9:00 ～ 9:05 柏原ﾊﾞｽ停
11:25 ～ 11:50 飛騨市役所 9:10 ～ 9:35 旧山田小学校

宮川・河合地区 9:40 ～ 10:10 寺林公民館
時間月日 集合場所 10:20 ～ 10:40 西野町いこいの広場

５月 16 日
（金）

9:00 ～ 9:05 杉原診療所 10:45 ～ 11:05 蟻川児童公園
9:10 ～ 9:15 祢宜ヶ沢上公民館 11:10 ～ 11:55 神岡振興事務所
9:20 ～ 9:25 桑野バス停 13:00 ～ 13:30 神岡消防署裏
9:30 ～ 9:35 戸谷バス停 13:40 ～ 14:00 麻生野公民館
9:40 ～ 9:45 平成橋　塩屋側
9:50 ～ 10:00 打保防災庫

10:15 ～ 10:20 巣之内バス停
10:25 ～ 10:30 西忍 宮川町老人福祉ｾﾝﾀｰ
10:35 ～ 10:50 宮川保育園（前）
11:00 ～ 11:10 大無雁ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ
11:15 ～ 11:30 河合振興事務所
11:35 ～ 11:40 上村公民館

13:00 ～ 13:10 羽根高齢者活動
生活支援促進機械施設

13:20 ～ 13:25 レジェンドあすか
13:45 ～ 13:55 稲越多目的研修ｾﾝﾀｰ
14:00 ～ 14:05 ｾｿﾞﾝ稲越
14:10 ～ 14:20 大谷集落ｾﾝﾀｰ

場
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お知
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お知
らせ

13 2014年４月号

健康生きがい課 0577-73-2948

予防接種のお知らせ

日本脳炎予防接種については、積極的勧奨を控えていた時期に接種機会を逃した方に特例で接種年齢が延長されてい
ます。日本脳炎予防接種が完了していない方で接種を希望される場合は、医療機関に予約後、接種してください。

特例規定対象者：平成 7 年 4 月 2 日生まれから平成 19 年 4 月 1 日生まれの方
接種が可能な期間：20 歳になるまで（飛騨市に住民票がある方に限ります）
接種時の持ち物：母子健康手帳、日本脳炎予防接種予診票（保護者以外が付き添う場合は委任状の記入が必要）

注）「水ぼうそう」は、今年度秋より１歳 ~３歳程度の幼児は定
　期予防接種になるため、市独自に実施している３歳以上中
　学３年生までの助成は、平成 27 年３月 31 日で助成終了予
　定です。

注）「成人肺炎球菌」については、国で新たな助成事業を行うことから、市
　独自で実施している 75 歳以上を対象とした助成は、平成 27 年３月
　31 日で助成終了予定です。

