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Hida City

市役所からのお知らせ

お知らせ

information

小さなまちづくり応援事業

令和３年度事業プレゼン選考会が開催されました！

「飛騨市小さなまちづくり応援事業 令和３年度事業プレゼン選考会」が３月１７日、古川町公民館で開催されま
した。この事業は、市内を中心として活動を行う団体等を対象に、市民自らが行う「元気であんきな誇りの持てる
ふるさと飛騨市」を目指すまちづくり事業プランを公募し、市民等による審査によって、市が助成金を交付する制
度です。
今回は新型コロナウイルス対策のため、一部関係者のみでの選考会となりましたが、プレゼンの様子はYouTube
や飛騨市ケーブルテレビで配信し、市民による応援投票を行いました。その結果、投票総数1026票と多くの皆さん
から応援をいただきました。

プレゼン発表の様子

企業賞を受け取った団体

応募団体一覧
団体名および事業名
つるしかざり研究会
■福こい飾り展示会及び体験会

投票数 企業賞
６１

飛騨日本みつばちの会
■日本みつばちの里づくり事業

投票数 企業賞
１０６ ①③⑧

（日本蜜蜂の保護育成・蜜源確保事業）

①⑥⑧

あかりんぐ（高山病弱児を守る会）
■飛騨市まるごと写真展＆
スタンプラリー

１０９

①③⑦
⑧⑩

５６

①⑧⑩

河合小学校地域学校協働本部
■河合っ子マルシェプログラム

２０７

①②③
⑧

５１

①⑦⑧

草恋みみーず
■飛騨の草を元気にするプロジェクト

１４９ ①⑧

①⑧⑩

たねまくひとの会
■集落憩いの五右衛門風呂
プロジェクト

１２２ ①⑤⑧

やってみよう展実行委員会
■第1６回子どもぞうきんコンテスト

９４

飛騨市で神岡実希さんを応援する会
■映画「漂流ポスト」上映会
TLSL実行委員会
■第４回飛騨・神岡短歌コンクール
「女神へ贈るラブレター」
一般社団法人飛騨古川青年会議所
■第８回ひだのはたらくくるま展

①④⑧
⑨

団体名および事業名

７１

①㈱イバタインテリア、②イビデン物産㈱、③牛丸石油㈱、④三井金属企業集団（神岡鉱業㈱、三井金属エンジニ
アリング㈱、神岡部品工業㈱、㈱ユアソフト）、⑤㈱KVK飛騨古川工場、⑥㈱駿河屋魚一、⑦飛騨市金融協会（飛
騨農業協同組合、㈱十六銀行、飛騨信用組合、高山信用金庫、㈱富山第一銀行）、⑧飛騨信用組合、⑨㈱ヨシキ、
⑩㈲渡辺酒造店

４

2021年５月号

地域振興課

0577-62-8904
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令和３年度飛騨市職員採用試験（令和４年４月１日採用予定）

市では、令和４年４月１日採用予定の職員を募集します。
受験を希望される方は、募集内容を確認のうえ期日までに申し込みください。

第１回募集

受付開始

令和３年５月６日（木）～

■募集職種
No.

職

種

予定人員

① 一般行政職（Ａ） １名程度

② 技

術

職（Ｂ） １名程度

③ 保

健

師（Ｃ） ２名程度

④ 司

書（Ｄ） １名程度

受験資格
大学卒業程度の学力を有する方
年齢要件：Ｈ６.４.２～Ｈ１２.４.１生
大学・高専卒業程度の学力を有する方（※注１）
年齢要件：Ｓ５７.４.２～Ｈ１２.４.１生
大学卒業程度の学力を有し、
保健師の資格を有する方または令和４年３月末までに取得
見込の方

年齢要件：Ｓ３７.４.２以降生

短大卒業程度の学力を有し、
司書の資格を有する方または令和４年３月末までに取得見
込の方

年齢要件：Ｓ６１.４.２～Ｈ１４.４.１生

※試験問題が大学・高専または短大卒業程度という意味であり、受験資格に学歴は一切関係ありません
（※注１）技術職の専門試験は、土木・電気・機械から１科目を申込時に選択してください
■申込期限 ５月３１日（月）１７:１５必着（ホームページの申込、必要書類の郵送とも同じ）
■試験日

１次試験 期日 東京会場 ６月２７日（日）
飛騨会場 ７月１１日（日）

会場：全国市長会館
会場：飛騨市役所

※第１回募集の第１次試験は、感染者数の多い首都圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）から地元に
迎えることが懸念される状況にある採用試験受験者は『東京会場』で受験することができます
総務課

0577-73-7461

募 集

令和３年度飛騨市職員採用試験（令和３年１０月１日採用予定）

市では、令和３年１０月１日採用予定の土木技術職職員を募集します。
受験を希望される方は、募集内容を確認のうえ期日までに申し込みください。
■募集職種
No.

