
間　隔
１期初回

１期追加

２　期

２回

１回

１回

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日以上あけて（おおむね５年おくのが望ましい）

回　数
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お
知
ら
せ
予防接種のお知らせ　

①日本脳炎の予防接種について
　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お子さんは、医療機関に予約後、接種をしてください。

■特例対象者　平成12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）

②子宮頸がん（ヒトパピローマウイルス感染症）予防ワクチンについて
　現在、積極的な接種勧奨の差し控えは続いていますが、定期予防接種として、ワクチン接種は可能です。
　接種を希望される場合は、保健センターにお問い合わせください。

■対象者　平成16年４月２日生まれから平成21年４月１日生まれの女子

③任意予防接種について
　市では、下記の任意予防接種に対して助成を行います。医療機関に予約の上、助成の手続きにお越しください。

令和２年３月
生まれまで

令和２年
４月～７月生まれ

２回 ３回（ワクチンに
よって異なります） 1回

１回　7,000 円 １回　14,000 円 8,000 円

○免許証等、接種者本人について確認できるもの
○印鑑
○風しん抗体検査の結果がわかるもの
○妊婦の夫または同居人の場合は、妊婦の抗体検査
の結果がわかるもの（胎児の母子健康手帳等）

○母子健康手帳
○印鑑

○母子健康手帳
○印鑑

生後６週～ 32 週
（ワクチンによって異なります）

１回

2,700 円

満１歳以上
中学３年生まで

①妊娠を希望する女性で抗体価が基準値以下の方
②妊娠を希望する女性の夫または同居者で抗体価が
　基準値以下の方
③妊婦（風しん抗体検査において、抗体価が基準値以
　下）の夫および同居人で風しん抗体価が基準値以下
　の方

※定期予防接種対象者を除く

日本脳炎特例対象者の標準的な接種スケジュール

ロタウィルス

対象年齢

助成回数

助成限度額

申請時の
持ち物

おたふくかぜ 風しん

古川町保健センター　　0577-73-2948
神岡町保健センター　　0578-82-2233
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お
知
ら
せ

狂犬病予防集合注射日程のお知らせ

５月10日
（日）

実施日 時　間 場　所

※法律違反の場合、罰則が適用されます
※動物病院でも登録と予防注射を受けることができます

9:10
9:20
9:30
9:40
9:50

10:00
10:20
10:30
10:50
11:05
11:20

11:30

11:45
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50

9:15
9:25
9:35
9:45
9:55

10:05
10:25
10:40
11:00
11:15
11:25

11:35

11:50
13:15
13:25
13:35
13:45
14:00

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

～

～
～
～
～
～
～

杉原診療所
祢宜ケ沢上公民館
桑野バス停
戸谷バス停
平成橋　塩屋側
打保防災庫
西忍 宮川町老人福祉ｾﾝﾀｰ
宮川振興事務所
大無雁ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ
河合振興事務所
上村集会場
羽根高齢者活動
生活支援促進機械施設
元田体育館
芦谷バス停
地場産品施設（桂上）
寺村橋　広場
花の木公園
稲越多目的研修ｾﾝﾀｰ

宮川・河合地区

５月14日
（木）

５月15日
（金）

５月17日
（日）

実施日 時　間 場　所
8:35
9:10
9:20
9:30
9:45

10:00
11:00
11:25
11:40
13:05
13:20
14:10
14:20
14:30
14:45

8:55
9:10
9:35

10:00
10:25
10:45
11:05

8:40
9:15
9:25
9:35
9:50

10:05
11:15
11:35
11:55
13:15
13:30
14:15
14:25
14:35
14:50

9:00
9:25
9:45

10:15
10:40
11:00
11:30

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

神 岡 地 区

５月11日
（月）

５月12日
（火）

実施日 時　間 場　所
9:20
9:40

10:00
10:30
10:45
11:05
11:20
11:35
11:50

9:30
9:45

10:00
10:10
10:20
10:40
10:55
11:10
11:25
11:50

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

古 川 地 区

予 備 日
9:10
9:35
9:50

10:10
10:35
10:55
11:10
11:25
11:40

9:20
9:35
9:55

10:05
10:15
10:35
10:45
11:05
11:15
11:30

9:45

11:15

～

～

9:00

10:30

袈裟丸研修ｾﾝﾀｰ
数河緑地管理ｾﾝﾀｰ
末高研修ｾﾝﾀｰ
杉崎ｾﾝﾀｰ
太江農業ｾﾝﾀｰ
谷研修ｾﾝﾀｰ
五ヶ村研修ｾﾝﾀｰ
黒内研修ｾﾝﾀｰ
下野研修ｾﾝﾀｰ
栗原ｾﾝﾀｰ
朱雀会館
高野公民館
平岩公民館
畦畑公民館
中野公民館（玄関側）
上野公民館
トレーニングセンター
上気多公民館
飛騨市役所