市では、下記の任意予防接種に対して助成事業を行います。

【任意予防接種申請方法】
医療機関に予約後申請手続きをしてください。

【申請窓口】
古川町保健センター・神岡町保健センター

【接種場所】　飛騨市内委託医療機関
　　　　　　　（その他の医療機関をご希望の方はお問い
　　　　　　 　 合せください）

１期初回
１期追加

２期

回数
２回
１回
１回

標準的な接種年齢
３歳
４歳
９歳

申請時の持ち物：母子健康手帳・印鑑

申請時の持ち物：保険証等で氏名、生年月日が確認できるもの・印鑑
（「風しん」を申請される方は、できるだけご自身の予防接種の記載が
　あるものをご持参ください）

※どこの会場でも注射を受けることができます。都合のよい日時・場所で、注射を受けてください

６～28日までの間隔
初回接種（２回）終了後おおむね１年おく
１期追加終了６日以上あける（おおむね５年おくのが望ましい）

間　　　　　隔

①日本脳炎の予防接種について

②任意予防接種について

■日本脳炎の標準的な接種スケジュール

【小児関係】【成人関係】

種　類 助成限度額
（１回につき）対象年齢 助成

回数種　類

成人肺炎球菌
（23価）

対　象　者 助成限度額
（１回につき）

4,000円１回

助成
回数

（ｱ）接種日時点で75歳以上の方
（ｲ）慢性疾患などで肺炎球菌感染
　　  による危険度が高く医師が必
　　   要と認めた方（ア）または（イ）

※過去５年以内に接種を受けている方は
　補助の対象となりません

風しん 8,000円１回平成２年４月１日以前に生まれた方
（妊婦を除く）

都市整備課　　0577-73-0153
神岡振興事務所（基盤環境水道係）　0578-82-2254

サンアルプ旭F棟
公営住宅

１戸
神岡町殿

木造２階建
２DK

サンアルプ旭Ｂ棟
公営住宅

1戸
神岡町殿
RC６階建

3DK

森茂住宅
特定住宅

（単身用）３戸
神岡町森茂
木造２階建

１K

嶋団地
特定公共賃貸住宅

（世帯用）１戸
河合町角川

木造２階建（車庫付）
３LDK

山之村住宅
公営住宅

１戸
神岡町森茂

木造２階建（車庫付）
２DK

昭和町団地
地域優良賃借住宅

（単身用）1戸
神岡町殿
RC４階建

1DK

林団地
公営住宅

1戸
宮川町林

木造２階建（車庫付）
3DK

市営住宅の入居者を募集します
公募住宅
住宅の種類
募集戸数

所在地
構造・規模

間取り

家賃

敷金
申込期間
入居予定日

家賃の３カ月分
平成26年４月24日～平成26年５月１日

平成26年６月１日

※入居資格について所得等の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください

共益費、駐車場使用料別途 共益費、駐車場使用料別途共益費別途
入居者の所得に応じて決定

募
集

おたふくかぜ
水ぼうそう

2,700円
3,500円

満１歳以上中学３年生まで １回

場
版ドイワ

広の報情

９ 2018年１月号

■名称　「ひだ宇宙科学館　カミオカラボ」

■選定理由
・この先永く皆さんに愛される施設であってほしい（分かりやすく親しみやすい）
・世界に通じるカミオカ、市内にある宇宙に関する科学館であること
・ラボ（研究室・実験室）に来たような小さな実験を体験できるような、
　わくわくする場所になってほしい　など

■名称が決まるまでの経過
　９月 16 日～ 10 月 10 日　名称募集（全国公募）　　
　　　　　　　　　　　　公募結果…全国各地より167 件の応募がありました
　10 月 27 日　　　　　　  第１回名称選定委員会開催
　　　　　　　　　　　　167 件から６件に選定
　11 月６日～ 12 月８日　　６件について市民投票
　　　　　　　　　　　　投票結果…315 件の投票がありました
　12 月 13 日　　　　　　 第２回名称選定委員会開催
　　　　　　　　　　　　投票結果を踏まえ、名称を選定し決定しました

■名称選定委員会の紹介
　委員会は次の方々で構成されました

　東京大学宇宙線研究所神岡宇宙素粒子研究施設　　中畑雅行施設長
　東京大学宇宙線研究所重力波観測研究施設　　　　大橋正健施設長
　神岡行政区長会　　　　　　　　　　　　　　　　太田文雄会長
　宇宙まるごと創生塾　飛騨アカデミー　　　　　　山口正一理事長
　協同組合スカイドーム・神岡　　　　　　　　　　老田哲康理事長
　神岡街歩きガイド　　　　　　　　　　　　　　　大田利正代表
　岐阜県立飛騨神岡高校　生徒代表　　　　　　　　山越彩也香さん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野口由里江さん

■施設のコンセプト
・道の駅に訪れた方にも、宇宙物理学の研究を知りたい方にも楽しめる
・楽しさを印象づけることで、宇宙物理学への興味の入り口をつくる
・スーパーカミオカンデのスゴイを知り、研究者のスゴイを知る
　そしてこの町のスゴイを知る

ついに道の駅「宙ドーム・神岡」に整備される（仮称）宇宙物理学研究紹介展示施設の名称が決定しましたのでお知らせし
ます。

お
知
ら
せ

平成31年４月オープン予定！
（仮称）飛騨市宇宙物理学研究紹介展示施設の名称決定!!

地域振興課 0577-62-8904 ※写真はすべてイメージです

円空連合 飛騨地区担当（文化振興課）
〒509-4292
飛騨市古川町本町2-22

場
版らわか
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行政書士が相続・遺言手続から各種
許認可や権利義務関係手続などの相
談を受け付けます。
お気軽にご相談ください。

相

　
　談
行政書士による無料相談

総務課 0577-73-7461

商工課 0577-62-8901

相

　
　談

専門の消費生活相談員が消費生活に
かかる相談を受け付けます。お気軽に
ご相談ください。

消費生活相談員による
無料相談

募

　
　集

市では、新規学卒者を対象とした就
職ガイダンスを高山市と合同で開催
します。

飛騨地域就職ガイダンス
参加事業所募集

■対　象　飛騨市・高山市・下呂市在住の方
■出発日　平成30年３月３日（土）
■日　程
若宮駐車場（古川駅裏）7：30＝高山市役所8：00
＝下呂市役所9：20＝美並ふるさと館（見学）
＝関サービスエリア（各自ご昼食）＝関市円空館（見学）
＝下呂16：00＝高山17：20＝飛騨市若宮駐車場17：50
■参加料　お一人様1,200円
 　　　　（交通費一部負担分として・小人同額）
　※上記以外の旅行費用については円空連合が負担いたします。（昼食代は自己負担）