職

種

予定人員

① 技

術

職（Ａ） １名程度

受験資格
高校卒業程度の学力を有し、
土木の専門知識を有する方
年齢要件：Ｓ５７.４.２～Ｈ１５.４.１生

※試験問題が高校卒業程度という意味であり、受験資格に学歴は一切関係ありません
■申込期限 ５月３１日（月）１７:１５必着（ホームページの申込、必要書類の郵送とも同じ）
■試験日
総務課

１次試験 期日 ７月１１日（日）

会場：飛騨市役所

0577-73-7461
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入園・入学準備品の一部を助成します

軽自動車税（種別割）の納期
限は５月３１日（月）です

子育て世帯の経済的な負担軽減および子育て環境の充実を図ることを目的に、 ■納付について
口座振替の方は、残高確認をお願
市の未来を担う子どもたちの入園・入学準備品の費用の一部を助成します。
いします。納付書の方は、４月下旬
交付対象児
対象品目
補助金額
に納税通知書を発送していますの
実費
スモック、体操服、上履き、昼寝用布団、通園
で、期限までに納付してください。
年少児
用のバッグ・靴・カッパ、赤白帽子

など

（上限１万円）

小学１年生

実費
体操服、上履き、ランドセル、通学用の靴・長ぐつ・
（上限２万円）
カッパ、算数セット、ピアニカ など

中学１年生

実費
制服、体操服、体育館シューズ、上履き、通学
（上限６万円）
用の靴・長ぐつ・カッパ など

高校等１年生

実費
制服、学校指定の作業服、通学用のカバン・靴・
（上限３万円）
長ぐつ、教科書、副教材 など

■申請方法
■申請期間
■申請先

申請書に必要事項をご記入のうえ、購入時の領収書等を添付
して申請してください。
１２月２８日（火）まで
子育て応援課（ハートピア古川内）または各振興事務所の市
民福祉担当窓口

子育て応援課

0577-73-2458

お知らせ

６月４日～１０日は歯と口の健康週間です
８０２０運動達成者表彰候補者募集

■参加資格
■申込方法

本年４月１日現在で８０歳以上の方で、２０本以上自分の歯
がある市内在住者（これまでに表彰を受けられた方を除く）
かかりつけや最寄りの歯科医院で５月３１日までに歯科検診
（無料）を受診してください。

飛騨市歯周病検診のお知らせ
４０歳・４５歳・５０歳・５５歳・６０歳・６５歳・７０歳になられる方には、飛
騨市歯周病検診票を送付しました。期限は令和４年２月２８日までですが、
早めの受診をおすすめします。
古川町保健センター

６

2021年５月号

0577-73-2948

0577-73-3742

固定資産税第１期分の納期限
は５月３１日（月）です

■口座振替の方
納期限前日までに残高の確認をお
願いします。
■納付書の方
納付書に記載の金融機関、コンビ
ニ、スマートフォン決済アプリ等で
納付してください。
※一括納付を希望する方は１～４期
の４枚の納付書をご使用ください
※納税通知書の記載事項を必ずご確
認ください
税務課
お知らせ

国や歯科医師会では「８０歳になっても自分の歯を２０本以上保ちましょ
う」という「８０２０（ハチマルニイマル）運動」を推進しています。飛
騨口腔保健協議会では、平成２２年度より地域の「８０２０運動」の達成
者を表彰しています。該当される方は、ぜひご応募ください

税務課
お知らせ

※対象と認められるのは原則、市内業者から購入した対象品目です（学校
等指定の教科書等、市外の業者でしか購入できない物は対象となります）
※補助金申請には、購入した際に発行される領収書の原本または写しの添
付が必要となります。大切に保管してください
※対象者と思われる方へは、４月下旬に申請方法、詳細などを記載した案
内文書を送付しています

■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、６
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
した方は、領収書が納税証明書にな
るので、大切に保管してください。

0577-73-3742

自動車税種別割の納期限は
５月３１日（月）です

必ず納期限までに納めましょう。
詳細は自動車税種別割の納税通知
書（５月６日発送）をご覧ください。
岐阜県自動車税事務所
058-279-3781
飛騨県税事務所自動車税出張所
0577-36-1400
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ものわすれ相談窓口「オレンジの森」がオープン
認知症の悩み お気軽にご相談ください

