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「災害時の緊急情報」「生活に役立つ情報」等を市公式ホー

ムページ、メール、SNSなどで配信しています。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。

飛騨市公式LINE

飛騨市の情報をいち早くお届けします
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特
集 令和３年度飛騨市当初予算

新たに新設された食のまちづくり推進課では、この地域に受け継が

れてきた食文化とその背景である自然環境との親和性を飛騨市なら

ではの「食」の魅力として発掘・発信・発展に繋げていきます。

飛騨の「食」を世界へ発信するのが使命です

① 「食」の魅力を活かした誘客促進

② 「食」の魅力に触れることのできる拠点の整備

③ 流通・販路拡大の推進

④ 子どもが食と農の魅力に触れる機会の創出（食育の推進）

⑤ 食文化の継承

基本的な方向性

　山々から注がれるミネラル豊富

な水は、飛騨牛や飛騨地鶏だけで

なく日本一の暴れ鮎やお米など、

すべての恵みに繋がる生命線の役

割を果たしています。

　これらの営みは時代とともに独

特の食文化を生み、飛騨市ならで

はの食として受け継がれてきまし

た。

　飛騨市は面積の約９４パーセン

トが森であり、そのうちの約７割

が広葉樹だと言われています。

　また、朝霧の発生率が年間の４

分の１となっており、昼夜の寒暖

差があります。

　飛騨市は面積の約９４パーセン

トが森であり、そのうちの約７割

が広葉樹だと言われています。

　また、朝霧の発生率が年間の４

分の１となっており、昼夜の寒暖

差があります。

　山々から注がれるミネラル豊富

な水は、飛騨牛や飛騨地鶏だけで

なく日本一の暴れ鮎やお米など、

すべての恵みに繋がる生命線の役

割を果たしています。

　これらの営みは時代とともに独

特の食文化を生み、飛騨市ならで

はの食として受け継がれてきまし

た。

豊かな自然環境と背景を知る 水が生命線となっている 独特の食文化
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世界に通じる
飛騨市の食材の