■定　員　40人（応募者多数の場合は抽選）
■申込方法
参加希望者は、ハガキに①住所②氏名③電話番号④乗車希望場所を明記し、
２月18日（日曜日）までに下記の円空連合 飛騨地区担当宛に郵送してください。
（１通で２名まで。消印有効）
※本広報誌で旅行募集を行うものではありません。

■日時　２月14日（水）
　　　　13：00～16：00
■場所　神岡振興事務所
※相談をご希望の方は、事前に下記
　までご連絡ください。（予約優先）

■日　時　３月27日（火）
　　　　　13：30～16：00
■場　所　高山市民文化会館　
■対象者　2019年3月卒業予定の学生
　　　　 （大学1年生、2年生の参加も可とする）
■申　込　１月22日（月）まで
※参加を希望する事業所は、商工課ま

でお申し込みください
※会場の都合上、期限内のお申込で

あってもお断りする場合がありま
す。あらかじめご了承ください

農業振興課 0577-73-7466

募

　
　集

飛騨市アスパラガス研究会では、飛
騨市の特産化を目指し、新規会員を
募集しています。
アスパラガスは、雨よけハウスを設置
することで４月中旬～９月下旬まで
安定した出荷ができます。
興味がある方は、ぜひ一度ご相談く
ださい！

一緒にアスパラガスを
栽培しませんか？

＜生産者が語る！！
　　アスパラガス栽培の魅力＞
・定年帰農におすすめ！
・春早くから収入がある！
・工夫次第でいろいろな栽培ができる！

などなど…

058-263-6580
岐阜県行政書士会

■日時　２月７日（水）10：00～15：00
　　　　（12：00～13：00は除く）

■場所　飛騨市役所
※予約優先のため、ご相談を希望
　される方は事前にご連絡ください
※なお、相談日以外は消費者ホット
　ライン『188』で電話相談が受けら
　れます

お
知
ら
せ

0577-73-7496

県下19市町村で構成される「円空連合」では、中濃地域にある円空関連の２施
設を見学する「円空仏めぐり」を行います。

円空仏めぐり参加者募集



場
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お
知
ら
せ
保育園一日入園のご案内

■一日入園の留意事項・上履き（親子分）と筆記用具をご持参ください。
・新入園児は内科検診を行います。
・駐車スペースが限られていますので、近くの方はなるべく徒歩でご来園ください。

平成30年４月から新たに保育園に入園される幼児（新年少児・新未満児）の一日入園を行います。
保護者同伴の上でご参加ください。

お
知
ら
せ
インフルエンザ・ノロウイルスにご注意ください

毎年冬にはインフルエンザやノロウイルス感染症の流行がみられます。予防を徹底して、感染を防ぎましょう。

※不明な点は、各保育園または子育て応援課にお問合せください。
※2 月初旬までに入園される保育園の内定通知書を送付します。

子育て応援課 0577-73-2458

・古川町保健センター
・神岡町保健センター

0577-73-2948
0578-82-2233

園名
一日入園

電話番号
期　日 受付 開始

増島保育園 2 月 20 日（火） 12：30 13：00 0577-73-2553

宮城保育園 2 月 16 日（金） 12：45 13：00 0577-73-2015

さくら保育園 2 月 22 日（木） 13：15 13：30 0577-73-2825

河合保育園 2 月 20 日（火） 9：45 10：00 0577-65-2136

旭保育園 2 月 15 日（木） 12：45 13：00 0578-82-1275

山之村保育園 2 月 22 日（木） 9：45 10：00 0578-82-5546

双葉保育園 2 月 16 日（金） 13：00 13：30 0578-82-4490

【インフルエンザ】
■かからないようにするには・・・

・出かける場合には、なるべく人ごみを避けましょう。
・帰宅時や食事前には手洗いをしましょう。
・睡眠を十分に取り、栄養に気を配りましょう。
・室内を適切な温度や湿度に保ちましょう。
■広めないようにするには・・・

・咳エチケットを守りましょう。（咳、くしゃみが出る場合に
は、ティッシュ、ハンカチなどで鼻や口を押さえ、飛沫を
飛ばさないように心がける。）

・咳、くしゃみなど体調がおもわしくない場合には、極力外
出は避け、外出をする場合にはマスクをしましょう。
■ハイリスク者の方へ・・・

・高齢者、妊婦、乳幼児、心肺系の慢性疾患・糖尿病・腎疾
患の基礎疾患を有する方（ハイリスク者）は感染すると
症状が重くなることがありますので、早めに医療機関を
受診してください。

【ノロウイルス】
・調理前など手洗いをしっかりしましょう
・加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱しましょう
・調理器具の洗浄消毒をしましょう（塩素系漂白剤が有効）
・おう吐物など直接触れないよう気をつけ、処理後は手を 
  しっかり洗いましょう