和佐保神社
旧森茂農協
森茂上バス停
岩井谷バス停
下之本多目的集会所
和佐府 神明神社
麻生野公民館
老人保健施設たかはら入口付近
桜ヶ丘体育館
上村コミュニティー
吉田公民館
谷中山公民館
横山旧ドライブイン
茂住　金龍寺
西漆山正眼寺
柏原パーキング
旧山田小学校
寺林公民館
西野町いこいの広場
蟻川児童公園
神岡消防署裏
神岡振興事務所

神岡振興事務所

飛騨市役所

法律で義務づけられています。
「犬の登録と注射」

　狂犬病は人と動物に共通する感染症で、発症するとほぼ１
００％死にいたる恐ろしい病気です。世界では狂犬病により
毎年３～５万人が死亡しています。
　そのため、狂犬病予防法により、飼い主には犬の登録と、
毎年４月～６月に予防注射が義務づけられています。

■注射料金について
注意：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　　　  　　２，６５０円
（市）　　 注射済票交付手数料　  　　５５０円

計　　 ３，２００円

（市）新規登録手数料　　３，０００円
（初めて犬を登録する方のみ必要になります）

■雨天決行です。
■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。
■どこの場所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。

環境課　　0577-73-7482
各振興事務所（環境係）
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税務課 0577-73-3742

子育て応援課 0577-73-2458

管財課 0577-73-7462

■対象者
　市内に住所のある３歳未満のお子さんを養育している方
■配布ごみ袋
　市指定可燃ごみ袋（小）を１年分として100枚を上限として配布します。
■配布方法
　出生児・・・こんにちは赤ちゃん訪問時
　１歳児・・・12ヶ月児相談時
　２歳児・・・２歳児相談時
　ただし、令和２年度については、４月１日時点で既に出生されている３歳未
満のお子様を養育されている方への配布を別途行います。

お
知
ら
せ

軽自動車税（種別割）の
納期限は４月30日（木）です

お
知
ら
せ

携帯電話不感地域の解消を
行いました

飛騨市指定ごみ袋の無償配布制度
お
知
ら
せ

軽自動車税（種別割）の納期限は、
４月30日（木）です。

■納付について
　口座振替の方は、残高確認をお願
いします。納付書の方は、４月中旬に
納税通知書を発送しますので、期限
までに納付をお願いします。
■納税証明書の発行について
　口座振替の方には入金確認後、５
月下旬に車検用納税証明書（はがき）
を送付します。納税通知書で納付さ
れた方は、領収書が納税証明書にな
ります。納税証明書は車検時に必要
となりますので大切に保管してくだ
さい。

※「軽自動車税」は、令和２年度から
　「軽自動車税（種別割）」に名称が変
　更となりました

市では市内における携帯電話不感地
域解消に向け、携帯電話会社への整
備要望等を行ってきましたが、この
ほど国・県の携帯電話等エリア整備
費補助事業を活用し、また携帯電話
会社からも一部負担金を受けて、神
岡町の山田防災ダム付近にＮＴＴド
コモとＫＤＤＩの簡易基地局を設置
しました。これにより付近通過中の
通信中断が解消されるとともに、周
辺エリアでの災害・事故発生時にお
ける通信手段が確保されました。

市では、４月から子育て、介護のために、おむつを大量に使用しているご家庭
に対して無償で指定可燃ごみ袋を配布します。

【子育て世帯応援ごみ袋配布事業】

障がい福祉課 0577-73-7483

地域包括ケア課 0577-73-6233

■対象者
　市障がい者日常生活用具給付等事業で、紙おむつの助成を受けている方。
■配布ごみ袋
　市指定可燃ごみ袋（小）を１年分として100枚一括配布します。
■配布方法
　市障がい者日常生活用具給付等事業 ( 紙おむつの助成 ) の申請受付時に、
障がい福祉課 ( ハートピア古川 ) または各振興事務所市民福祉係の窓口で配
布します。