今年の防災訓練は、６月２７
日（日）に行います

民間介護事業所と連携し、認知症の方やそのご家族をサポートする『もの
わすれ相談窓口「オレンジの森」』をオープンしました。相談窓口には、
認知症地域支援推進員が在中しており、かかりつけ医や認知症疾患医療セ
ンター、介護サービス事業所等と連携して認知症の方やそのご家族を支援

平成３０年７月豪雨災害、令和２年
７月豪雨災害とここ数年、梅雨時期
に大きな災害に見舞われています。
このため市では６月２７日（日）に防

します。

災訓練を実施し、災害に備えます。

■認知症地域支援推進員のおもな活動
・もの忘れ相談（相談無料）
認知症やもの忘れで気になる事がありましたら、ひとりで悩まず、なん
でもお気軽にご相談ください。（ご本人・ご家族・地域の方もお気軽に
ご相談ください）また、医療機関へ受診困難な方や介護サービスの利用
が困難な方への支援も行っています。
・認知症カフェの開催
認知症の方やその家族、地域の方が交流したり理解し合える場所として
「認知症カフェ」を開催します。
・認知症サポーター養成講座等の開催
認知症について正しく理解していただけるよう講座を行います。

①市民の皆さんは、２階等への垂直避
難の準備をお願いします。

・２階等での水・食料の確保
・貴重品等の持ち出し準備

・洪水、土砂災害時の避難場所の確認
・災害ハザードマップの確認

②区役員の皆さんは、区民への連絡要

避難場所の確認をお願いします。
領、

③消防団は、各方面隊ごと水防訓練を
実施します。

認知症に関するご相談や講座の開催など詳しくはお問い合わせください。
【問】ものわすれ相談窓口 オレンジの森（月～金 ８：３０～１５：３０）

古川町新栄町１１-５

電話番号090-1408-1017

※認知症相談支援事業として『（株）ツタ』に業務を委託しています

危機管理課
地域包括支援センター

毎週土曜日の朝「クアオルト®健康ウオーキング」を行
っている飛騨市健康ウオーキングガイド協会 では、新
たにウオーキングの指導をしてくださるガイ ドを若干
名、募集します。
希望者は、知識やスキル習得のためのガイド 養成講習
を受けることで、有償ウオーキングガイドと して市民
の健康増進に向けた活動をすることができます。
・健康づくり、まちづく
りに興味のある人
・森歩きを楽しみたい人
・さまざまな方との交流
をしたい人
・自然観察が好きな人
など

募 集

募 集

飛騨市健康ウオーキング
ガイドを募集します

■募集締切

0577-62-8902

0577-73-6233

献血バスがやってきます
（５・６月の献血バス）

■血液が不足しています！
日本国内では、１日あたり約３,０００人の患 者さん
が輸血を受けていると言われています。現在、輸血に使
用する血液は、まだ人工的に造ることができず、長期保
存することもできません。ぜひ多くの方々のご協力をお
願いします。

日時
５月２７日（木）
１５：００～１６：３０
６月１５日（火）
１２：００～１３：００
６月１５日（火）
１４：１５～１６：３０
６月２４日（木）
１２：００～１３：００

場所
神岡振興事務所
（株）喜多村 古川工場
古川町畦畑２８０

飛騨市役所
柏木工（株）古川工場
古川町上野６９７

５月末日まで

飛騨市健康ウオーキングガイド協会 事務局
0577‐62‐8030

古川町保健センター

0577-73-2948
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下記の日程で年金相談を行います。
（事前予約可）
■相談内容
①年金受給に関すること
②年金記録に関すること
③国民年金の免除申請、口座振替
の手続きについて 等

児童手当受給者の方は、６月中に現
況届の提出が必要となります。対象
となる方へは、５月下旬に現況届の
案内をしますので速やかな手続きを
お願いします。
■受付期間
６月１日（火）～６月３０日（水）
市民保健課（本庁）
0577-73-7464
お知らせ

遺跡で工事等を行う場合は
届出が必要です

市民保健課（本庁）
文化振興課

0578-82-2252

0577-73-7496

0577-73-6558

総合政策課

遺跡内で、建築工事などを行う際に
は、文化財保護法による届出が必要
です。
なお、届出の様式や遺跡の範囲を明
示した遺跡地図は、市公式ホーム
ページ（下ＱＲコード）から閲覧・
ダウンロードできます。

