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1減免申請のご案内
市では、障がいのある方等が所有される軽自動車等について、軽自動車税の減免を行います。
現在、平成30年度分の申請を受け付けていますので、減免を希望される方は次のとおり手続きをしてください。

お
知
ら
せ
軽自動車税の各種手続きについて

税務課 0577-73-3742

■減免対象となる軽自動車
①身体障害者手帳等をお持ちで、一定の要件に該当する方が所有（使用）する軽自動車等
②主に身体障がい者等が利用するための構造となっている軽自動車等

■持ち物
①の場合：車検証の写し、身体障害者手帳等、運転免許証、印鑑、生計同一証明書（新規に申請される場合で運
　　　　　転する方が障がい者本人でない場合のみ）
②の場合：事前に税務課までお問い合わせください

■申請について
期限：４月16日（月）まで
場所：税務課または各振興事務所（税務担当）

《ご注意いただきたいこと》
・平成29年度に減免を受けられた方は、３月上旬に送付しました申請書をご利用ください（毎年手続きが必要です）

・減免を受けることができる方の範囲は、障がいの区分や年齢・使用目的等により異なりますので、税務課まで
　お問い合わせください。

・減免対象となる軽自動車等は、障がいのある方お一人につき１台限りです。
　なお、普通自動車で減免を受けている方は対象外となります。

・生計同一証明書は、地域包括ケア課（ハートピア古川内）または各振興事務所（福祉担当）で発行できます。

2口座振替のご案内
軽自動車税などの納税には便利で確実な口座振替がおすすめです。
口座振替を希望される方は、通帳および通帳印をご用意いただき、次の金融機関窓口にてお申込みください。

■取扱金融機関
・北陸銀行、大垣共立銀行、十六銀行、富山第一銀行、高山信用金庫、飛騨信用組合、飛騨農業協同組合の本店及び各支店
・全国のゆうちょ銀行

《ご注意いただきたいこと》
・軽自動車税の口座振替は４月上旬までにお申し込みください
　（４月中旬以降のお申込み分は、平成31年度からの適用となる場合があります）

・口座振替により軽自動車税を納税された方には、５月下旬に車検用納税証明書（はがき）をお届けします。

・口座振替のお申込みは、税務課または各振興事務所の窓口ではお取り扱いできませんのでご注意ください。



　昨年10月に飛騨市と友好提携を締結した台湾の新港郷
（しんかんごう）からは、友好交流の取り組みとして、交
流ある飛騨市からの本の寄贈希望がありました。
　それを受けて、１月中に市民の皆さんに推薦メッセージ
を添えた図書寄贈の呼び掛けを行い、それにより飛騨市図
書館、神岡図書館へ51名の方から144冊もの本をいただくこ
とができました。その一部、60冊をまず現地へ持参し、新
港郷の郷長（首長）に贈呈を行うとともに、現地の幼稚園
児22名とその親、及び関係者など約50名が見守る中、寄贈
する絵本３冊の読み聞かせを行いました。

　飛騨市の図書館司書が読んだあと、現地の保育士が翻訳
した原稿を元に読みました。絵本は同じような読み方を繰
り返すものもあるため、最後の方では日本語の読み方の真似をする園児もいました。

　また、市民募集とは別に古川町内の小中学校の児童生徒からも、絵入りの推薦文等とあわせた図書約30冊が寄
せられました。

　これらの寄贈した本は新築された新港郷図書館に飛騨市コーナーを設置して貸し出すほか、これまで飛騨市と
永年交流を進めてきた、新港文教基金会の建物内にある図書フロアでも飛騨市コーナーを設け、現地のボラン
ティアによる読み聞かせや一般貸し出しで利用されます。
　台湾は親日国で日本語を勉強している人が多いこと、また、年配の方には日本語
の読み書きが堪能な方も多いことから、そういった方によって利用、翻訳、読み聞
かせなどがされます。

　寄せられた皆さんのメッセージを読んだ新港郷の関係者は、その心温まる内容に
大変感動するとともに、今後多くの、また幅広い世代での交流促進がとても期待で
きると話していました。

　また、日本と台湾の交流の取り組みとしての本の寄贈と絵本の読み聞かせをした
事例はこれまで聞いたことがないと話されていました。
　メッセージは各施設で日本語原文と翻訳文を並べて設置し、広く新港郷の住民等
に見ていただくことになっています。
　図書寄贈の交流については今後も続けていくこととしています。
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地域振興課 0577-62-8904

市民の皆様から譲り受けた図書の寄贈と幼稚園児への読み聞かせなどを実施しました。

お
知
ら
せ
台湾・新港郷との友好提携の取り組みについて
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お
知
ら
せ
平成30年４月から新たな国民健康保険制度が始まります

■なぜ制度改正が必要なの？
○構造的な課題が多くあります。

「年齢構成が高く医療費水準が高い」「所得水準が低く保
険料負担が重い」

「赤字となっている保険者が多く存在する」など構造的な
課題を抱えています。

○保険者の負担が増加しています。
加入者の高齢化や医療の進歩による医療費の増加は、財
政運営の大きな負担となっています。　

○国民皆保険の最後の砦です。
財政運営を県単位に拡大するとともに、国の公費負担を
拡充し、財政基盤を強化することで、安定した制度として
次世代に引き継ぐための改正です。 

