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市では平成31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 応募用件等 勤務条件等 募集

人数

A 認知症地域支援推進業務 飛騨市地域包括支援セン
ター

看護師、社会福祉士等の資
格を有する方

左記の要件を満たし、認知
症地域支援推進員として業
務経験がある方または認知
症に関する支援業務経験が
3年以上ある方

・月額170,900円
・社保、雇保、労災　加入
・8:30～17:15（月～金）

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 応募用件等 勤務条件等 募集

人数

B

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）

神岡振興事務所 資格不問 左記のとおり

・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

１名

Ｃ
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

＜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（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

２名

Ｄ 就労困難者の相談・支援、
一般事務補助 ハートピア古川 資格不問 左記のとおり

・月額151,000円
・社保、雇保、労災　加入
・8:30～17:15（月～金）
※採用後一週間程度の研修を
受講していただきます

１名

Ｅ 施設管理及び運営等業務 割石温泉 資格不問 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

１名

Ｆ 保育補助員兼調理員兼バス
介助員 山之村保育園 資格不問 左記のとおり

・日額6,400円
・社保、雇保、労災　加入
・8:00～16:30（月～金）

１名

Ｇ 児童生徒支援及び児童クラ
ブ指導業務

古川小学校
または
神岡小学校

資格不問 左記のとおり

＜フルタイム＞
・時間給825円
・社保、雇保、労災　加入
・授業日（月～金）
　8:30～18:00の内、7.75ｈ
・長期休校中等（夏休み等）
　7:30～18:00の内、7.75ｈ
※長期休校中は児童クラブ業
務のみです

３名

古川小学校

＜パートタイム＞
・時間給825円
・雇保、労災　加入
・授業日8:30～15:15の内6h
未満（月～金）
・長期休校中（夏休み等）
8:00～18:00の内6h（指定す
る日のみ）
※長期休校中は児童クラブ業
務のみです

２名

Ｈ 児童生徒支援業務
神岡中学校
または
神岡小学校

資格不問 左記のとおり

・時間給825円
・雇保、労災　加入
・授業日（月～金）
　8:30～15:15　　　　　　　　　　　　

２名
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※上記のうち、月額、日額、一部の時間給の職種については、年２回の割増賃金（ボーナス）支給されます。その他、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　雇用期間は、平成31年４月１日～平成32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があります。
　　　　　　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Pを希望される方は、障がい者手帳の写しを添付してください。
　　　　　　また、希望する職種、勤務先を履歴書の余白に記入ください。
 