■対象者
　在宅で 24 時間おむつ、紙パンツを使用している要介護３以上の方を介護し
ている世帯
※担当ケアマネージャーからの申告によりこの状態にあると市が認めた世帯
■配布ごみ袋
　市指定可燃ごみ袋（小）を１年分として100枚一括配布します。
■配布方法
　４月１日を基準日に、対象世帯に対し、５月～６月を目途に担当ケアマネー
ジャーを通じて配布します。
※４月１日以降、新たに対象者となった方は10月１日基準日で12月～１月
　を目途に、10月１日以降に対象となった方は翌年４月１日基準日により同
　様に配布します

【紙おむつ助成対象者へのごみ袋配布事業】

【常時おむつを使用している
　　　　　中重度要介護高齢者介護世帯へのごみ袋配布事業】

13 2020年４月号

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 http://hida-lib.jp

飛騨警察署からのお知らせ

春の農作業に伴う交通事故防止
４月から５月までの間は、農耕作業
用自動車による死亡・重傷事故が多
発する傾向があるので、以下の点に
気を付けましょう。
■確実な運転操作と
　　　　ブレーキ連結の確認
　道路状況に応じた確実な操作と、
道路走行時は必ず左右のブレーキを
連結する。
■安全キャブ・フレームの設置と
　　　　　　シートベルトの着用
　転落や横転時に車体の下敷きにな
るのを防ぐためには、安全キャブ・フ
レームの安全装備が効果的であるこ
とから、装備が整った車両を使用す
る。
　車体から投げ出されないように、
必ずシートベルトを着用する。
■車体後部に低速車マークの
　　　　　取り付けや反射材を貼付
　追突事故を防止するため、後続車
から見えやすい位置に「低速車マー
ク」、「反射材」を貼付する。

もはや誰にとっても他人事ではない高
齢者介護。「生きることの一部として」
と副題がついていますがまさにその通
りだと思います。各界の４０人が自身
の経験や見聞をふまえて「これだけは
言いたい」ことを語ります。著名人も一
般人も変わらない“当事者”としての言
葉がここに。

写真絵本というジャンルがあります。子
どものころは正直言ってそれほどでも
なかったんですが、大人になってはまり
ました。これは塩むすびが出来上がる
までの絵本。お米のとぎ方からにぎり
方まで、子どもでも作れるように紹介さ
れています。絵本と侮らず、ぜひ読んで
ほしい。