新しい保険料については、詳細が決まり次第お知らせいたします。
今後とも国民健康保険の運営にご理解とご協力をお願いします。

■制度改正で何が変わるの？
○新たな仕組みが始まります。

県が医療給付に必要な費用の全額を市に交付し、市は県
が決定した納付金を納めることとなります。

○県への広域化による影響は？
保険者証の様式が一部変更となります。また、県内で住
所を異動した場合、高額療養費の多数回該当が継続され
るなど加入者の負担軽減が図られます。

○窓口サービスは変わりません。
加入手続きや保険証の発行などは、今までどおりお近く
の市役所や振興事務所で手続きが出来ます。
また、保険料の徴収は、市が引き続いて行います。

市民保健課（市役所） 0577-73-7464

国民健康保険制度を将来にわたって守り続けていくために、平成30年４月から県と市が共同保険者となって、国民健
康保険を運営していくこととなりました。
●岐阜県は、安定的な財政運営や効率的な事業の推進など、国民健康保険の運営の中心的な役割を担います。
●飛騨市は、加入脱退・給付業務・保険者証交付などの手続きや保険料の徴収など身近な窓口としての役割を担います。

■飛騨市の保険料はどうなるの？
○加入者の高齢化が進んでいます。

65 歳以上の加入者が半数を超えており、 高齢者のライフ
ラインとして、大切な役割を担っています。

○厳しい財政状況に直面しています。
加入者の減少で収入が減少していますが、医療費は増加
しており、赤字を基金で補てんしています。

○保険料の見直しが必要です。
給付に対する負担の仕組みが変更となるため、保険料の
引上げはやむを得ない状況にあります。

○負担の軽減を図ります。
加入者の生活に大きな影響を与えないように、出来るだ
け緩やかに保険料を引上げていきます。
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一人当たり医療費と収支赤字の比較

医療費の増加で収支が悪化

単年度収支赤字（左軸） 一人当たりの医療費（右軸）

医療費の負担方法が変わります

年度内の医療費負担の急激な変動が
抑えられるようになり運営が安定します

県全体の医療給付費
をもとに市町村ごとの
納付金を決定し納付

医療費の支払い
に必要な費用を
市町村に交付

都道府県

市町村

市町村

市町村

神岡図書館 0578-82-1764
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

　男性ばかりの刑務所で、女性教授が
始めた読書クラブ。壮絶な人生を歩んで
きた囚人たちは、『マクベス』を初め、古
典文学を読んで何を思うのか。彼らはや
がて、思いがけない視点から物語の核
心へと近づいていく。読書の常識を覆
す衝撃のノンフィクション。

　サメってなにもの？無敵のハンター、
サメをたずねるぼうけんにでかけよう！
恐竜が生まれる2億年もまえから地球上
でくらし、いま、500をこえる種がいるサ
メ。とっても小さなペリーカラスザメか
ら、いちばん大きいジンベエザメまで、
サメのふしぎを徹底的に紹介します！
（小学校低学年から）

ミキータ・ブロットマン・著
川添節子・訳　原書房

『サメってさいこう！』
オーウェン･デイビー・著
越智典子・訳　偕成社

一般向けのオススメ

児童向けのオススメ

『刑務所の読書クラブ　教授が
囚人たちと10の古典文学を読ん
だら』
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・予約先

相

　
　談

市内において、ハローワークの相談員
による職業相談窓口を開設します。
お気軽にお問い合わせください。

■日時　４月18日（水）
　　　　11：00～15：00

■場所　古川町公民館（総合会館）
　　　　２階研修室２号
■相談内容
・求人情報の提供（求人情報誌による提

    供、求人情報検索パソコンによる提供）

・就職に関する相談（ハローワーク高山

    の相談員が就職に関する相談に対応）

・職業紹介（希望の求人の紹介）

・飛騨市シルバー人材センターに関す
　る相談

ハローワーク出張相談

飛騨市シルバー人材センター
0577-73-7386

ハローワーク高山
0577-32-1144

商工課 0577-62-8901

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。

■相談内容
販路拡大、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、IT活用、経営改善、事業再生、創
業・起業補助金、助成金
■日時　古川会場　３月28日（水）、４月４日（水）、４月11日（水）
　　　　神岡会場　４月１８日（水）
　　　　両会場ともに13：00～16：00
　　　　※予約可（相談日前日までに商工課まで電話にてお申し込みください。）
■場所　古川会場　飛騨市図書館２階メディア編集室
　　　　神岡会場　神岡振興事務所２-１会議室
　　　　※４月以降の日時、場所は変更になる場合がございます。
　　　　　飛騨市ホームページでご確認ください。

相

　
　談

相

　
　談

消費生活相談員による
無料相談

■日時　４月４日（水）10：00～15：00
　　　　（12：00～13：00は除く。）
■場所　飛騨市役所２階
※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。

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。

相

　
　談
行政書士による無料相談

■日時　４月11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）

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。

総務課 0577-73-7461予約先

岐阜県行政書士会
058-263-6580

予約先



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
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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

こころの健康相談カレンダー（平成30年度版）

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
・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(精神科)のない方に限る