■申込期限　平成31年２月12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（別途案内）しています。

応募先

■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 応募用件等 勤務条件等 募集

人数

Ｉ

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）

古川西小学校
または
神岡小学校

資格不問 左記のとおり
・日額6,400円
・社保、雇保、労災　加入
・7:30～16:15（月～金）

２名

Ｊ
図書の貸出及び整理、管
理、図書館内の管理、整
備、掲示作り等

神岡中学校 資格不問 左記のとおり

・時間給825円
・雇保、労災　加入
・授業日　8:30～15:00の内4
ｈ（月～金）
※学校長期休校中は勤務なし

１名

Ｋ 公民館の施設管理・町内体
育施設の受付業務

古川町公民館
または
神岡町公民館

資格不問 左記のとおり
・日額6,400円
・社保、雇保、労災　加入
・8:15～17:00（月～金）

２名

Ｌ 美術館事務、施設管理、
ワークショップ補助 飛騨市美術館 資格不問 左記のとおり

・日額6,400円
・社保・雇保・労災　加入
・8:30～17:15（週5日）
※火～日の内５日勤務

１名

Ｍ ごみ処理作業 飛騨市リサイクルセンター フォークリフト免許を有す
る方 左記のとおり

・日額6,400円
・社保・雇保・労災　加入
・8:00～16:45（月～金）
※第1・第3日曜日はシフトに
より出勤の可能性があります

１名

Ｎ 用務員業務 飛騨市民病院 資格不問 左記のとおり

・日額6,400円（４時間勤務の
際は3,304円）
・雇保・労災　加入
・7:30～16:15（月～日の内、
月15日程度勤務。休日の場合
は４時間勤務）

１名

Ｏ 用務員及び宿直員業務他 老人保健施設たかはら 資格不問 左記のとおり

・日額6,400円
・雇保、労災　加入
・月に12日程度勤務
　用務員業務　8:30～17:15
　宿直員業務　17 :15～翌
8:30
　※仮眠時間あります

１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 応募用件等 勤務条件等 募集

人数

Ｐ
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）

飛騨市役所
または
各振興事務所

資格不問

障がい者手帳の交付を受け
ている方
 
※ワード、エクセル等のパソ
コン操作ができる方が望ま
しい

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

若干名
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お
知
ら
せ
平成30年分　確定申告相談のお知らせ

■開設期間　平成 31 年２月 18 日（月）～３月 15 日（金）　※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３階
　　　　　　・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 21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
・１月に税務署から『利用者識別番号等の通知書』が送付されている方は必ずご持参ください。インターネットで取得
された方は『利用者識別番号』が分かるものをご持参ください。

・確定申告書の用紙は送付されません。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告される方は、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。（領収書の添付は必要ありません）
（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30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（金）
　消費税　　　　 　 ４月１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30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。
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商工課 0577-62-8901

飛騨市経営相談窓口
相

　
　談

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、ＩＴ活
用、経営改善、事業再生、創業・起業
補助金、助成金
■場所　飛騨市図書館 
■日時
　１月23日（水）、１月30日（水）、
　２月６日（水）、２月13日（水）、
　２月20日（水）
　いずれも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）

ハローワーク出張相談
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。

■相談内容
・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に関する相談
■日時　２月20日（水）
　　　　11：00～15：00
■場所　古川町公民館（総合会館）

岐阜県若者サポートステーション
　 058-216-0125

・予約先

相

　
　談

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。

※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
　ご相談ください

■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）３階
※１組50分、予約制です
　下記の予約先へご連絡ください

就労相談窓口のお知らせ

ハローワーク高山
0577-32-1144

古川会場　市民保健課（市役所）　

飛騨市シルバー人材センター
0577-73-7386

相

　
　談

障がいのある方を対象
としたパソコン相談会

身体の不自由な方を対象としたパソコ
ン相談会です。

文章入力などの基本的な指導や、視
覚や肢体の障がいに応じた入力支援
機器の相談を受け付けます。ご気軽に
ご利用ください。
また、外出が困難な重度障がいの方
は訪問で対応できる場合があります
ので、お問い合わせください。

■神岡町ふれあいセンター
　３月23日（土）
　13：00～15：00（受付は14：00まで）

福祉メディアステーション飛騨ブランチ
http://hida.f-media.jp

0577-34-1316

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

　おいで、絵画の導くその先へ。１０の
名画をテーマにして、二人の作家が豊か
なアイデアで競い合う。日常を抜け出す
５分間×20編。「文芸春秋×ショート
ショート名作絵画ショートショートコンテ
スト」受賞作二作掲載！

太田忠司・田丸雅智／著　文芸春秋

井上雅史／写真　岸本年郎／監修　マイルスタッフ

　身近な小さな虫を拡大したビジュア
ル図鑑。いつも私たちの身近にいるの
に、昆虫図鑑にはあまり載っていない、
小さな虫たちばかり。足元にいる小さな
虫をルーペでよく見てみればキレイだっ
たり、変だったり、可愛かったり。１mm
ほどの虫の顔やハネをアップにしてみる
と、どんな風にみえるかな？それは驚き
の連続！

『小さな生き物たちの世界を
ルーペで覗いてみたら』

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

『ショートショート美術館』



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
版ドイワ
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お知
らせ

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
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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

　今年も多くの市民の皆さま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
≪防除量≫
　オオキンケイギク：220㎏
　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」など事前座学をはじめ、現
地における「防除指導」、「道具の貸出」等、ボランティアの皆
さまを支援いたしますので、お気軽にご相談ください。