【小児及び妊婦のインフルエンザ予防接種費助成について】
■接種期間　　平成30年１月31日（水）まで
■申請期間　　平成30年１月20日（土）まで
※接種を希望される方は、申請期間内に申請してください
※助成方法については、広報ひだ９月号をご覧ください
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上村分譲地売却のお知らせ

飛騨市では、下小萱および野首の宅地分譲地を随時売却しております。
資格要件や申請方法の詳細については下記までお問い合わせください。

お
知
ら
せ

神岡振興事務所 0578-82-2251

町 字 地番
430.00㎡

（130.07坪）
420.01㎡

（127.05坪）
455.31㎡

（137.73坪）
469.94㎡

（142.16坪）

⑧ 野首 葛屋尻 1121 2,566,093円
（坪単価約18,631円）

⑨ 〃 〃 1123 2,633,991円
（坪単価約18,529円）

② 下小萱 東垣内 2257  2,408,717円
（坪単価約18,517円）

③ 〃 〃 2258 2,363,281円
（坪単価約18,601円）

番号
所在地

面積 分譲価格

 

 
 ② 
③ 

下小萱 野首

①第三者行為にあったら…
　・交通事故（車・バイク・自転車）
　・他人のペットなどによるケガ
　・不当な暴力や傷害行為によるケガ
　・スキー、スノーボードなどの接触事故
　　　　　　
②まずは警察に連絡
　・警察から事故証明書の交付を受ける。

③市役所に届出
　・事故証明などを持って市役所担当窓口へ。
　・「第三者行為による傷病届」を提出してください。
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お
知
ら
せ
交通事故などで医療保険を使う場合は必ず届出を！！

お
知
ら
せ

１月26日は、「文化財防火デー」です。

飛騨市消防本部 0577-73-0119 市民保健課（市役所） 0577-73-7464

交通事故などの第三者（自分以外の人）による行為で病気やケガをし、国民健康
保険証、後期高齢者医療保険証や福祉医療受給者証を使って治療を受ける場
合は、必ず速やかに市役所担当窓口へ届出をしてください。

お
知
ら
せ
森林・環境税を活用して特定外来生物の防除（駆除）を実施しました

　昭和24年１月26日に、法隆寺の金堂
が炎上し壁画が焼損したことを契機と
して制定されました。
　市消防本部では、この日を中心に各
署におきまして「文化財防火訓練」を
実施します。
　これからの季節は空気が乾燥し、
暖房器具の使用機会が多くなるた
め、火災が発生しやすくなります。ス
トーブは燃えやすいものから離れた位
置で使用する等、火の取扱いには十
分注意しましょう。

①市民の皆様との協働による防除
　今年も多くの市民の皆様にご協力をいただき、特定外来
生物であるオオキンケイギク及びオオハンゴンソウの防除を
行いました。ご協力ありがとうございました。
≪防除ボランティア実施団体≫
　吉城高等学校２年生、連合岐阜協議会、古川町黒内区
≪防除量≫
　オオキンケイギク：210ｋｇ
　オオハンゴンソウ：370ｋｇ
　来年度も特定外来生物を防除していただけるボランティ
ア団体を募集しています。なお、ボランティアを実施するに
あたり、環境課では「防除方法」「処分」「群生場所の紹介」
など事前相談をはじめ、現地における「防除指導」、「道具
の貸出」等、ボランティアの皆様を支援いたしますので、お
気軽にご相談ください。

②委託による防除
　平成25年度から継続して今年度も飛騨市シルバー人材セ
ンターに委託し、特定外来生物（オオキンケイギク及びオオ
ハンゴンソウ）の防除を行いました。昨年度実施した分布調
査結果によると、オオキンケイギクの生育域は平成24年度か
ら減少しましたが、オオハンゴンソウの生育域は平成24年度
より拡大していました。
　このため、今年度はオオハンゴンソウを重点的に防除しま
した。結果は以下のとおりです。

≪防除量≫
　オオキンケイギク：2,526ｋｇ
　オオハンゴンソウ：7,728ｋｇ
※昨年度実施した調査結果マップは飛騨市ホームペー
　ジへ掲載しています。是非ご覧ください。
③その他、注目される植物
　飛騨市には、重点対策外来種※である「セイタカアワダチ
ソウ」が生息しています。
　セイタカアワダチソウは空き地や河川敷に一斉に繁殖し
ますが、植物の遷移により、徐々にススキ等の群落に変わる
とされています。従って、市では積極的に防除をしていませ
んが、お困りの方がいましたら環境課にご相談ください。
※「重点対策外来種」とは…特定外来生物ほど環境への影
　響は確認されていないが、今後、甚大な被害が予想され、
　対策の必要性が高いとされる動植物のこと。