・弁護士と臨床心理士が対応

時間 13：00～15：00 
予約制・無料

13：30～15：00 
予約制・無料

13：00～16：00　予約制・無料 
（１人45分程度）

場所 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

予約先 憩いの家 
0577-73-0160

飛騨保健所 
0577-33-1111（内線311）

飛騨保健所 
0577-33-1111（内線311）

4月 10日（火） 25日（水） 
神岡町保健センター

5月 10日（木） 16日（水） 
ハートピア古川

6月 11日（月） 13日（水） 
河合町公民館

7月 10日（火） 25日（水） 
ハートピア古川

8月 10日（金） 29日（水） 
神岡町保健センター

9月 10日（月）

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

10月 10日（水） 24日（水） 
宮川町保健センター

11月 12日（月） 28日（水） 
神岡町保健センター

12月 10日（月） 12日（水） 
ハートピア古川

1月 10日（木）
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

2月 12日（火）

3月 11日（月）

場
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市では、平成30年度こころの相談窓口を次のように設けます。つらいことや苦しいことがあれば、無料ですので
予約の上ご相談ください。

国の昨年（平成29年）の自殺者は２万１千人にのぼりました。
特に15～19歳、20～30代では死因第１位となっており、また、自殺者全体の35%を40~60代の男性（父親世代）が占めてい
るため、大きな社会問題となっています。
全国的に３月は最も自殺者が多いことから「自殺対策強化月間」と定められています。強化月間にあたり、自殺を特別なこ
とではなく身近な問題として受け止め、一人ひとりが自殺対策の主役となって支えあう社会づくりをすすめましょう。

お
知
ら
せ
３月は自殺対策強化月間です

古川町保健センター 0577-73-2948

募

　
　集
市営住宅入居者募集

・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。
　飛騨市役所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　３月23日（金）～３月30日（金）　■入居予定日　５月１日（火）

場
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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。
一人一人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（４月９日を除く）
■時間　13：00～16：00
■場所　古川町公民館（総合会館）
　　　　３階研修室３号

※１組50分、予約制です。下記の予約先へご
連絡ください。

※４月以降の日時、場所は変更になる場合が
ございます。
飛騨市ホームページでご確認ください。

※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

岐阜県若者サポートステーション
　 058-216-0125

・予約先

相

　
　談

ヨイハ健康デー
歯のなんでも電話相談

岐阜県保険医協会では、４月18日の
“ヨイハ”にちなんで、「歯のなんでも電
話相談」を行います。日頃気になって
いることや、相談できずにいることな
ど「歯についての悩み」を県内で開業
している当協会会員の歯科医師が相
談に応じます。相談は無料ですので、
お気軽にお電話ください。

■日程　４月15日（日）
■時間　10：00～15：00
■内容
　・入れ歯が合わない
　・口の中がざらつく
　・歯の色が気になる　など

募

　
　集

飛騨地域就職ガイダンスの
参加事業所を募集します

市では、新規学卒者、一般求職者を
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。

■日　時　５月２日（水）
　　　　　13：30～16：00
■場　所　高山市民文化会館
　　　　　3-11・4-7
■対象者
　ＵＩＪターン就職希望者、一般求
　職者、2019年３月卒業予定の学生
　（大学・短大・専門学校等）
■申　込　３月22日（木）までに
　　　　　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。

商工課 0577-62-8901

岐阜県保険医協会
058-267-0711

公募住宅 諏訪田団地B棟 新栄町団地 森茂住宅 嶋団地 西忍団地
種類 公営 特公賃 特定 特公賃 公営

募集戸数 (世帯用)1戸 (単身用)1戸 (単身用)2戸 (世帯用)1戸 (世帯用)2戸
所在地 古川町杉崎 古川町新栄町 神岡町森茂 河合町角川 宮川町西忍
構造・規模 RC造5階建 S造3階建 木造２階建 木造２階建(車庫付き)
間取り 3LDK 1DK 1K 3LDK 3DK

家賃
入居者の所得に応じて決定

共益費、駐車場使用料別途 共益費別途
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お
知
ら
せ

■名　　称　「俳句王国がゆく」公開録画

■日　　時　５月20日（日）　開場13:00、開演13:30、終演15:30（予定）

■会　　場　飛騨市文化交流センター

■主　　催　飛騨市、ＮＨＫ岐阜放送局

■出　　演　一般俳人の方
　　　　　　【ゲスト】野口五郎（歌手）、壇蜜（タレント）
　　　　　　【主宰】坊城俊樹（俳人「花鳥」主宰）
　　　　　　【司会】Ｕ字工事（タレント）
　　　　　　【アシスタント】谷尾桜子

■応募方法　入場無料。郵便往復はがき（私製はがきを除く）でお申し込みください。
　【往信表面】（あて先）〒500-8554　ＮＨＫ岐阜放送局「俳句王国がゆく」係
　【往信裏面】①郵便番号　②住所　③名前　④電話番号
　【返信表面】①郵便番号　②住所　③名前
　【返信裏面】何も記入しないでください（抽選結果を印刷してご返送いたします）

※郵便往復はがき以外での応募や、記入もれのあるはがきは抽選の対象外となりますのでご注意ください。
※応募多数の場合は抽選のうえ、当選の方には入場整理券（１枚で２人入場可）を、
　落選の方には落選通知を５月２日（水）頃発送します。
※満１歳以上のお子様から入場整理券が必要です。
※インターネットオークション等での転売を目的としたお申し込みは固くお断りいたします。
　なお、売買を目的としたお申し込みであると判明した場合には、抽選対象外とさせていただきます。