　募集要領および推薦・応募用紙については、飛騨市ホームページからダウンロードしていただくか、市役所内農林部また
は農業委員会事務局、各振興事務所の産業振興係および農林振興係窓口でお受け取りください。
ご不明な点は、下記までお問い合わせください。
■任期
　農業委員　任命の日 ( 平成 31 年７月１日 ) から平成 34 年６月 30 日まで
　農地利用最適化推進委員 ( 平成 31 年７月初旬の委嘱日 ) から平成 34 年６月 30 日まで
■職務
⑴　農業委員
農地転用、農地の無断転用の防止・解消など農地法等に基づいて農業委員会の権限にする事項のほか、農地利用の集積・
集約化、耕作放棄地の防止・解消などの農地の利用の最適化に関する事項についての調査、審議等が主な職務となります。
会議は、毎月１回（毎月初旬）程度の開催となります。また、必要に応じ研修会等にも出席していただく場合があります。
⑵　農地利用最適化推進委員
農地の無断転用の防止・解消などを図るための調査等のほか、農業者や農業者が組織する団体等と話し合いを行い、農地
利用の集積・集約化、耕作放棄地の防止・解消などを図るための調査等が主な職務となります。会議は、毎月１回（毎月初旬）
程度の開催となります。また、必要に応じ研修会等にも出席していただく場合があります。

市および農業委員会事務局では、農業委員及び農地利用最適化推進委員が平成31年６月30日に任期満了を迎える
ため、農業委員及び農地利用最適化推進委員を２月13日(水)から３月12日(火)までの間、候補者の推薦及び公募の
受付を行います。

お
知
ら
せ

農業委員候補者・農地利用最適化推進委員候補者の推薦および公募について
お
知
ら
せ

農業委員会事務局 0577-62-9393

環境課 0577-73-7482

①市民の皆さまとの協働による防除

　今年度、特定外来生物「アレチウリ」が新たに確認されま
した。
　アレチウリはツル性の植物で主に河川敷に生育し、高い
繁殖能力で在来種を駆逐するなど地域の生態系に重大な
影響を及ぼします。今年度、生育しているアレチウリは防除
しましたが、来年度も引き続き調査を行います。また、市民
の皆さまもアレチウリを発見したら、環境課までご連絡くだ
さい。

③今年度新たに確認された特定外来生物「アレチウリ」について

　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。
≪防除量≫
　オオキンケイギク：2，362㎏
　オオハンゴンソウ：3，277㎏

②委託による防除

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
状
況

場
版らわか
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岐阜県行政書士会
058-263-6580

■日時　２月13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）

行政書士による
無料相談

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

総務課 0577-73-7461

相

　
　談

消費生活相談員による
無料相談

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

■日時　２月６日（水）
　　　　10：00～15：00
　　　　（12：00～13：00は除く）
■場所　飛騨市役所
※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）

神岡窓口
0578-82-1456

飛騨市地域包括支援センター
認知症地域支援推進員
0577-73-6233

などのご相談を、認知症地域支援推
進員が受け、ご本人やご家族、地域の
方が安心して生活できるようにお手
伝いします。ぜひ、お気軽にご相談く
ださい。

神岡会場
■日時　２月７日（木）9：30～11：30
■場所　神岡町公民館
古川会場
■日時　２月21日（木）9：00～12：00
■場所　ハートピア古川

「もの忘れ相談窓口」
のお知らせ

地域包括支援センターでは、毎月１回
「もの忘れ相談窓口」を開設します。
「最近ちょっと物忘れをするような気がするけ
れど、認知症かしら？」
「ご飯を食べたばかりなのに、何度もご飯を食
べたいと言うけれどどう対応したらいいの？」
「近所の人が認知症ではないかと思うけれど、
どう対応したらいいの？」
「認知症の人の介護について教えてほしい」
「地域で認知症について話をしてほしい」