環境課 0577-73-7482

第64回全国文化財
防火デーに伴う消防訓練

7/2に行われたボランティア活動状況（古川町黒内区）
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お
知
ら
せ
事業主の方へ

■提出期限
　・給与支払報告書　１月24日（水）
　・償却資産申告書　１月31日（水）
　※早めの提出をお願いします。

■ご存知ですか？
　「商工業生産設備等に対する飛騨
　市税の特例に関する条例」に基づ
　く特例制度
　下記の①②を満たす場合、対象と
　なる資産の固定資産税が３年間
　免除されます。

　①市内において製造業、旅館業、
　　農林水産物等販売業を営まれ
　　ている法人および個人の方

　②昨年中に一定の要件の設備を
　　新設または増設した場合

給与支払報告書、償却資産申告書に
ついて

市では、高齢者を対象とした「肺炎球菌ワクチン予防接種」を行っています。
今年度、2,700円の個人負担で接種を受けることのできる方は、下記の表の年齢
の方です（対象の方には、４月に紫色の予診票をお送りしています）。
接種期限は3月31日（土）までですので、接種を希望される方は、お早めにお受けく
ださい（接種は義務ではありません）。

お
知
ら
せ

市・県民税第４期分の
納期限について

お
知
ら
せ
不妊治療・不育治療を受けている方へ

■口座振替をご利用の方は口座残
　高をご確認ください。

■納付書で納められる方は6月にお
　届けした納付書の第4期分により
　納期限までに納めてください。

市・県民税第４期分の納期限は
１月31日（水）です。

税務課 0577-73-3742

税務課 0577-73-3742

古川町保健センター 0577-73-2948

古川町保健センター
0577-73-2948

神岡町保健センター
0578-82-2233

お
知
ら
せ
高齢者を対象とした肺炎球菌ワクチン予防接種について

市では、一般不妊治療、特定不妊治療、不育症治療に対する費用の一部を助成
しています。
治療を受けた年度中に助成金の交付申請を行う必要がありますので、平成30年
３月30日（金）までに申請してください。

対象年齢

65歳 昭和27年4月2日 ～ 昭和28年4月1日

70歳 昭和22年4月2日 ～ 昭和23年4月1日

75歳 昭和17年4月2日 ～ 昭和18年4月1日

80歳 昭和12年4月2日 ～ 昭和13年4月1日

85歳 昭和 7年4月2日 ～ 昭和 8年4月1日

90歳 昭和 2年4月2日 ～ 昭和 3年4月1日

95歳 大正11年4月2日 ～ 大正12年4月1日

100歳 大正 6年4月2日 ～ 大正 7年4月1日

生年月日

※今までに対象ワクチン（23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン）を
　接種したことがある方は対象になりません。

一般不妊治療 特定不妊治療不育症

治療終了日 平成30年2月28日 平成30年3月31日

申請期限 平成30年3月30日
※期限に間に合わない場合は、下記までご連絡ください
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場
版らわか

広の報情

■日時　２月24日（土）
■場所　川西ポケットパーク（行列出発場所）
　　　　本町防災公園周辺（ステージイベント、うまいもんバザー）
■日程　 うまいもんバザー
　　　　ステージイベント
　　　　出発式、酒樽鏡割
　　　　行列

創作山車の行列が市街地を盛大に練り歩く熱気あふれる冬の夜祭りです。
煌びやかな山車とパフォーマンスで、「家内安全」と「商売繁盛」を金毘羅様に祈願します。地元グルメを一堂に揃えた「うまい
もんバザー」と特設ステージでのイベントも開催します。

神岡振興事務所
0578-82-2253
神岡金毘羅当番会ホームページ http://konpira.kamioka.info

お
知
ら
せ
第62回　飛騨神岡初金毘羅宵祭

■開催日　２月17日（土）
■場　所　飛騨まんが王国周辺
■日　程　キャンドル点灯
　　　　　打ち上げ花火

冬の宮川町で雪に親しみ、冬を楽しむ祭りです。
地域の特産品を活用した各種バザーや温かい雰囲気を生み出すキャンドル、冬の夜空を鮮やかに彩る打ち上げ花火などが
行われます。皆様お誘い合わせの上、ぜひお出かけください。