　【締め切り】４月19日（木）必着

■その他　　ご応募の際にいただいた情報は抽選結果のご連絡のほか、受信料のお願いに使用させていただくことがあります

「俳句王国がゆく」公開録画の実施について

文化振興課 0577-73-7496（平日8:30～17:15）
ＮＨＫ岐阜放送局 058-264-4611（平日9:30～18:00）

飛騨市とＮＨＫ岐阜放送局では「俳句王国がゆく」の公開録画を行います。
この番組は、全国各地をまわりながら、地元の方々と一緒に、俳句を通してその土地の魅力を再発見していきます。
観覧をご希望の方は、次の要領でお申し込みください。

http://www.nhk.or.jp/gifu/

野口五郎
（歌手）

壇蜜
（タレント）

坊城俊樹
（「花鳥」主宰）

Ｕ字工事
（タレント）

谷尾桜子
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市民保健課（市役所） 0577-73-7464

お
知
ら
せ

■日　　時　３月31日（土）・４月１日（日）　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。）
　　　　　　※税関係の証明、パスポートの申請・交付、国民健康保険・国民年金の取得・喪失手続きはできません。

■その他　　市役所市民保健課のみ、３月28日（水）から４月４日（水）の間は、18：15まで窓口を延長します。
　　　　　　また、毎週月曜日は、18：15まで、窓口延長をしています。（各振興事務所は電話予約制）

休日窓口開設について・窓口延長について
３月31日（土）・４月１日（日）に市民保健課を開きます

年度始めは人事異動、就職、入学等により多くの市民の方が住所変更等をされる時期です。
そこで、市民保健課では、皆さまの便宜と平日の待ち時間の緩和を図るため、下記のとおり、窓口を開設します。お気軽
にご利用ください。

4月より友雪館直営化に伴い予約窓口
が河合振興事務所（　0577-65-2221）
に変更となります。詳しくは３月１日の
区長回覧をご覧ください。

場
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就職ガイダンスについて
お
知
ら
せ

毎年４月２日は、国連の定めた「世界自閉症啓発デー」、毎年４月２日～８日は発達障
害啓発週間です。

　毎年、世界自閉症啓発デーの４月２日から８日を発達障害啓発週間として、シ
ンポジウムの開催や東京タワーをはじめとした名所旧跡等のライトアップ（ブ
ルー）等の活動が各地で行われています。
　自閉症をはじめとする発達障害について知っていただく
こと、理解をしていただくことは、発達障害のある人だけで
なく、誰もが幸せに暮らすことができる社会の実現に
つながります。
　みなさまのご理解とご支援をお願いいたします。

お
知
ら
せ

世界自閉症啓発デーと発達障害啓発週間について

お
知
ら
せ

飛騨市では、土に親しみ花や野菜の栽培を楽しみたいという市民の方に、レクリ
エーション農園をお貸ししています。
４月からの利用者募集に伴い、下記の日程でご利用に関する説明会を開催いたしま
す。
野菜づくりに興味がある方、春から野菜を育ててみませんか？
説明会に参加を希望される方は下記申込先までご連絡ください。

【説明会】
■日　時　３月23日（金） 19：00～
■会　場　飛騨市役所　西庁舎　３階　会議室２
　　　　　※当日希望者は契約する区画の決定も行います。
　　　　　　なお、申込者多数の場合は、抽選とさせていただきます。

【申込について】
■期　限　３月22日（木）
■方　法　下記まで電話で申し込みください
■申込先　飛騨市役所農林部農業振興課（Tel 0577-73-7466）

【施設内容】
■所在地　古川町上町(増島保育園付近)…全28区画
■利用料　年間3,000円／１区画（約50㎡）
　　　　　※途中契約でも同額です。
■諸注意
・栽培に必要な、農機具・資材・種苗・肥料等は、すべて
　借主負担となります。
・販売のための農作物を栽培することはできません。
・使用期間は４月１日～翌年３月31日までの１年間です。
・定期的な草刈りなどの管理が可能な方

市民農園説明会のご案内

地元企業の振興と発展を図るため、
地元企業の情報を広く提供するガイ
ダンスを次のとおり開催します。お気
軽にお出掛けください。

■日　時　３月27日（火）13:30～16:00
■会　場　高山市民文化会館
　　　　　3-11・4-7・2-5
■対象者　2019年３月卒業予定の学生
　　　　　（大学・短大・専門学校等）
■参加企業　高山市・飛騨市の企業
　　　　　　80社程度
■主　　催　高山市、飛騨市、
　　　　　　高山市雇用促進協議会

飛騨市文化財ホームページ
を開設しました

お
知
ら
せ

飛騨市の文化財を紹介するホーム
ページを開設しました。古川祭、江馬
氏館跡庭園、山城跡などのオススメ
文化財の紹介や、フェイスブックを活
用した最新情報も発信しています。是
非ご覧ください。

■ＵＲＬ　http://hida-bunka.jp

友雪館について
お
知
ら
せ

商工課
0577-62-8901

文化振興課
0577-73-7496

文化振興課
0577-73-7496

農業振興課
0577-73-7466

障がい福祉課 0577-73-7483
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　平成29年度は、古川町中野区がその助成を受け、公民館を建設し
ました。
　老朽化した公民館を建て直したことにより、新たな中野区民の集
う場となり、地域のコミュニティ活動の活性化を図ります。また、新築
したことにより、安全な地域の一時避難所として活用でき、災害発生
時の地域の防災拠点・活動拠点としても活用されます。

市では市営バスと濃飛バス等民営路線（市内区間）の定期券料金の統一を図るため、民間の本来の料金との差額を補助し、
個人負担を軽減してきました。このたび、制度の見直しにより平成30年4月1日対象分から次の料金に改定する予定です。ご理
解賜りますようお願い申し上げます。※市営バス路線は変更ありません。