相

　
　談

ハローワーク高山 0577-32-1144

商工課 0577-62-8901

就職面談会の開催について
相

　
　談

■日時　２月20日（水）13：00～15：00
■場所　古川町公民館（総合会館）
■参加企業
　市内の建設事業者・福祉事業者
　各４社
■入場　無料、入退場自由

市では地元建設事業者の振興と発展
を図るため、建設業就職面談会を開催
いたします。当日はハローワーク高山
主催の「介護就職デイ」と合同開催で
す。お気軽にお出掛けください。

・建設業就職面談会

・介護就職デイ

市営住宅入居者募集について
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できません
　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(木)～１月31日(木)　■入居予定日　３月１日(金)

公募住宅 諏訪田団地A棟 諏訪田団地B棟 新栄町団地 打保住宅 森茂住宅

種類 特公賃 公営 特公賃 特定 特定

募集戸数 (世帯用)4戸 (世帯用)１戸 (世帯用)1戸 (単身用)1戸 (単身用)3戸

所在地 古川町杉崎 古川町杉崎 古川町新栄町 宮川町打保 神岡町森茂

構造・規模 鉄筋コンクリート造5階建 鉄筋コンクリート５階建 鉄筋コンクリート造3階建 木造2階建 木造２階建

間取り 2LDK・3LDK 3DK 3DK 2DK 1K

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



場
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古川町保健センター
0577-73-2948

古川町保健センター
0577-73-2948 税務課 0577-73-3742

・市民保健課
・税務課

0577-73-7464
0577-73-3742

税務課 0577-73-3742

総合政策課 0577-73-6558子育て応援課 0577-73-2458

事業主の方へ
お
知
ら
せ

■提出期限
　・給与支払報告書　１月24日（木）
　・償却資産申告書　１月31日（木）
　※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
減免制度
　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等
　　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・県民税第４期分の
納期限について

お
知
ら
せ

■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。

■申し込み期日
　２月15日（金）必着
※期日以降の申し込みにつきまして
は、秋以降の検診案内となります

市・県民税第４期分の納期限は
１月31日（木）です。

「さるぼぼコイン」による
電子決済の拡充について

お
知
ら
せ

　１月からは各振興事務所において
も「さるぼぼコイン」による窓口手数
料の支払いが可能になりました。ぜ
ひ、ご利用ください。

【対象となる手数料】
戸籍謄抄本、住民票、印鑑証明書、所
得・課税証明書、納税証明書、名寄せ
帳の写し等
※平日の窓口業務に限ります

公金キャッシュレス化に向けたモデル
事業として、市役所の一部証明手数
料を対象に飛騨信用組合との連携に
より地域限定通貨「さるぼぼコイン」
による電子決済を導入しています。

不妊治療・不育症治療を
受けている方へ

お
知
ら
せ

【一般不妊治療】
平成31年２月診療分までを平成31
年３月29日（金）までに申請してくだ
さい。

【特定不妊治療・不育症治療】
年度内に治療が終了した分を平成
31年３月29日（金）までに申請してく
ださい。

※期限に間に合わない場合は、下記
までご連絡ください

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
助成を行っています。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、下記をご確認
ください。

保育園一日入園
のご案内について

お
知
ら
せ

■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。
※不明な点は、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

平成31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。

古川市街地の観光Wi-Fi
接続エリアが広がりました

お
知
ら
せ

平成30年度岐阜県清流の国ぎふ推進
補助金を受けて、「観光Wi-Fi整備事
業」を実施し、古川市街地でWi-Fi接
続できるエリアを主要な屋台蔵まで
広げ、観光客や市民の皆さまの利便
性を高めました。
　今後も魅力ある環境整備を進めて
まいります。　

2019年度住民検診申し
込みについて

お
知
ら
せ

市では「住民検診申し込み票」を１月
下旬に各世帯へ郵送します。「申し込
み票」に記入後、同封の返信用封筒
に入れ郵送するか、直接保健センター
（古川町・神岡町）または振興事務所
（河合町・宮川町）へお持ちください。
（直接お持ちいただく場合は、平日の
8:30～17:15の間にお願いします）