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

5/20㈬

5/20㈬

5/11㈪

5/20㈬

平　日

5/15㈮

5/21㈭

〇

〇

  若者就労相談
（若者を対象とした就労相談） 13:00～16:00 古川町公民館 県若者サポートステーション

☎058-216-0125　

  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）

10:00～17:00 古川町商工会

10:00～17:00 神岡商工会議所

古川町商工会
☎0577-73-2624　

商工課
☎0577-62-8901

ハローワーク出張相談
(職業相談、シルバー人材入会説明) － 11:00～15:00 古川町公民館 ハローワーク高山

☎0577-32-1144　

  こころの相談室
（精神保健福祉士によるこころの相談）

  こころの健康相談
（精神科医師によるこころの相談）

〇

〇

13:00～15:00

13:30～15:00

13:30～15:00

ハートピア古川 古川町保健センター
☎0577-73-2948

飛騨保健所
☎0577-33-1111（内線312）

飛騨保健所
☎0577-33-1111（内線312）

  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）

ハートピア古川

4/22㈬ 神岡町保健センター

地域包括ケア課
☎070-2237-7730　

  もの忘れ相談
（もの忘れ、認知症の相談）

－

－

8:30～17:15 ハートピア古川

9:30～11:30 神岡町公民館 地域包括支援センター神岡窓口
☎0578-82-1456　

9:00～12:00
望ほーむ
古川町金森町（踏切横）

地域包括支援センター
☎0577-73-6233　

5/13㈬、20㈬、
27㈬

5/20㈬、21㈭、
　26㈫、27㈬

『私にとっての介護』
『おにぎりをつくる』

毒蝮三太夫／ほか著　岩波書店
高山なおみ／文、長野陽一／

写真　ブロンズ新社

場
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市民保健課（本庁）
0577-73-7464

市民保健課（本庁）
0577-73-7464

市民保健課（本庁） 0577-73-7464

■対象・・・次のすべてに該当する飛騨市国民健康保険加入者
　・満年齢が 35 歳以上であること（受診日現在）
　・国民健康保険料を完納していること
　・同一年度内に特定健診を受診していないこと
　・人間ドックの検査結果を市に提供できること
　・検査結果により特定保健指導の対象となるときは、市保健師による
　  指導を受けること
■助成金額　16,000 円
■申込・受診期限　令和３年２月 28 日
■対象医療機関　令和２年４月から市外医療機関も対象になりました（拡充）

※助成を受けるには、受診前に市民保健課（本庁）または各振興事務所国保担
　当への申請が必要です。詳しくは市民保健課へお問い合わせください

お
知
ら
せ

国民健康保険に加入・喪失を
する際は届出が必要です

お
知
ら
せ

高校生世代への医療費
助成を行います

国民健康保険人間ドック受診費用の助成を行っています
お
知
ら
せ

国民健康保険に加入（職場の健康保
険などをやめたとき等）・喪失（職場
の健康保険などに加入したとき等）
をするときには 14 日以内に届出が
必要です。

■加入の届出が遅れると・・・
　保険料は、加入の届出をした月か
らではなく、資格を得た月の分から
納めるので、資格を得た月まで遡っ
て保険料を納めなければなりませ
ん。（遡及賦課）

■喪失の届出が遅れると・・・
　保険証が手元にあるため、うっか
りそれを使って医療機関等を受診し
てしまった場合は、国保が負担した
医療費はあとで返していただかなけ
ればなりません。

　お問い合わせは、市民保健課（本
庁）もしくは、各振興事務所国保担当
までお願いします。

高校生世代の方を対象に医療費の助
成を行います。

■助成対象
　中学校卒業後から 18 歳到達後最
初の３月 31 日まで
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お
知
ら
せ
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ワクチン予防接種をすすめてきましたが、昨年からさらに５年間延長になり
ました。（今年は２年目）

65歳
70歳
75歳
80歳
85歳
90歳
95歳
100歳

昭和３０年４月２日生～昭和３１年４月１日生
昭和２５年４月２日生～昭和２６年４月１日生
昭和２０年４月２日生～昭和２１年４月１日生
昭和１５年４月２日生～昭和１６年４月１日生
昭和１０年４月２日生～昭和１１年４月１日生
昭和　５年４月２日生～昭和　６年４月１日生
大正１４年４月２日生～大正１５年４月１日生
大正　９年４月２日生～大正１０年４月１日生
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スポーツ振興課　教育振興係
0578-82-2255

秘書広報課
0577-62-8880

新型コロナウイルスに関する
情報を発信しています

お
知
ら
せ

　携帯電話でQRコードを読み取り、
登録・閲覧画面にお進みください。

市の新型コロナウイルス感染症に関
するお知らせを、公式ホームページ、
メール、SNS等で配信しています。
下記 QR コードから登録・閲覧でき
ますので、この機会にぜひご確認くだ
さい。

0577-73-7496
文化振興課

お
知
ら
せ

全国の小規模博物館の学芸員らで組
織される小規模ミュージアムネット
ワークの全国大会を飛騨市で開催し
ます。全国の学芸員らが考える飛騨み
やがわ考古民俗館の活用をぜひ聞き
に来てください！

　年間30日のみの開館、固定電話も
ない飛騨みやがわ考古民俗館です
が、国指定文化財の豪雪地域の民
具、県重要文化財の考古資料４件を
所有するなど収蔵品の価値は揺るぎ
ないものがあります。
　資料の再発見と活用方法を考え、
館が地域に貢献できることは何かを
考えます。