0577-73-7464
神岡振興事務所市民福祉係

令和３年経済センサス‐活動
調査を実施します

総務省・経済産業省・県・市では、
６月１日を基準日とし、すべての事
業所を対象とした「令和３年経済セ
ンサス‐活動調査」を実施します。
５月中旬以降、調
査員が各事業所を
ご訪問し調査票等
を配布しますの
で、調査へのご理
解とご協力をお願
いします。

お知らせ

■場所および日時
古川会場 飛騨市役所本庁舎
６月１０日（木）
１０：００～１５：００
神岡会場 神岡振興事務所
６月２４日（木）
１０：００～１５：００
■持ち物
①年金手帳または年金証書
②運転免許証などの身分証明書
③委任状（本人が来庁できない場
合）

６月中に児童手当の現況届の
提出が必要です

お知らせ

お知らせ

お知らせ

高山年金事務所による
出張年金相談

指定文化財の所有者・所在場
所の変更は届出が必要です

近年、大雨による文化財の被害や文
化財の盗難など、指定文化財の滅失
のニュースがありました。
市内でも所有者等の皆さんに指定文
化財の保存活用につとめていただい
ていますが、今後の適切な保護のた
めにも、所有者や所在場所の変更な
どありましたら、届出等による手続
きをお願いします。
0577-73-7496

文化振興課
募 集

市営住宅入居者募集

公募住宅

新栄町団地

種類

特公賃

募集戸数

諏訪田団地Ａ棟 サン・アルプ旭Ｂ棟 サン・アルプ旭Ｃ棟 サン・アルプ旭Ｅ棟
特公賃

公営

公営

公営

山之村団地

下気多団地

杉崎団地

西忍団地

公営

公営

公営

公営

（世帯用）１戸 （世帯用）１戸 （世帯用）１戸 （世帯用）１戸 （世帯用）１戸 （世帯用）２戸 （世帯用）２戸 （世帯用）１戸 （世帯用）２戸

所在地

古川町新栄町

古川町杉崎

神岡町殿

神岡町殿

神岡町殿

神岡町森茂

古川町下気多

古川町杉崎

宮川町西忍

構造・規模

Ｓ造３階建

ＲＣ造５階建

ＲＣ造６階建

ＲＣ造６階建

木造２階建

木造２階建

木造２階建

木造平屋

木造２階建

間取り

３ＬＤＫ

３ＬＤＫ

３ＤＫ

２ＤＫ

２ＤＫ

２ＬＤＫ

４ＤＫ

３ＤＫ

３ＬＤＫ

入居者の所得に応じて決定

家賃
駐車場使用料、共益費別途

■敷

共益費別途

金 家賃の３カ月分

■申込期間 ５月２４日(月)～５月３１日(月)

■入居予定日 ７月１日(木)

※ＲＣ造…鉄筋コンクリート造 Ｓ造…鉄骨造
・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。飛騨市役所 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
基盤整備部 都市整備課
0577-73-0153（古川・河合・宮川）
神岡振興事務所 建設農林課 基盤係
0578-82-2254（神岡）

８
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情報の広場

５月１日～６月３０日は「不正大
麻・けし撲滅運動」期間です。

スーパーカミオカンデなどの
わかりやすい紹介パネル展示

神岡町の今山正幸さんから、スーパ
ーカミオカンデやカムランドなどの
違いをわかりやすくまとめたパネル
を市へ寄贈していただきました。
神岡町公民館の３階に展示していま
すので、この機会にぜひご覧くださ
い。

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

▲作品資料を寄贈していただいた今山さん（左）

神岡振興事務所
古川町保健センター

お知らせ

喫煙者の吐く息の中には喫煙後しば
らくは、有毒なガスが含まれていま
す。また喫煙者の衣服にも発がん物質
などが含まれた成分が付着します。
吸わない人にも、有毒物質は喫煙者
の吐く息や、衣服により届けられる
ことを知っておいてください。特に
子どもたちは、たばこの害を受けや
すいことが分かっています。自身の
健康はもとより、子どもたちの健康
のためにも「禁煙」に取り組んでみ
てはいかがでしょうか。
※学校、病院、児童福祉施設、行政
機関では、２０１９年より原則敷
地内禁煙となっています

お知らせ

お知らせ

５月３１日～６月６日は
「禁煙週間」です

0578-82-2250

福祉メディアステーション
飛騨ブランチ
0577-34-1316

0577-73-2948

飛騨警察署からのお知らせ

図 書 館 に お い で よ 新着図書ピックアップ
一般向けのオススメ

子ども向けのオススメ

「自転車の安全利用について」
自転車は道路交通法上の「軽車両」
で、車両の仲間として交通ルールを守
る必要があります。「自転車安全利用
五則」などを守りましょう。