お
知
ら
せ
第28回　みやがわ親雪まつり

お
知
ら
せ
市営住宅入居者募集

13 2018年１月号

11：00～
12：50～16：00
17：30～
18：00～21：30

（予定）

16：00頃～
18：30頃～

※皆さんも一緒にキャンドルを点灯しましょう。
※会場では各種バザーが行われる予定です

飛騨まんが王国 0577-62-3259

公募住宅 新栄町団地 サンアルプ旭（A棟） サンアルプ旭(木造） 森茂住宅 打保団地 西忍団地 宮川団地

種類 特公賃 特公賃 公営 特定 特定 公営 特公賃

募集戸数 （世帯用）1戸 （世帯用）1戸 （世帯用）3戸 (単身用)3戸 （単身用）1戸 （世帯用）2戸 （世帯用）1戸

所在地 古川町新栄町 神岡町殿 神岡町殿 神岡町森茂 宮川町打保 宮川町西忍 宮川町林

構造・規模 S造3階建 RC造6階建 木造2階建 木造2階建

間取り 3DK 3LDK 2DK 1K 2ＤＫ 3DK 2DK

共益費別途 共益費含む
家賃

木造2階建(車庫付)

入居者の所得に応じて決定

共益費、駐車場使用料別途

・都市整備課
・神岡振興事務所（基盤環境水道係）

0577-73-0153
0578-82-2254

※入居資格について、所得等の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください
※個人番号の記載箇所があるため郵送での受付が出来ません。
　都市整備課または各振興事務所（基盤環境水道係）まで直接ご提出ください。

■敷　　金　家賃の３ヵ月分
■申込期間　１月24日（水）～１月31日（水）　■入居予定日　３月１日（木）
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お
知
ら
せ
保育園一日入園のご案内

■一日入園の留意事項・上履き（親子分）と筆記用具をご持参ください。
・新入園児は内科検診を行います。
・駐車スペースが限られていますので、近くの方はなるべく徒歩でご来園ください。

平成30年４月から新たに保育園に入園される幼児（新年少児・新未満児）の一日入園を行います。
保護者同伴の上でご参加ください。

お
知
ら
せ
インフルエンザ・ノロウイルスにご注意ください

毎年冬にはインフルエンザやノロウイルス感染症の流行がみられます。予防を徹底して、感染を防ぎましょう。

※不明な点は、各保育園または子育て応援課にお問合せください。
※2 月初旬までに入園される保育園の内定通知書を送付します。

子育て応援課 0577-73-2458

・古川町保健センター
・神岡町保健センター

0577-73-2948
0578-82-2233

園名
一日入園

電話番号
期　日 受付 開始

増島保育園 2 月 20 日（火） 12：30 13：00 0577-73-2553

宮城保育園 2 月 16 日（金） 12：45 13：00 0577-73-2015

さくら保育園 2 月 22 日（木） 13：15 13：30 0577-73-2825

河合保育園 2 月 20 日（火） 9：45 10：00 0577-65-2136

旭保育園 2 月 15 日（木） 12：45 13：00 0578-82-1275

山之村保育園 2 月 22 日（木） 9：45 10：00 0578-82-5546

双葉保育園 2 月 16 日（金） 13：00 13：30 0578-82-4490

【インフルエンザ】
■かからないようにするには・・・

・出かける場合には、なるべく人ごみを避けましょう。
・帰宅時や食事前には手洗いをしましょう。
・睡眠を十分に取り、栄養に気を配りましょう。
・室内を適切な温度や湿度に保ちましょう。
■広めないようにするには・・・

・咳エチケットを守りましょう。（咳、くしゃみが出る場合に
は、ティッシュ、ハンカチなどで鼻や口を押さえ、飛沫を
飛ばさないように心がける。）

・咳、くしゃみなど体調がおもわしくない場合には、極力外
出は避け、外出をする場合にはマスクをしましょう。
■ハイリスク者の方へ・・・

・高齢者、妊婦、乳幼児、心肺系の慢性疾患・糖尿病・腎疾
患の基礎疾患を有する方（ハイリスク者）は感染すると
症状が重くなることがありますので、早めに医療機関を
受診してください。

【ノロウイルス】
・調理前など手洗いをしっかりしましょう
・加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱しましょう
・調理器具の洗浄消毒をしましょう（塩素系漂白剤が有効）
・おう吐物など直接触れないよう気をつけ、処理後は手を 
  しっかり洗いましょう

【小児及び妊婦のインフルエンザ予防接種費助成について】
■接種期間　　平成30年１月31日（水）まで
■申請期間　　平成30年１月20日（土）まで
※接種を希望される方は、申請期間内に申請してください
※助成方法については、広報ひだ９月号をご覧ください

場
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成年後見制度の普及と高齢者の権利保護を図るため、司法書士による「成年後見
相談会」と「成年後見制度に関する説明会」を開催します。