■日時
　５月31日（日）　13：00～17：00
■場所　市役所

飛騨市美術館
0577-73-3288

総合政策課
0577-73-6558

「飛騨からうまれた絵本展」
のイベント情報

お
知
ら
せ

４月21日（火）から開催予定の「飛騨
からうまれた絵本展」のイベントを紹
介します。

【月夜ぼたん『神様ポスト』読み聞かせ
＆神様ポストに手紙を出そう！】
■日時
　１回目：５月17日（日）10：00～
　２回目：５月30日（土）10：00～

【副館長と絵を見て話そう！】
絵を見て感じたこと、気づいたこと
びっくりしたことをお話しよう。
■日時
　５月24日（日）　10：00～
■場所　飛騨市美術館

※事前申込不要、参加費無料です

電源立地地域対策交付金
を活用しました

お
知
ら
せ

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もの
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。
　令和元年度は交付金89,540千円
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。

小規模ミュージアムネット
ワーク全国大会を開催

お
知
ら
せ

神岡町の桜ヶ丘体育館のアリーナと
トレーニング室が新しくなりました。

　アリーナは床面を研磨・塗装、ス
ポーツのコートラインを引き直し、ア
リーナ全体が明るくなりました。
　トレーニング室は旧談話室を床・
天井等の改修、エアコンの設置等を
行い、有酸素系トレーニング室として
リニューアルしました。

桜ヶ丘体育館のアリーナ・
トレーニング室をリニューアル

子育て応援課専用電話
080-2621-7281

児童相談所全国共通ダイヤル
189（24時間365日）

お
知
ら
せ

配偶者や恋人からの暴力にひとりで、
悩んでいませんか。お子さんの「しつ
け」について「体罰」はありませんか。
ひとりで悩まずお気軽にご相談くだ
さい。

ＤＶ・児童虐待相談
専用窓口を開設しました

飛騨みんなの博覧会運営事務局
0577-73-7463（観光課内）

飛騨みんなの博覧会2020が
まもなくスタートします

お
知
ら
せ

　今年は昨年以上に充実したプログ
ラムで、これまでの秋、冬に追加し開
催します。
　薬草や街歩きなど、飛騨市ならで
はのプログラムが盛りだくさん。ぜ
ひ飛騨の魅力を楽しみませんか。
　また、プログラムを提供してくださ
るパートナーも募集しています！

■開催時期（予定）
　第１弾　７月中旬～
　第２弾　10月初旬～
　第３弾　１月中旬～

飛騨みんなの博覧会2020がまもな
くスタートします。

（平日8：30～17：15　休：土日祝祭日）

注意事項
イベント等は、状況により中止または延期となる場合がありますので、
ご不明な点は、各問い合わせ先にご連絡ください。

市公式
facebookページ

市公式
ホームページ

ほっと知るメール市公式LINE
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総合政策課
0577-73-6558総合政策課 0577-73-6558

お
知
ら
せ

令和元年度岐阜県清流の国ぎふ推進
補助金（補助率1/2）を活用し、魅力あ
る地域づくりのため次の事業を実施し
ました。
歴史・文化を活かした地域の魅力向上
・古川祭屋台曳行支障電線等移設事業

清流の国ぎふづくり推進
・薬草ビレッジ構想推進プロジェクト事業
・ビジネスサポートセンター設置事業
・モノづくり事業者育成プロジェクト事業
・体験型旅行（着地型）商品造成事業
・フードダイバーシティ推進事業
・飛騨市学園構想推進事業

市町村振興事業
・活断層調査による地震防災対策強化事業
・通院支援タクシー助成社会実験事業
・超伴走型ネットショップ支援事業
・シェアリングエコノミー活用推進事業
・棚田と板倉の里活性化事業
・ひだ宇宙科学館カミオカラボサポーター事業

岐阜県清流の国ぎふ推進
補助金を活用しました令和２年国勢調査の調査員を募集します

募

　
　集

５年に一度、国を挙げての一大プロジェクト。令和２年国勢調査の調査員を募
集します。
　国勢調査は、国内に住むすべての人と世帯を対象として５年ごとに行われ
る最も大規模な統計調査です。令和２年は調査開始から100年を迎える節目
の年にあたり、10月１日を基準日として調査が実施されます。
　市内をくまなく調査するためには約150人の調査員が必要となりますの
で、調査活動に従事していただける民間の方を広く募集します。調査の開始
前には説明会を開催し、業務について詳しくご説明しますので、未経験の方
でも安心してご応募ください。

市営住宅入居者募集
募

　
　集

基盤整備部　都市整備課
神岡振興事務所　建設農林課　基盤係　

0577-73-0153
0578-82-2254

※１RC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ヵ月分
■申込期間　４月22日（水）～４月30日（木）　■入居予定日　６月１日（月）