園名
一日入園

期　日 開始
増島保育園 2月19日(火) 13：00
宮城保育園 2月12日(火) 13：00
さくら保育園 2月21日(木) 13：00
河合保育園 2月19日(火) 10：00
旭保育園 2月15日(金) 13：00
双葉保育園 2月22日(金) 13：30
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古川町保健センター
0577-73-2948

古川町保健センター
0577-73-2948 税務課 0577-73-3742

・市民保健課
・税務課

0577-73-7464
0577-73-3742

税務課 0577-73-3742

総合政策課 0577-73-6558子育て応援課 0577-73-2458

事業主の方へ
お
知
ら
せ

■提出期限
　・給与支払報告書　１月24日（木）
　・償却資産申告書　１月31日（木）
　※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
減免制度
　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等
　　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・県民税第４期分の
納期限について

お
知
ら
せ

■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。

■申し込み期日
　２月15日（金）必着
※期日以降の申し込みにつきまして
は、秋以降の検診案内となります

市・県民税第４期分の納期限は
１月31日（木）です。

「さるぼぼコイン」による
電子決済の拡充について

お
知
ら
せ

　１月からは各振興事務所において
も「さるぼぼコイン」による窓口手数
料の支払いが可能になりました。ぜ
ひ、ご利用ください。

【対象となる手数料】
戸籍謄抄本、住民票、印鑑証明書、所
得・課税証明書、納税証明書、名寄せ
帳の写し等
※平日の窓口業務に限ります

公金キャッシュレス化に向けたモデル
事業として、市役所の一部証明手数
料を対象に飛騨信用組合との連携に
より地域限定通貨「さるぼぼコイン」
による電子決済を導入しています。

不妊治療・不育症治療を
受けている方へ

お
知
ら
せ

【一般不妊治療】
平成31年２月診療分までを平成31
年３月29日（金）までに申請してくだ
さい。

【特定不妊治療・不育症治療】
年度内に治療が終了した分を平成
31年３月29日（金）までに申請してく
ださい。

※期限に間に合わない場合は、下記
までご連絡ください

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
助成を行っています。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、下記をご確認
ください。

保育園一日入園
のご案内について

お
知
ら
せ

■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。
※不明な点は、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

平成31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。

古川市街地の観光Wi-Fi
接続エリアが広がりました

お
知
ら
せ

平成30年度岐阜県清流の国ぎふ推進
補助金を受けて、「観光Wi-Fi整備事
業」を実施し、古川市街地でWi-Fi接
続できるエリアを主要な屋台蔵まで
広げ、観光客や市民の皆さまの利便
性を高めました。
　今後も魅力ある環境整備を進めて
まいります。　

2019年度住民検診申し
込みについて

お
知
ら
せ

市では「住民検診申し込み票」を１月
下旬に各世帯へ郵送します。「申し込
み票」に記入後、同封の返信用封筒
に入れ郵送するか、直接保健センター
（古川町・神岡町）または振興事務所
（河合町・宮川町）へお持ちください。
（直接お持ちいただく場合は、平日の
8:30～17:15の間にお願いします）

園名
一日入園

期　日 開始
増島保育園 2月19日(火) 13：00
宮城保育園 2月12日(火) 13：00
さくら保育園 2月21日(木) 13：00
河合保育園 2月19日(火) 10：00
旭保育園 2月15日(金) 13：00
双葉保育園 2月22日(金) 13：30
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飛騨City人財会議雇用促進
委員会事務局（神岡商工会議所）
0578-82-1130

神岡振興事務所
0578-82-2253

宮川振興事務所
0577-63-2311

飛騨市消防本部
0577-73-6119

飛騨市美術館
0577-73-3288

商工課 0577-62-8901

第63回
飛騨神岡初金毘羅宵祭

お
知
ら
せ

■開催日　２月23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　11：00～21：00
　ステージイベント　11：20～15：00
　出発式、酒樽鏡割　17：30～
　行列　　　　　　  18：00～21：30