お
知
ら
せ
映画「ひなたつむ」の上映会を行います ＹＣＫ成果発表会

お
知
ら
せ

司法書士による「成年後見相談会」と
「成年後見制度に関する説明会」について

飛騨city人財会議事務局
（古川町商工会）

0577-73-2624

吉城高校 0577-73-4555

管財課 0577-73-3741

studiotoshi+Rを支える会
090-1476-5120

岐阜県司法書士会事務局
058-246-1568
058-259-7118

お
知
ら
せ

飛騨city人財会議による「飛騨市企業
展（仮称）」を開催します。
市内での就職に興味のある方はお気
軽にご来場ください。

「飛騨市企業フェス」を
開催します

お
知
ら
せ

ＹＣＫ（吉高地域キラメキ）プロジェク
トの取り組みをより多くの方に知っても
らう成果発表会を開催します。ぜひお
越しください。

■日時　２月７日（水）　14:00～15:00
■場所　文化交流センター
■内容

・ＹＣＫプロジェクトの
成果報告会（生徒より）

・吉城高校の１年間の取り組みや、今
後変化していく大学入試制度につい
て、それに伴う高校の変革に向けて
の発表（校長より）

■日時　２月17日（土）13：00～17：00
■場所　古川町公民館（総合会館）
　　　　２階大会議室
■対象　市内での就職をお考えの方、
　　　　高校生の保護者の方等

飛騨市小さなまちづくり応援事業の市民コンペ審査会で承認を受けた「ひだで映
画を撮ろう」。撮影はすべて市内で行われ、エキストラとして市民にも出演していた
だきました。飛騨市らしく、あたたかく、やさしい映画「ひなたつむ」の上映会を行い
ます。どちらの会場も入場無料ですので、皆さんぜひお越しください。

【神岡会場】
■日時　１月28日（日） ①14：00～（開場13：30）
　　　　　　　　　　 ②19：00～（開場18：30）
■場所　船津座多目的ホール

【古川会場】
■日時　２月３日（土）　19：00～（開場18：30）
■場所　文化交流センター

【司法書士による 「高齢者・障害者のための成年後見相談会」】
■日　時　２月３日（土）　13：00～16：00
■場　所　飛騨・世界生活文化センター　食遊館２階　会議室
■相談例　ひとり暮らしの今後が不安。
　　　　　知的障害を持つ子どもの将来が心配。
　　　　　遺産分割協議をするが相続人の一人が認知症でできない。 など

【成年後見制度に関する説明会 「成年後見制度について学ぼう」】
■日　時　２月３日（土）　13：30～15：30
■場　所　飛騨・世界生活文化センター　食遊館２階　会議室
■その他　定員60人（要予約・先着順）

飛騨市役所本庁舎（2Fエレベーター前廊下）及び西庁舎（1Fエントランス）に自動
販売機を設置する事業者を募集します。

お
知
ら
せ
平成30年度自動販売機設置事業者の募集について

■設置期間　最長３年間
■募集対象　市内の法人又は個人で設置経験者等
■募集期間　２月１日（木）～16日（金）
■決定方法　書類審査及び抽選
■募集要項　飛騨市ホームページに掲載します。管財課にも配置します。

予約先



円空連合 飛騨地区担当（文化振興課）
〒509-4292
飛騨市古川町本町2-22
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行政書士が相続・遺言手続から各種
許認可や権利義務関係手続などの相
談を受け付けます。
お気軽にご相談ください。

相

　
　談
行政書士による無料相談

総務課 0577-73-7461

商工課 0577-62-8901

相

　
　談

専門の消費生活相談員が消費生活に
かかる相談を受け付けます。お気軽に
ご相談ください。

消費生活相談員による
無料相談

募

　
　集

市では、新規学卒者を対象とした就
職ガイダンスを高山市と合同で開催
します。

飛騨地域就職ガイダンス
参加事業所募集

■対　象　飛騨市・高山市・下呂市在住の方
■出発日　平成30年３月３日（土）
■日　程
若宮駐車場（古川駅裏）7：30＝高山市役所8：00
＝下呂市役所9：20＝美並ふるさと館（見学）
＝関サービスエリア（各自ご昼食）＝関市円空館（見学）
＝下呂16：00＝高山17：20＝飛騨市若宮駐車場17：50
■参加料　お一人様1,200円
 　　　　（交通費一部負担分として・小人同額）
　※上記以外の旅行費用については円空連合が負担いたします。（昼食代は自己負担）

■定　員　40人（応募者多数の場合は抽選）
■申込方法
参加希望者は、ハガキに①住所②氏名③電話番号④乗車希望場所を明記し、
２月18日（日曜日）までに下記の円空連合 飛騨地区担当宛に郵送してください。
（１通で２名まで。消印有効）
※本広報誌で旅行募集を行うものではありません。

■日時　２月14日（水）
　　　　13：00～16：00
■場所　神岡振興事務所
※相談をご希望の方は、事前に下記
　までご連絡ください。（予約優先）

■日　時　３月27日（火）
　　　　　13：30～16：00
■場　所　高山市民文化会館　
■対象者　2019年3月卒業予定の学生
　　　　 （大学1年生、2年生の参加も可とする）
■申　込　１月22日（月）まで
※参加を希望する事業所は、商工課ま