■応募要件
　・20歳以上で健康な方
　・日中または夕方までに調査活動を
　  行える方
　・調査活動で知り得た秘密を守れる方
　・警察または選挙運動に直接関係の
　  ない方
　・暴力団員その他反社会的勢力に該当
　  しない方

■任用期間（予定）
　令和2年8月下旬から10月下旬まで
　（実働日数はうち2週間程度を想定し
　ています）

■報酬（予定）
　約4～7万円
　（担当地域によって変動します）
■業務内容（予定）
　①調査員説明会への参加（8月下旬）
　②担当する地域の確認（9月上旬）
　③対象世帯への調査の説明、調査票等
　　の配布（9月中旬）
　④調査票の回収（10月上旬）
　⑤調査書類の整理と提出（10月下旬）
■応募方法
　市ホームページの申込フォームよりお
　申込みください。（下記のQRコード
　よりアクセスしてください）

昭和町団地公募住宅 森茂住宅打保住宅西忍団地山之村団地大和団地2号棟 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

地優賃

新栄町団地

特公賃
(単身用 )１戸
（世帯用）２戸

神岡町殿

RC造4階建

1K・2DK 2DK

宮川町打保宮川町西忍

家賃

間取り 1K

構造・規模※1

2LDK3DK

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

神岡町船津

RC造4階建

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

公営

(世帯用 )１戸

3DK

古川町新栄町

RC造３階建

(世帯用 )１戸(世帯用 )１戸

諏訪田団地 A棟

RC造5階建

古川町杉崎

2LDK

特公賃 公営

(世帯用 )２戸

宮川町杉原

木造2階建

4DK
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市民保健課（本庁）
0577-73-7464

市民保健課（本庁）
0577-73-7464

市民保健課（本庁） 0577-73-7464

■対象・・・次のすべてに該当する飛騨市国民健康保険加入者
　・満年齢が 35 歳以上であること（受診日現在）
　・国民健康保険料を完納していること
　・同一年度内に特定健診を受診していないこと
　・人間ドックの検査結果を市に提供できること
　・検査結果により特定保健指導の対象となるときは、市保健師による
　  指導を受けること
■助成金額　16,000 円
■申込・受診期限　令和３年２月 28 日
■対象医療機関　令和２年４月から市外医療機関も対象になりました（拡充）

※助成を受けるには、受診前に市民保健課（本庁）または各振興事務所国保担
　当への申請が必要です。詳しくは市民保健課へお問い合わせください

お
知
ら
せ

国民健康保険に加入・喪失を
する際は届出が必要です

お
知
ら
せ

高校生世代への医療費
助成を行います

国民健康保険人間ドック受診費用の助成を行っています
お
知
ら
せ

国民健康保険に加入（職場の健康保
険などをやめたとき等）・喪失（職場
の健康保険などに加入したとき等）
をするときには 14 日以内に届出が
必要です。

■加入の届出が遅れると・・・
　保険料は、加入の届出をした月か
らではなく、資格を得た月の分から
納めるので、資格を得た月まで遡っ
て保険料を納めなければなりませ
ん。（遡及賦課）

■喪失の届出が遅れると・・・
　保険証が手元にあるため、うっか
りそれを使って医療機関等を受診し
てしまった場合は、国保が負担した
医療費はあとで返していただかなけ
ればなりません。

　お問い合わせは、市民保健課（本
庁）もしくは、各振興事務所国保担当
までお願いします。

高校生世代の方を対象に医療費の助
成を行います。

■助成対象
　中学校卒業後から 18 歳到達後最
初の３月 31 日まで
■助成範囲
　令和２年４月診療分から保険診療
にかかる自己負担分（入院・外来）
■助成方法
　償還払い（医療機関や薬局の窓口
で自己負担をお支払いいただき、領
収書などにより後から市へ請求す
る）
※対象となる方には、４月下旬まで
に案内文書を発送します

飛騨市国民健康保険では、加入者を対象に人間ドック受診費用の助成を行っ
ています。

古川町保健センター 0577-73-2948

対象者の方には、『成人用肺炎球菌ワクチン予防接種予診票』（紫色）をお送り
しました。個人負担金は 2,750 円、使用期限は来年３月 31 日までです。
■対象者
　今までに一度も肺炎球菌予防接種を受けていない次の年齢に当たる方です。