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。地元グルメを一同に
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。

プレ展覧会「飛驒の糸引
きと三寺まいり」

お
知
ら
せ

■会場
　飛騨市美術館　研修室
■会期　１月12日（土）～
　　　　２月10日（日）まで
■開館時間
　9：00～17：00（入場16：30まで）
■休館日
　月曜日（ただし、１月14日は開館）
■入館料　無料

「飛驒の糸引きと三寺まいり」を下記の
とおり開催します。明治から大正にか
けて長野県の製糸工場へ糸引き稼ぎ
に出た工女さんの仕事や生活、三寺ま
いり、市内に残る工女さんゆかりの施
設を紹介する展覧会です。皆さまぜひ
会場にお越しください。

第65回全国文化財
防火デーに伴う消防訓練

お
知
ら
せ

　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
17日は宮川町（実施済）23日は神岡
町、29日は古川町において「文化財防
火デーに伴う消防訓練」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月26日は、「文化財防火デー」です。

第２回飛騨市企業フェス
の開催について

お
知
ら
せ

■日時
　２月10日（日）13：00～17：00
■場所　古川町公民館（総合会館）
■参加企業
　飛騨市内事業者約20社
■入場　無料、入退場自由

市では飛騨 City 人財会議と協力し、Ｕ
Ｉターン・新卒者などすべての求職者
を対象としたマッチング事業「飛騨市
企業フェス」を開催いたします。高校生
や保護者の方も参加していただけま
す。お気軽にお出かけください。

コミュニティ助成事業で
獅子舞の道具を購入しました

お
知
ら
せ

　平成30年度は、宮川町の北振若連
中が、この助成金を受け獅子舞の道
具（太鼓、獅子頭、笛）を購入しました。
　この道具を使って各地区に伝わる
獅子舞を継承し全国各地で披露する
ことにより、魅力発信と地域の活性化
に努めます。

コミュニティ助成事業とは、宝くじの社
会貢献広報事業として、宝くじの受託
事業収入を財源として実施している事
業です。

■日時　２月３日（日）9：30～11：30
■会場　古川郷土民芸会館ほか
■定員　20名（先着順）
■料金　１組500円
※申込は下記までご連絡ください

◆ワークショップ
糸引き体験と初午だんごをつくろう！

消費税軽減税率制度が
実施されます！

お
知
ら
せ

　帳簿・請求書・レシート等の記載を
税率ごとに区分することが必要になり
ます。
　レジや受発注システムの導入・改修
が必要になることがあります。

軽減税率制度については「国税庁」の
ホームページをご覧ください。
軽減税率対策補助金については「軽
減税率対策補助金事務局」のホーム
ページをご覧ください。

事業者の皆様、準備はお済みですか？？
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岐阜県行政書士会
058-263-6580

■日時　２月13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）

行政書士による
無料相談

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

総務課 0577-73-7461

相

　
　談

消費生活相談員による
無料相談

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

■日時　２月６日（水）
　　　　10：00～15：00
　　　　（12：00～13：00は除く）
■場所　飛騨市役所
※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）

神岡窓口
0578-82-1456

飛騨市地域包括支援センター
認知症地域支援推進員
0577-73-6233

などのご相談を、認知症地域支援推
進員が受け、ご本人やご家族、地域の
方が安心して生活できるようにお手
伝いします。ぜひ、お気軽にご相談く
ださい。

神岡会場
■日時　２月７日（木）9：30～11：30
■場所　神岡町公民館
古川会場
■日時　２月21日（木）9：00～12：00
■場所　ハートピア古川

「もの忘れ相談窓口」
のお知らせ

地域包括支援センターでは、毎月１回
「もの忘れ相談窓口」を開設します。
「最近ちょっと物忘れをするような気がするけ
れど、認知症かしら？」
「ご飯を食べたばかりなのに、何度もご飯を食
べたいと言うけれどどう対応したらいいの？」
「近所の人が認知症ではないかと思うけれど、
どう対応したらいいの？」
「認知症の人の介護について教えてほしい」
「地域で認知症について話をしてほしい」