お
知
ら
せ
デマンド式ポニーカー廃止に伴う代替手段について

総務課 0577-73-7461

お
知
ら
せ
民営バス路線定期券の公的補助額の見直しについて

河合・宮川地区で運行していましたポニーカー
が平成30年3月31日をもって廃止となります。
市では、河合・宮川地区内で平成27年10月から
導入してきました「ひだまる　河合・宮川乗合タ
クシー」へ全面的に切り替え、河合・宮川町両地
域の方の通院、買い物、通学を支えていきます。
ぜひ、ご利用ください。

お
知
ら
せ
コミュニティ助成事業で中野公民館を建設しました

（財）自治総合センターでは、宝くじの収益によるコミュニティ助成事業を行っています。
この事業は、宝くじの社会貢献事業として、コミュニティの健全な発展を図ることを目的に、自治会などのコミュニティ事業
へ助成を行っているものです。

・総務課
・河合振興事務所
・宮川振興事務所

0577-73-7461
0577-65-2221
0577-63-2311

地域振興課 0577-62-8904

高校生 現状（１カ月あたり） 変更後（１カ月あたり）

１～３カ月 4,000円 7,000円

６カ月 4,000円 5,000円

12カ月 4,000円 4,000円

一般 現状（１カ月あたり） 変更後（１カ月あたり）

１～３カ月 6,000円 10,000円

町の区域内（例：古川町～古川町）

高校生 現状（１カ月あたり） 変更後（１カ月あたり）

１～３カ月 6,000円 10,000円

６カ月 6,000円 7,000円

12カ月 6,000円 6,000円

一般 現状（１カ月あたり） 変更後（１カ月あたり）

１～３カ月 9,000円 15,000円

町の区域を越える（例：神岡町～古川町）

利用できる人 どなたでも利用できます。

利用区域
河合町・宮川町での移動
※古川や神岡までは直接行けません。
　乗換ポイントで鉄道やバスに乗り換えてください。

運行日 通年運行（※12/31～1/3運休）

利用時間
【平　　　日】  7：30～16：30
【土日祝日】14：00～17：00
※スクールバス利用により予約不可の場合あり

運賃 200円（町をまたぐ場合は300円）

予約受付
事前予約が必要ですので、予めお電話ください。
受付時間は、上記の利用時間と同じです。
空いていれば、当日の予約も可能です。

予約先
（運営主体）

0577-63-2270
（宮川タクシー・古川タクシー共同企業体）

［河合・宮川乗合タクシーについて］
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転居や婚姻等で住所、氏名に変更の
あった方がマイナンバーカードを作
成する際には市役所にて新しい申請
書をお渡ししますので、市役所市民
係もしくは各振興事務所、市民福祉
係までお越しください。

マイナンバーカード交付申請書に記
載された住所、氏名に変更があった場
合、申請書および申請書ＩＤは使用で
きません。

市民保健課（市役所）
0577-73-7464

古川町保健センター
0577-73-2948

古川土木事務所
0577-73-2911

お
知
ら
せ

一般国道360号雨量規制
区間指定解除のお知らせ

献血にご協力をお願い
します

マイナンバーカードを
申請される方へ

お
知
ら
せ

■日時と場所
３月30日（金）
  9：00～11：30　アルプス薬品工業（株）
13：30～16：00  飛騨市役所
　　　　　　　（400㎖限定）

献血は身近にあるボランティアです。
多くの皆さんのご理解とご協力をお願
いします。

■路線名　一般国道360号
■区　間
　飛騨市宮川町巣之内地内～
　同市同町打保地内（延長 6.2km）
■指定解除日　平成30年３月１日

岐阜県では、下記区間において豪雨
時等に通行規制を行っておりました
が、防災工事が完了したことにより、規
制区間指定を解除しましたのでお知ら
せします。

※試験資格
　年齢…昭和58年４月２日以降に生まれた方
　学歴…ＡⅠ：大学を卒業または平成30年９月30日までに卒業見込み
　　　　ＡⅡ：大学を卒業または平成31年３月31日までに卒業見込み
※採用試験申込書は、飛騨警察署または神岡警部交番で配布します
　（岐阜県公式ホームページからダウンロードした「申込書」の使用も可能です）
※採用試験申込書は、受付期間中に申込書を岐阜県警察本部まで持参
　（平日の午前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。

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ
岐阜県警察官Ａ採用試験について

13 2018年３月号

飛騨警察署 0577-73-0110（内線211）

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

ＡⅠ（大卒男性） 20人程度

ＡⅠ（大卒女性） ５人程度

ＡⅡ（大卒男性） 70人程度

ＡⅡ（大卒女性） 10人程度

３月14日（水）
から

４月11日（水）
平成31年
４月１日

平成30年
10月１日

５月下旬
から

６月下旬

５月13日（日）
岐阜市

７月中旬
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　平成29年度は、古川町中野区がその助成を受け、公民館を建設し
ました。
　老朽化した公民館を建て直したことにより、新たな中野区民の集
う場となり、地域のコミュニティ活動の活性化を図ります。また、新築
したことにより、安全な地域の一時避難所として活用でき、災害発生
時の地域の防災拠点・活動拠点としても活用されます。