■注意事項
　・前回（平成 27 年度）に紫色の予診票を使用し接種された方は対象ではあ
　　りません。
　・今までに市の助成券（白色）を使用し接種された方も対象ではありませ
　　ん。
　・今までに自費で接種された方は、古川町保健センターにお問い合わせく
　　ださい。
　・前回の接種から５年以上経過していないと、自費での接種もできません
　　のでお気を付けください。

令和２年度 成人用肺炎球菌ワクチン予防接種
お
知
ら
せ

国では、平成26年度から30年度まで５年間の経過措置で、成人用肺炎球菌
ワクチン予防接種をすすめてきましたが、昨年からさらに５年間延長になり
ました。（今年は２年目）

65歳
70歳
75歳
80歳
85歳
90歳
95歳
100歳

昭和３０年４月２日生～昭和３１年４月１日生
昭和２５年４月２日生～昭和２６年４月１日生
昭和２０年４月２日生～昭和２１年４月１日生
昭和１５年４月２日生～昭和１６年４月１日生
昭和１０年４月２日生～昭和１１年４月１日生
昭和　５年４月２日生～昭和　６年４月１日生
大正１４年４月２日生～大正１５年４月１日生
大正　９年４月２日生～大正１０年４月１日生
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募

　
　集

市では、カミオカラボの来館者に科
学と飛騨の魅力を伝える「ラボサ
ポーター」というボランティアを募集
しています。年度末には、中高生を対
象とした市外の科学館等への研修旅
行も予定されています。

■募集対象
　中学生以上（対話促進）
　高校生以上（対話促進＋むすびば）
■活動内容
・対話促進
　ゲームの遊び方や科学の話、飛騨
の紹介などを自身も学びながら解説
していきます。
・むすびば
　館内のコミュニケーションスペー
ス「むすびば」で科学などのトーク
を行います。
■応募方法
　カミオカラボHPから登録フォー
ムでご登録いただくか、直接お電話
でお申し込みください。

ひだ宇宙科学館カミオカ
ラボラボサポーター募集

お
知
ら
せ

飛騨市図書館・飛騨市神岡図書館は
以下の日程にて休館します。また、期
間中は図書館ホームページもすべて
休止いたします。ホームページからの
蔵書検索、予約、延長等はできませ
ん。

■休館期間
　５月25日（月）～６月１日（月）

図書館システム更新・蔵書
点検のため休館します

募

　
　集

神岡町船津地内の市有施設「旧深山
邸」を利活用し、神岡のまちづくりの
一拠点としてさまざまな企画に積極
的に取り組んでいただける借受者を
公募します。

 公募要領や申請様式等の詳細につ
いては、４月中旬～下旬頃に市公式
ホームページに掲載しますのでご確
認ください。

飛騨市旧深山邸の借受け
希望者を公募します

ひだ宇宙科学館カミオカラボ
0578-86-9222

飛騨市図書館
0577-73-5600

募

　
　集

第20回飛騨河合音楽コンクール出場
者を募集しています。

■参加資格　10才～40才
■募集部門
　弦楽器,管楽器,ピアノ,
　声楽,邦楽器（電子楽器不可）
■参加費　10,000円
■開催日
　８月７日（土）　10：30開始予定
■会場
　飛騨市文化交流センター
■応募受付
　６月１日（月）～７月10日（金）
■応募方法
　市公式ホームページから申込書を
ダウンロードして必要事項を記入の
上、河合振興事務所へ郵送。
※申込書は、河合振興事務所でも受
　け取り可能です

第20回飛騨河合音楽コン
クール出場者募集

募

　
　集

ひとり親の方を対象に就業支援講習
会受講者を募集します。

■募集講座
　①介護職員初任者研修
　②介護福祉士実務者研修
　③介護福祉士国家試験対策講座
　④ケアマネージャー受験対策講座
　⑤医療事務・調剤
　⑥パソコン講座
　⑦簿記講座
※定員に満たない場合は、開講され
　ない場合があります
■場所
　県内（講座により異なります）
■応募資格
　県内にお住まいのひとり親
■募集期間
　４月20日（月）～ ５月15日（金）