でお申し込みください
※会場の都合上、期限内のお申込で

あってもお断りする場合がありま
す。あらかじめご了承ください

農業振興課 0577-73-7466

募

　
　集

飛騨市アスパラガス研究会では、飛
騨市の特産化を目指し、新規会員を
募集しています。
アスパラガスは、雨よけハウスを設置
することで４月中旬～９月下旬まで
安定した出荷ができます。
興味がある方は、ぜひ一度ご相談く
ださい！

一緒にアスパラガスを
栽培しませんか？

＜生産者が語る！！
　　アスパラガス栽培の魅力＞
・定年帰農におすすめ！
・春早くから収入がある！
・工夫次第でいろいろな栽培ができる！

などなど…

058-263-6580
岐阜県行政書士会

■日時　２月７日（水）10：00～15：00
　　　　（12：00～13：00は除く）

■場所　飛騨市役所
※予約優先のため、ご相談を希望
　される方は事前にご連絡ください
※なお、相談日以外は消費者ホット
　ライン『188』で電話相談が受けら
　れます

お
知
ら
せ

0577-73-7496

県下19市町村で構成される「円空連合」では、中濃地域にある円空関連の２施
設を見学する「円空仏めぐり」を行います。

円空仏めぐり参加者募集



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

図 書 館 に お い で よ 新着図書ピックアップ

『九十歳。なにがめでたい』の大ヒッ
トが記憶にあたらしい佐藤愛子さ
ん。
こちらは愛子さんのユーモアエッセイ
のはしりとなった代表作の新装版で
す。
初笑いはこの本でキマリ。

『愛子の小さな冒険』
佐藤 愛子 ／著　青志社

たけのこ、ブランコ、さくらんぼ、はな
び、いもほり、ヨット、だんごむし…
たいそうでいろんなものになりきろ
う！
絵本をみながら親子でからだを動か
せば、寒い冬でもぽかぽかになれま
すね！

『パンダおやこたいそう』

一般向けのオススメ 児童向けのオススメ

いりやま さとし／作
講談社
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相

　
　談
就労相談窓口のお知らせ

就活に踏み出せない、うまくいかない
理由はなんだろうとお悩みの方のサ
ポートを行っています。一人ひとりの
状態に合わせた相談と専門的な支援
が受けられるよう、必要に応じて適切
な支援機関や団体等も紹介します。
お気軽にお問い合わせください。

■日程　毎週水曜日
■時間　13：00～16：00
■場所　古川町公民館（総合会館）

※支援対象者は15歳以上39歳以下のニート
状態の若年者とその保護者

※出張相談を希望される方は相談ください
※１組50分、予約制です。下記の予約先へご

連絡ください。

岐阜県若者サポートステーション
　 058-216-0125

・予約先

相

　
　談

市内製造事業所による「就職面談会」お
よびハローワーク出張相談を開きます。
製造の仕事に就きたい方、興味のある
方はお気軽にご来場ください。

■日時　２月21日（水）
・出張相談　　　　　11：00～15：00
・製造業就職面談会　13：00～15：00
■場所　古川町公民館（総合会館）
■ハローワーク出張相談
・求人情報の提供
・就職に関する相談
・職業紹介
・シルバー人材センター
■製造業就職面談会
・市内の製造事業者４社程度
※予約不要・入退場自由

相

　
　談

出張介護就職デイ
「就職面談会」in飛騨市

製造業就職面談会・
ハローワーク出張相談

市内の介護事業所による「就職面談
会」を開催します。
当日は、人事担当者の方と個別面談
により、仕事の内容等ご自由にお話し
いただけます。
介護・福祉関係の事業所で働きたい
方、興味がある方等、お気軽にご来場
ください。

■日時　２月21日（水）13：00～15：00
■場所　古川町公民館（総合会館）
■参加事業所
・市内の介護関係事業者３社程度
※予約不要・入退場自由

ハローワーク高山
0577-32-1144

ハローワーク高山
0577-32-1144

飛騨市経営相談窓口

市では、岐阜県よろず支援拠点と連
携して、売上拡大、販路拡大、経営改
善など、経営上のあらゆるお悩みの
相談に対応する「経営相談窓口」を
開設します。ぜひご活用ください。

■日時
１月24日（水）、１月31日（水）、
２月７日（水）、２月14日（水）
11：00～16：00
※予約可（相談日前日までに下記まで
　電話にてお申し込みください。）

■場所
飛騨市図書館

■相談内容
販路開拓、売上拡大・商品開発、ブラ
ンドづくり、デザイン、人材育成、事業
連携、地域資源、WEB集客、I T活用、経
営改善、事業再生、創業・起業補助
金、助成金

相

　
　談

商工課
0577-62-8901