市では市営バスと濃飛バス等民営路線（市内区間）の定期券料金の統一を図るため、民間の本来の料金との差額を補助し、
個人負担を軽減してきました。このたび、制度の見直しにより平成30年4月1日対象分から次の料金に改定する予定です。ご理
解賜りますようお願い申し上げます。※市営バス路線は変更ありません。

お
知
ら
せ
デマンド式ポニーカー廃止に伴う代替手段について

総務課 0577-73-7461

お
知
ら
せ
民営バス路線定期券の公的補助額の見直しについて

河合・宮川地区で運行していましたポニーカー
が平成30年3月31日をもって廃止となります。
市では、河合・宮川地区内で平成27年10月から
導入してきました「ひだまる　河合・宮川乗合タ
クシー」へ全面的に切り替え、河合・宮川町両地
域の方の通院、買い物、通学を支えていきます。
ぜひ、ご利用ください。

お
知
ら
せ
コミュニティ助成事業で中野公民館を建設しました

（財）自治総合センターでは、宝くじの収益によるコミュニティ助成事業を行っています。
この事業は、宝くじの社会貢献事業として、コミュニティの健全な発展を図ることを目的に、自治会などのコミュニティ事業
へ助成を行っているものです。

・総務課
・河合振興事務所
・宮川振興事務所

0577-73-7461
0577-65-2221
0577-63-2311

地域振興課 0577-62-8904

高校生 現状（１カ月あたり） 変更後（１カ月あたり）

１～３カ月 4,000円 7,000円

６カ月 4,000円 5,000円

12カ月 4,000円 4,000円

一般 現状（１カ月あたり） 変更後（１カ月あたり）

１～３カ月 6,000円 10,000円

町の区域内（例：古川町～古川町）

高校生 現状（１カ月あたり） 変更後（１カ月あたり）

１～３カ月 6,000円 10,000円

６カ月 6,000円 7,000円

12カ月 6,000円 6,000円

一般 現状（１カ月あたり） 変更後（１カ月あたり）

１～３カ月 9,000円 15,000円

町の区域を越える（例：神岡町～古川町）

利用できる人 どなたでも利用できます。

利用区域
河合町・宮川町での移動
※古川や神岡までは直接行けません。
　乗換ポイントで鉄道やバスに乗り換えてください。

運行日 通年運行（※12/31～1/3運休）

利用時間
【平　　　日】  7：30～16：30
【土日祝日】14：00～17：00
※スクールバス利用により予約不可の場合あり

運賃 200円（町をまたぐ場合は300円）

予約受付
事前予約が必要ですので、予めお電話ください。
受付時間は、上記の利用時間と同じです。
空いていれば、当日の予約も可能です。

予約先
（運営主体）

0577-63-2270
（宮川タクシー・古川タクシー共同企業体）

［河合・宮川乗合タクシーについて］



4月より友雪館直営化に伴い予約窓口
が河合振興事務所（　0577-65-2221）
に変更となります。詳しくは３月１日の
区長回覧をご覧ください。
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就職ガイダンスについて
お
知
ら
せ

毎年４月２日は、国連の定めた「世界自閉症啓発デー」、毎年４月２日～８日は発達障
害啓発週間です。

　毎年、世界自閉症啓発デーの４月２日から８日を発達障害啓発週間として、シ
ンポジウムの開催や東京タワーをはじめとした名所旧跡等のライトアップ（ブ
ルー）等の活動が各地で行われています。
　自閉症をはじめとする発達障害について知っていただく
こと、理解をしていただくことは、発達障害のある人だけで
なく、誰もが幸せに暮らすことができる社会の実現に
つながります。
　みなさまのご理解とご支援をお願いいたします。

お
知
ら
せ

世界自閉症啓発デーと発達障害啓発週間について

お
知
ら
せ

飛騨市では、土に親しみ花や野菜の栽培を楽しみたいという市民の方に、レクリ
エーション農園をお貸ししています。
４月からの利用者募集に伴い、下記の日程でご利用に関する説明会を開催いたしま
す。
野菜づくりに興味がある方、春から野菜を育ててみませんか？
説明会に参加を希望される方は下記申込先までご連絡ください。

【説明会】
■日　時　３月23日（金） 19：00～
■会　場　飛騨市役所　西庁舎　３階　会議室２
　　　　　※当日希望者は契約する区画の決定も行います。
　　　　　　なお、申込者多数の場合は、抽選とさせていただきます。

【申込について】
■期　限　３月22日（木）
■方　法　下記まで電話で申し込みください
■申込先　飛騨市役所農林部農業振興課（Tel 0577-73-7466）

【施設内容】
■所在地　古川町上町(増島保育園付近)…全28区画
■利用料　年間3,000円／１区画（約50㎡）
　　　　　※途中契約でも同額です。
■諸注意
・栽培に必要な、農機具・資材・種苗・肥料等は、すべて
　借主負担となります。
・販売のための農作物を栽培することはできません。
・使用期間は４月１日～翌年３月31日までの１年間です。
・定期的な草刈りなどの管理が可能な方

市民農園説明会のご案内

地元企業の振興と発展を図るため、
地元企業の情報を広く提供するガイ
ダンスを次のとおり開催します。お気
軽にお出掛けください。

■日　時　３月27日（火）13:30～16:00
■会　場　高山市民文化会館
　　　　　3-11・4-7・2-5
■対象者　2019年３月卒業予定の学生
　　　　　（大学・短大・専門学校等）
■参加企業　高山市・飛騨市の企業
　　　　　　80社程度
■主　　催　高山市、飛騨市、
　　　　　　高山市雇用促進協議会