就業支援講習会受講者を
募集します

募

　
　集

手話を学んで聴覚障がい者とコミュ
ニケーションしませんか？手話奉仕員
養成講座を以下の日程で開講しま
す。受講を希望される方は障がい福
祉課までご連絡ください。

■講座名
　手話奉仕員養成講座（入門課程）
■開講日
　５月20日（水）～10月７日（水）
　毎週水曜日　19：00～20：30
■対象者
　市内在住で高校生以上の方。手話
に興味のある方ならどなたでも歓
迎。
■申込締切　５月７日（木）
■費用　受講料無料、
　　　　テキスト代3,000円＋消費税

手話奉仕員養成講座の
受講者を募集します

神岡振興事務所（市民振興課）
0578-82-2253

障がい福祉課
0577-73-7483

申

河合振興事務所
0577-65-2221
申

子育て応援課
0577-73-2458

申

岐阜県ひとり親家庭等就業・
自立支援センター
058-268-2569

問
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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 http://hida-lib.jp

飛騨警察署からのお知らせ

春の農作業に伴う交通事故防止
４月から５月までの間は、農耕作業
用自動車による死亡・重傷事故が多
発する傾向があるので、以下の点に
気を付けましょう。
■確実な運転操作と
　　　　ブレーキ連結の確認
　道路状況に応じた確実な操作と、
道路走行時は必ず左右のブレーキを
連結する。
■安全キャブ・フレームの設置と
　　　　　　シートベルトの着用
　転落や横転時に車体の下敷きにな
るのを防ぐためには、安全キャブ・フ
レームの安全装備が効果的であるこ
とから、装備が整った車両を使用す
る。
　車体から投げ出されないように、
必ずシートベルトを着用する。
■車体後部に低速車マークの
　　　　　取り付けや反射材を貼付
　追突事故を防止するため、後続車
から見えやすい位置に「低速車マー
ク」、「反射材」を貼付する。

もはや誰にとっても他人事ではない高
齢者介護。「生きることの一部として」
と副題がついていますがまさにその通
りだと思います。各界の４０人が自身
の経験や見聞をふまえて「これだけは
言いたい」ことを語ります。著名人も一
般人も変わらない“当事者”としての言
葉がここに。

写真絵本というジャンルがあります。子
どものころは正直言ってそれほどでも
なかったんですが、大人になってはまり
ました。これは塩むすびが出来上がる
までの絵本。お米のとぎ方からにぎり
方まで、子どもでも作れるように紹介さ
れています。絵本と侮らず、ぜひ読んで
ほしい。

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

5/20㈬

5/20㈬

5/11㈪

5/20㈬

平　日

5/15㈮

5/21㈭

〇

〇

  若者就労相談
（若者を対象とした就労相談） 13:00～16:00 古川町公民館 県若者サポートステーション

☎058-216-0125　

  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）

10:00～17:00 古川町商工会

10:00～17:00 神岡商工会議所

古川町商工会
☎0577-73-2624　

商工課
☎0577-62-8901

ハローワーク出張相談
(職業相談、シルバー人材入会説明) － 11:00～15:00 古川町公民館 ハローワーク高山

☎0577-32-1144　

  こころの相談室
（精神保健福祉士によるこころの相談）

  こころの健康相談
（精神科医師によるこころの相談）

〇

〇

13:00～15:00

13:30～15:00

13:30～15:00

ハートピア古川 古川町保健センター
☎0577-73-2948

飛騨保健所
☎0577-33-1111（内線312）

飛騨保健所
☎0577-33-1111（内線312）

  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）

ハートピア古川

4/22㈬ 神岡町保健センター

地域包括ケア課
☎070-2237-7730　

  もの忘れ相談
（もの忘れ、認知症の相談）

－

－

8:30～17:15 ハートピア古川

9:30～11:30 神岡町公民館 地域包括支援センター神岡窓口
☎0578-82-1456　

9:00～12:00
望ほーむ
古川町金森町（踏切横）

地域包括支援センター
☎0577-73-6233　

5/13㈬、20㈬、
27㈬

5/20㈬、21㈭、
　26㈫、27㈬

『私にとっての介護』
『おにぎりをつくる』

毒蝮三太夫／ほか著　岩波書店
高山なおみ／文、長野陽一／

写真　ブロンズ新社

場
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