相

　
　談

ハローワーク高山 0577-32-1144

商工課 0577-62-8901

就職面談会の開催について
相

　
　談

■日時　２月20日（水）13：00～15：00
■場所　古川町公民館（総合会館）
■参加企業
　市内の建設事業者・福祉事業者
　各４社
■入場　無料、入退場自由

市では地元建設事業者の振興と発展
を図るため、建設業就職面談会を開催
いたします。当日はハローワーク高山
主催の「介護就職デイ」と合同開催で
す。お気軽にお出掛けください。

・建設業就職面談会

・介護就職デイ

市営住宅入居者募集について
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できません
　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(木)～１月31日(木)　■入居予定日　３月１日(金)

公募住宅 諏訪田団地A棟 諏訪田団地B棟 新栄町団地 打保住宅 森茂住宅

種類 特公賃 公営 特公賃 特定 特定

募集戸数 (世帯用)4戸 (世帯用)１戸 (世帯用)1戸 (単身用)1戸 (単身用)3戸

所在地 古川町杉崎 古川町杉崎 古川町新栄町 宮川町打保 神岡町森茂

構造・規模 鉄筋コンクリート造5階建 鉄筋コンクリート５階建 鉄筋コンクリート造3階建 木造2階建 木造２階建

間取り 2LDK・3LDK 3DK 3DK 2DK 1K

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



場
版らわか

広の報情

13 2019年１月号

商工課 0577-62-8901

飛騨市経営相談窓口
相

　
　談

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、ＩＴ活
用、経営改善、事業再生、創業・起業
補助金、助成金
■場所　飛騨市図書館 
■日時
　１月23日（水）、１月30日（水）、
　２月６日（水）、２月13日（水）、
　２月20日（水）
　いずれも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）

ハローワーク出張相談
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。

■相談内容
・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に関する相談
■日時　２月20日（水）
　　　　11：00～15：00
■場所　古川町公民館（総合会館）

岐阜県若者サポートステーション
　 058-216-0125

・予約先

相

　
　談

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。

※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
　ご相談ください

■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）３階
※１組50分、予約制です
　下記の予約先へご連絡ください

就労相談窓口のお知らせ

ハローワーク高山
0577-32-1144

古川会場　市民保健課（市役所）　

飛騨市シルバー人材センター
0577-73-7386

相

　
　談

障がいのある方を対象
としたパソコン相談会

身体の不自由な方を対象としたパソコ
ン相談会です。

文章入力などの基本的な指導や、視
覚や肢体の障がいに応じた入力支援
機器の相談を受け付けます。ご気軽に
ご利用ください。
また、外出が困難な重度障がいの方
は訪問で対応できる場合があります
ので、お問い合わせください。

■神岡町ふれあいセンター
　３月23日（土）
　13：00～15：00（受付は14：00まで）

福祉メディアステーション飛騨ブランチ
http://hida.f-media.jp

0577-34-1316

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

　おいで、絵画の導くその先へ。１０の
名画をテーマにして、二人の作家が豊か
なアイデアで競い合う。日常を抜け出す
５分間×20編。「文芸春秋×ショート
ショート名作絵画ショートショートコンテ
スト」受賞作二作掲載！

太田忠司・田丸雅智／著　文芸春秋

井上雅史／写真　岸本年郎／監修　マイルスタッフ

　身近な小さな虫を拡大したビジュア
ル図鑑。いつも私たちの身近にいるの
に、昆虫図鑑にはあまり載っていない、
小さな虫たちばかり。足元にいる小さな
虫をルーペでよく見てみればキレイだっ
たり、変だったり、可愛かったり。１mm
ほどの虫の顔やハネをアップにしてみる
と、どんな風にみえるかな？それは驚き
の連続！

『小さな生き物たちの世界を
ルーペで覗いてみたら』

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

『ショートショート美術館』