飛騨市文化財ホームページ
を開設しました

お
知
ら
せ

飛騨市の文化財を紹介するホーム
ページを開設しました。古川祭、江馬
氏館跡庭園、山城跡などのオススメ
文化財の紹介や、フェイスブックを活
用した最新情報も発信しています。是
非ご覧ください。

■ＵＲＬ　http://hida-bunka.jp

友雪館について
お
知
ら
せ

商工課
0577-62-8901

文化振興課
0577-73-7496

文化振興課
0577-73-7496

農業振興課
0577-73-7466

障がい福祉課 0577-73-7483
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お
知
ら
せ

■名　　称　「俳句王国がゆく」公開録画

■日　　時　５月20日（日）　開場13:00、開演13:30、終演15:30（予定）

■会　　場　飛騨市文化交流センター

■主　　催　飛騨市、ＮＨＫ岐阜放送局

■出　　演　一般俳人の方
　　　　　　【ゲスト】野口五郎（歌手）、壇蜜（タレント）
　　　　　　【主宰】坊城俊樹（俳人「花鳥」主宰）
　　　　　　【司会】Ｕ字工事（タレント）
　　　　　　【アシスタント】谷尾桜子

■応募方法　入場無料。郵便往復はがき（私製はがきを除く）でお申し込みください。
　【往信表面】（あて先）〒500-8554　ＮＨＫ岐阜放送局「俳句王国がゆく」係
　【往信裏面】①郵便番号　②住所　③名前　④電話番号
　【返信表面】①郵便番号　②住所　③名前
　【返信裏面】何も記入しないでください（抽選結果を印刷してご返送いたします）

※郵便往復はがき以外での応募や、記入もれのあるはがきは抽選の対象外となりますのでご注意ください。
※応募多数の場合は抽選のうえ、当選の方には入場整理券（１枚で２人入場可）を、
　落選の方には落選通知を５月２日（水）頃発送します。
※満１歳以上のお子様から入場整理券が必要です。
※インターネットオークション等での転売を目的としたお申し込みは固くお断りいたします。
　なお、売買を目的としたお申し込みであると判明した場合には、抽選対象外とさせていただきます。

　【締め切り】４月19日（木）必着

■その他　　ご応募の際にいただいた情報は抽選結果のご連絡のほか、受信料のお願いに使用させていただくことがあります

「俳句王国がゆく」公開録画の実施について

文化振興課 0577-73-7496（平日8:30～17:15）
ＮＨＫ岐阜放送局 058-264-4611（平日9:30～18:00）

飛騨市とＮＨＫ岐阜放送局では「俳句王国がゆく」の公開録画を行います。
この番組は、全国各地をまわりながら、地元の方々と一緒に、俳句を通してその土地の魅力を再発見していきます。
観覧をご希望の方は、次の要領でお申し込みください。

http://www.nhk.or.jp/gifu/

野口五郎
（歌手）

壇蜜
（タレント）

坊城俊樹
（「花鳥」主宰）

Ｕ字工事
（タレント）

谷尾桜子
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お
知
ら
せ

廃棄物は決められたルールに従って処理をしなければなりません。しかし、処分を面倒と考えたり処理費用の負担を逃れるため
に、山林や河川に捨てられるケースが後を絶ちません。
このような行為を不法投棄といい、公共の土地や他人の土地に捨てられる場合だけでなく、自らが所有する土地に投棄する場合
も対象となります。

　市では、不法投棄の早期発見、
未然防止のため巡回パトロール
を実施するとともに、不法投棄行
為者特定のために監視カメラを
設置するなどの対応を行います。
　不法投棄は犯罪行為であり、発
見された場合は最高で５年以下
の懲役もしくは1,000万円以下の
罰金又はその両方に処せられま
す。（法人が行った場合は１億円
の罰金）また、行為者が分からな
い場合は、原則として行為が行われた土地の管理者に処理責任が及びます。自
身が所有する土地に廃家電や廃材を野積みにしたり、草を伸ばし放題にすると
不法投棄を誘発し易くなりますので、出来るだけ土地は清潔に保つようにしてく
ださい。
　不法投棄は市内の景観と美化を損ねるだけでなく、土壌や水質が汚染された
り、生態系に悪い影響を与えたり、重大な環境破壊を引き起こすおそれもあり
ます。飛騨市の豊かな自然と生活環境を守るため、不法投棄を発見した場合
は、飛騨市役所環境課または警察までご連絡ください。

廃棄物の不法投棄は絶対に行わないでください

お
知
ら
せ

市では家庭教育の充実を図るため、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、親の育ちを応援します。

■対象　市内にお住まいの、平成27年４月２日～平成30年４月１日中に生まれた、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。
■申込期間　４月２日（月）から４月20日（金）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）

平成30年度　乳幼児学級生募集

古川町乳幼児学級

①場所：ハートピア古川
②日時：月１回程度

9：30～11：30まで
★はいはい学級（１歳児クラス）
★すくすく学級（２歳児クラス）　
★のびのび学級（３歳児クラス）

環境課 0577-73-7482

生涯学習課 0577-73-7495

河合町・宮川町乳幼児学級

①場所：河合保育園
②日時：月1回程度

9：30～11：30まで
★サンさいキッズ
１～３歳児までの合同の学級です

神岡町乳幼児学級

①場所：神岡子育て支援センター
②日時：月1回程度

9：30～11：30まで
★よちよち学級（１歳児クラス）
★にこにこ学級（２歳児クラス）　
★きらきら学級（３歳児クラス）

山林に投棄されたタイヤ等

河川に投棄されたオムツ等



募

　
　集
市営住宅入居者募集

・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。
　飛騨市役所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　３月23日（金）～３月30日（金）　■入居予定日　５月１日（火）