食のまちづくり推進課を新設

テーマは 発掘・発信・発展

～食卓の逸品が世界を振り向かせる～

食
our  role



特
集食のまちづくり

食のまちづくり推進課 0577-62-9010
飛騨牛ステーキ

３

世界に通じる
飛騨市の食材の

　皆さんが普段の食卓で食しているお米や野菜をはじめ

とするさまざまな食材を、皆さんはどのようにお感じで

すか ?「美味しい」のは当たり前なのかもしれません。

でも実は、これは当たり前でもなく、この飛騨市が持つ

自然の豊かさや水、冷涼な気候、そして生産者のこだわ

りと技術の結晶が唯一無二の食材を生み出しています。

　このような飛騨の食材を「飛騨の野菜は味が濃い」と

絶賛し、他地域の野菜との違いを明らかにしてくれるの

は、フランス、カナダ、中国で１０年に渡り「味の外交官」

公邸料理人として食の面から外交をサポートしてきた工

藤英良氏です。現在は出張料理人として、各界の著名人

に飛騨の食材をメインに提供しており、多くのファンを

獲得しています。その工藤氏が、世界でも通用するポテ

ンシャルが飛騨市の食材にはあると評価しています。

飛騨市の 「食」 の美味しさの秘密

　まずは、飛騨市の「食」を市民の皆さんが認知し、そ

れらを誇りに感じ、積極的に活用してもらえる環境づく

りが第一歩だと考えており、「飛騨市まるごと食堂」の

開催などさまざまな取り組みを実施していきます。その

上で、国内外への発信へと発展させていくことが大切だ

と考えています。

　飛騨牛、飛米牛、飛騨地鶏、米、寒干し大根、鮎、ジビエ、

飛騨トマト、ホウレンソウ、アスパラ、ネギ、椎茸、き

くらげ、ジビエ、バラ・・・飛騨市の食の可能性は無限です。

飛騨市の 「食」 の魅力をどう伝える？

飛騨市まるごと
食堂の期間拡大

　生産者と市内飲食店・旅

館等が連携し飛騨市産食材

を活用したメニューを期間

限定で提供する「飛騨市ま

るごと食堂」を期間を拡大

して実施します。

上町農産物直売

施設の建設

　老朽化が著しい朝開農産

物直売施設を道の駅アルプ

飛騨古川の敷地内に建替え

し、年間を通した農産物や

加工品の販売により、農産

物の販路拡大を図ります。

ミニトマト名人による
生育観察から収穫まで
の食育の実施

　市内の園児を対象に、ミ

ニトマトの苗を植えるとこ

ろから収穫までの体験を通

じて、自然の力に触れ、豊

かな心を育む取り組みを行

います。

飛騨市農産物総合
カタログの作成

　農業者の農産物と収穫量

や時期等を網羅した「食」

の総合カタログを Web で制

作し、広く発信するととも

に商談時にも活用し、農産

物の販路拡大を図ります。

■令和３年度の主な事業

世界各国の賓客に和食を提

供し、公邸におけるおもて

なしに尽力され、現在は出

張料理人として

世界中から依頼

を受けて料理を

提供している。

工藤英良 氏
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地域振興課 0577-62-8904

情報の広場

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！
お
知
ら
せ

information
Hida City 市役所からのお知らせ

「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。

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

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

①④⑧

⑨
６１

つるしかざり研究会

■福こい飾り展示会及び体験会

団体名および事業名 投票数 企業賞 団体名および事業名 投票数 企業賞

①⑥⑧９４
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

①⑧⑩５６
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

①⑦⑧５１

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」

①⑧⑩７１
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

①③⑧１０６

飛騨日本みつばちの会

■日本みつばちの里づくり事業

（日本蜜蜂の保護育成・蜜源確保事業）

①③⑦

⑧⑩
１０９

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

①②③

⑧
２０７

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

①⑧１４９
草恋みみーず

■飛騨の草を元気にするプロジェクト

①⑤⑧１２２

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
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情報の広場

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。

※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

※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　　１次試験　期日　東京会場　６月２７日（日）　　会場：全国市長会館

                        　　飛騨会場　７月１１日（日）　　会場：飛騨市役所

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）
募
　
集

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。

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）
募
　
集

■募集職種

職　種No. 予定人員 受験資格

一般行政職（Ａ）１名程度①
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

技　術　職（Ｂ）１名程度②
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

保　健　師（Ｃ）２名程度③
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

司　　　書（Ｄ）１名程度④
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

■募集職種

職　種No. 予定人員 受験資格

技　術　職（Ａ）１名程度①
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

※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

■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　７月１１日（日）　　会場：飛騨市役所

総務課 0577-73-7461

第１回募集　　受付開始　令和３年５月６日（木）～
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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

６月４日～１０日は歯と口の健康週間です
お
知
ら
せ

■参加資格　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）

■申込方法　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。

■申請方法　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。

■申請期間　１２月２８日（火）まで

■申請先　　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

情報の広場

0577-73-2948古川町保健センター

８０２０運動達成者表彰候補者募集

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。

飛騨市歯周病検診のお知らせ

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、

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。

入園・入学準備品の一部を助成します
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

0577-73-2458子育て応援課

年少児

交付対象児 補助金額対象品目

実費

（上限１万円）

スモック、体操服、上履き、昼寝用布団、通園

用のバッグ・靴・カッパ、赤白帽子　など

小学１年生
実費

（上限２万円）

体操服、上履き、ランドセル、通学用の靴・長ぐつ・

カッパ、算数セット、ピアニカ　など

中学１年生
実費

（上限６万円）

制服、体操服、体育館シューズ、上履き、通学

用の靴・長ぐつ・カッパ　など

高校等１年生
実費

（上限３万円）

制服、学校指定の作業服、通学用のカバン・靴・

長ぐつ、教科書、副教材　など

■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月下旬

に納税通知書を発送していますの

で、期限までに納付してください。

■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。

軽自動車税（種別割）の納期

限は５月３１日（月）です

お
知
ら
せ

税務課 0577-73-3742

■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

固定資産税第１期分の納期限

は５月３１日（月）です

お
知
ら
せ

税務課 0577-73-3742

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。

自動車税種別割の納期限は

５月３１日（月）です

お
知
ら
せ

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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情報の広場

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。

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

お
知
ら
せ

飛騨市健康ウオーキング
ガイドを募集します

募
　
集

■募集締切　５月末日まで

・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

地域包括支援センター 0577-73-6233

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

します。

■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。

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）

　　　

　　　

※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

飛騨市健康ウオーキングガイド協会 事務局

0577‐62‐8030

献血バスがやってきます
（５・６月の献血バス）

募
　
集

古川町保健センター 0577-73-2948

■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 場所

５月２７日（木）

１５：００～１６：３０

（株）喜多村 古川工場
　　　古川町畦畑２８０

神岡振興事務所

６月１５日（火）

１２：００～１３：００

飛騨市役所
６月１５日（火）

１４：１５～１６：３０

柏木工（株）古川工場
　　古川町上野６９７

６月２４日（木）

１２：００～１３：００

古川町新栄町１１-５　電話番号090-1408-1017

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

災訓練を実施し、災害に備えます。

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
　領、避難場所の確認をお願いします。
③消防団は、各方面隊ごと水防訓練を
　実施します。

今年の防災訓練は、６月２７

日（日）に行います

お
知
ら
せ

危機管理課

0577-62-8902
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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