自転車安全利用五則
１

『心不全』

『真実を発見！科学捜査』

（よくわかる最新医学）
小室一成／著
主婦の友社

石澤不二雄／監修
誠文堂新光社

気になる症状、ありませんか？図書

犯罪捜査に欠かせない、いろいろ

館では、健康や病気に関する本も集め

な科学捜査を紹介。「鑑識」や「科

ています。病院へ行く前に、図書館で

捜研」など、ドラマでも聞く仕事を

調べてみるのもおすすめです。

たくさんの写真からひも解く。

飛騨市図書館

0577-73-5600

https://hida-lib.jp

自転車は車道が原則、歩道が
例外
２ 車道は左側を通行
３ 歩道は歩行者優先で、車道寄
りを徐行
４ 安全ルールを守る
○飲酒運転・二人乗り・並進の
禁止
○夜間はライト点灯
○交差点での信号遵守と一時停
止・安全確認
５ 子どもはヘルメットを着用

お子さんが自転車に乗る時はヘルメッ
トを必ず着用し、飛び出すことがない
よう指導しましょう。また、お子さん
の体に合った自転車を選びましょう。

飛騨警察署

0577-73-0110

９

情報の広場

こころといのちの

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。

相談窓口

こころの健康相談統一ダイヤル ℡0570-064-556

相談コーナー
相談名 ・ 相談内容

要予約

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)

若者就労相談
(若者を対象とした就労相談)

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)

ハローワーク出張相談
(職業相談、シルバー人材入会説明)

実施日

時間

場所

問い合わせ

○

6/2(水)

10:00～15:00

飛騨市役所

総務課
☎0577-73-7461

○

6/2(水)、9(水)
16(水)、23(水)
30(水)

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

6/8(火)、9(水)、
10:00～17:00
24(木)、25(金)

古川町商工会

古川町商工会
☎0577-73-2624

6/16(水)

13:00～17:00

神岡商工会議所

商工課
☎0577-62-8901

6/16(水)

11:00～15:00

古川町公民館

ハローワーク高山
☎0577-32-1144

○

-

お知らせ

行政相談委員による無料相談

あなたの暮らしの中で、役所の仕事について不満を感じたり、よく分からないことはありませんか？そんなあなた
の声を総務大臣が委嘱した行政相談委員がお聴きします。相談は無料で、秘密は固く守られますので、お気軽にご
相談ください。
■各地区の行政相談委員および相談実施日は次のとおりです
古川町

藤井

義昌

相談委員

相談日：６月１５日(火)、１０月１５日(金)、１月１７日(月) １０:００～１２:００
場 所：飛騨市役所 本庁舎２階 会議室

神岡町

中齋

正己

相談委員

相談日：毎月２５日 １０:００～１２:００
場 所：神岡振興事務所 ２-１会議室

河合町

松井

重隆

相談委員

相談日：６月１５日(火)、１０月１５日(金)、１月１７日(月) １０:００～１２:００
場 所：河合町公民館 ２階相談室

宮川町

佐藤

康雄

相談委員

相談日：毎月第２土曜日 １３:００～１５:００
場 所：宮川町公民館 ２階第３会議室

■新行政相談委員のご紹介
令和３年から、河合町地区の行政相談委員として 松井重隆さん にご担当いただくこととなりました。
総務課

0577-73-7461

10

2021年５月号

人権推進校指定書が
交付されました

神岡小学校が令和3年度の人権推進
校に指定されました。昨年度の指定
校である高山市清見小学校から花の
種を引継ぎ、みんなで「人権の花」
を育てていきます。
市民保健課（本庁）

お知らせ

いじめ、体罰、女性や障がい者に対
する差別など、家庭内、近隣間のも
めごと、悩みごとなど、身近なこと
で困っていることがあれば、人権擁
護委員が相談に応じます。（相談無
料・秘密厳守）
■日時 ６月１日（火）
１３：３０～１５：３０
■場所 ハートピア古川・河合町公
民館・宮川町公民館・神岡
町ふれあいセンター

お知らせ

お知らせ

６月１日は全国一斉「人権擁
護委員の日」

岐阜県清流の国ぎふ推進補助
金を活用しました

令和２年度県清流の国ぎふ推進補助
金を活用し、次の事業を行いました
・古川祭屋台曳行支障電線等移設事業

・活断層調査による地震防災対策強化
事業
・ひだキャトルステーション研修生確
保対策事業

0577-73-7464
総合政策課
0577-73-6558