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。
一人一人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（４月９日を除く）
■時間　13：00～16：00
■場所　古川町公民館（総合会館）
　　　　３階研修室３号

※１組50分、予約制です。下記の予約先へご
連絡ください。

※４月以降の日時、場所は変更になる場合が
ございます。
飛騨市ホームページでご確認ください。

※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

岐阜県若者サポートステーション
　 058-216-0125

・予約先

相

　
　談

ヨイハ健康デー
歯のなんでも電話相談

岐阜県保険医協会では、４月18日の
“ヨイハ”にちなんで、「歯のなんでも電
話相談」を行います。日頃気になって
いることや、相談できずにいることな
ど「歯についての悩み」を県内で開業
している当協会会員の歯科医師が相
談に応じます。相談は無料ですので、
お気軽にお電話ください。

■日程　４月15日（日）
■時間　10：00～15：00
■内容
　・入れ歯が合わない
　・口の中がざらつく
　・歯の色が気になる　など

募

　
　集

飛騨地域就職ガイダンスの
参加事業所を募集します

市では、新規学卒者、一般求職者を
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。

■日　時　５月２日（水）
　　　　　13：30～16：00
■場　所　高山市民文化会館
　　　　　3-11・4-7
■対象者
　ＵＩＪターン就職希望者、一般求
　職者、2019年３月卒業予定の学生
　（大学・短大・専門学校等）
■申　込　３月22日（木）までに
　　　　　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。

商工課 0577-62-8901

岐阜県保険医協会
058-267-0711

公募住宅 諏訪田団地B棟 新栄町団地 森茂住宅 嶋団地 西忍団地
種類 公営 特公賃 特定 特公賃 公営

募集戸数 (世帯用)1戸 (単身用)1戸 (単身用)2戸 (世帯用)1戸 (世帯用)2戸
所在地 古川町杉崎 古川町新栄町 神岡町森茂 河合町角川 宮川町西忍
構造・規模 RC造5階建 S造3階建 木造２階建 木造２階建(車庫付き)
間取り 3LDK 1DK 1K 3LDK 3DK

家賃
入居者の所得に応じて決定

共益費、駐車場使用料別途 共益費別途



神岡図書館 0578-82-1764
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

　男性ばかりの刑務所で、女性教授が
始めた読書クラブ。壮絶な人生を歩んで
きた囚人たちは、『マクベス』を初め、古
典文学を読んで何を思うのか。彼らはや
がて、思いがけない視点から物語の核
心へと近づいていく。読書の常識を覆
す衝撃のノンフィクション。

　サメってなにもの？無敵のハンター、
サメをたずねるぼうけんにでかけよう！
恐竜が生まれる2億年もまえから地球上
でくらし、いま、500をこえる種がいるサ
メ。とっても小さなペリーカラスザメか
ら、いちばん大きいジンベエザメまで、
サメのふしぎを徹底的に紹介します！
（小学校低学年から）

ミキータ・ブロットマン・著
川添節子・訳　原書房

『サメってさいこう！』
オーウェン･デイビー・著
越智典子・訳　偕成社

一般向けのオススメ

児童向けのオススメ

『刑務所の読書クラブ　教授が
囚人たちと10の古典文学を読ん
だら』

場
版らわか
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・予約先

相

　
　談

市内において、ハローワークの相談員
による職業相談窓口を開設します。
お気軽にお問い合わせください。

■日時　４月18日（水）
　　　　11：00～15：00

■場所　古川町公民館（総合会館）
　　　　２階研修室２号
■相談内容
・求人情報の提供（求人情報誌による提

    供、求人情報検索パソコンによる提供）

・就職に関する相談（ハローワーク高山

    の相談員が就職に関する相談に対応）

・職業紹介（希望の求人の紹介）

・飛騨市シルバー人材センターに関す
　る相談

ハローワーク出張相談

飛騨市シルバー人材センター
0577-73-7386

ハローワーク高山
0577-32-1144

商工課 0577-62-8901

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。

■相談内容
販路拡大、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、IT活用、経営改善、事業再生、創
業・起業補助金、助成金
■日時　古川会場　３月28日（水）、４月４日（水）、４月11日（水）
　　　　神岡会場　４月１８日（水）
　　　　両会場ともに13：00～16：00
　　　　※予約可（相談日前日までに商工課まで電話にてお申し込みください。）
■場所　古川会場　飛騨市図書館２階メディア編集室
　　　　神岡会場　神岡振興事務所２-１会議室
　　　　※４月以降の日時、場所は変更になる場合がございます。
　　　　　飛騨市ホームページでご確認ください。

相

　
　談

相

　
　談

消費生活相談員による
無料相談

■日時　４月４日（水）10：00～15：00
　　　　（12：00～13：00は除く。）
■場所　飛騨市役所２階
※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。

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。

相

　
　談
行政書士による無料相談

■日時　４月11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）

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。

総務課 0577-73-7461予約先

岐阜県行政書士会
058-263-6580

予約先