■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）

高山年金事務所による

出張年金相談

お
知
ら
せ

市民保健課（本庁）

0577-73-7464

神岡振興事務所市民福祉係

0578-82-2252

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。

指定文化財の所有者・所在場

所の変更は届出が必要です

お
知
ら
せ

文化振興課 0577-73-7496

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。

令和３年経済センサス‐活動

調査を実施します

お
知
ら
せ

総合政策課 0577-73-6558

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）

６月中に児童手当の現況届の

提出が必要です

お
知
ら
せ

市民保健課（本庁）

0577-73-7464

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。

遺跡で工事等を行う場合は

届出が必要です

お
知
ら
せ

文化振興課

0577-73-7496

■敷　　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

市営住宅入居者募集
募
　
集

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）

公募住宅

種類

募集戸数

所在地

構造・規模

間取り

家賃

新栄町団地

特公賃

（世帯用）１戸

古川町新栄町

Ｓ造３階建

３ＬＤＫ

諏訪田団地Ａ棟

特公賃

（世帯用）１戸

古川町杉崎

ＲＣ造５階建

３ＬＤＫ

サン・アルプ旭Ｂ棟

公営

（世帯用）１戸

神岡町殿

ＲＣ造６階建

３ＤＫ

サン・アルプ旭Ｃ棟

公営

（世帯用）１戸

神岡町殿

ＲＣ造６階建

２ＤＫ

サン・アルプ旭Ｅ棟

公営

（世帯用）１戸

神岡町殿

木造２階建

２ＤＫ

山之村団地

公営

（世帯用）２戸

神岡町森茂

木造２階建

２ＬＤＫ

下気多団地

公営

（世帯用）２戸

古川町下気多

木造２階建

４ＤＫ

杉崎団地

公営

（世帯用）１戸

古川町杉崎

木造平屋

３ＤＫ

西忍団地

公営

（世帯用）２戸

宮川町西忍

木造２階建

３ＬＤＫ

入居者の所得に応じて決定

駐車場使用料、共益費別途 共益費別途
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飛騨警察署からのお知らせ

「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。

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。

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

『心不全』
（よくわかる最新医学）

小室一成／著

主婦の友社

　気になる症状、ありませんか？図書

館では、健康や病気に関する本も集め

ています。病院へ行く前に、図書館で

調べてみるのもおすすめです。

『真実を発見！科学捜査』

石澤不二雄／監修

誠文堂新光社

　犯罪捜査に欠かせない、いろいろ

な科学捜査を紹介。「鑑識」や「科

捜研」など、ドラマでも聞く仕事を

たくさんの写真からひも解く。

飛騨警察署 0577-73-0110
飛騨市図書館 0577-73-5600 https://hida-lib.jp

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

５月１日～６月３０日は「不正大

麻・けし撲滅運動」期間です。

５月３１日～６月６日は

「禁煙週間」です

お
知
ら
せ

古川町保健センター

0577-73-2948

１　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

自転車安全利用五則

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。

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

お
知
ら
せ

神岡振興事務所

0578-82-2250

▲作品資料を寄贈していただいた今山さん（左）

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

身体に障がいがある方の
パソコン利用をサポート

お
知
ら
せ

福祉メディアステーション

飛騨ブランチ 0577-34-1316
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情報の広場 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。

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 実施日 場所時間 問い合わせ

13:00～16:00 古川町公民館

10:00～17:00 古川町商工会

6/16(水) 13:00～17:00 神岡商工会議所

6/16(水) 11:00～15:00 古川町公民館

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)

若者就労相談
(若者を対象とした就労相談)

ハローワーク出張相談
(職業相談、シルバー人材入会説明)

○

○

-

16(水)、23(水)

30(水)

6/2(水)、9(水)

   24(木)、25(金)
6/8(火)、9(水)、

県若者サポートステーション
☎058-216-0125

古川町商工会
☎0577-73-2624

商工課
☎0577-62-8901

ハローワーク高山
☎0577-32-1144

6/2(水) 10:00～15:00 飛騨市役所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)

○
総務課
☎0577-73-7461

こころといのちの

相談窓口

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。

行政相談委員による無料相談
お
知
ら
せ

■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。

■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

総務課 0577-73-7461

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
藤井　義昌　相談委員古川町

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
中齋　正己　相談委員神岡町

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
松井　重隆　相談委員河合町

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
佐藤　康雄　相談委員宮川町

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

岐阜県清流の国ぎふ推進補助

金を活用しました

お
知
ら
せ

総合政策課

0577-73-6558

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

６月１日は全国一斉「人権擁

護委員の日」

お
知
ら
せ

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。

人権推進校指定書が

交付されました

お
知
ら
せ

市民保健課（本庁）

0577-73-7464



11

戸籍の窓
情報の広場飛騨市ホームページでもお知らせしています

飛騨市ホームページ https://www.city.hida.gifu.jp/

　　　　携帯サイト https://www.city.hida.gifu.jp/mobile/

２０２１年４月３０日現在（敬称略）

ご 結 婚

お名前　　　　住所　　　　　　　　保護者

【古川町】

蒲生　悠莉　　沼町　　　　　　　　源太朗・実優

野村　珠生　　幸栄町　　　　　　　耕平・友美

数川　瑚志郎　弐之町　　　　　　　達也・萌

阪内　花多　　谷　　　　　　　　　大・美香

千原　唯愛　　太江　　　　　　　　将太・綾乃

沖田　惺　　　金森町　　　　　　　晃・遥

平川　こはる　幸栄町　　　　　　　弘祐・さくら

【河合町】

中吉　央成　　角川　　　　　　　　崇人・沙由里

お 誕 生

ご 寄 付

次の方々から温かいご寄付をいただきました。

【新型コロナウイルス感染防止対策として】
飛騨市観光大使　高木　秋憲　様（名古屋市）
　　　　　　　設置型非接触自動検知体温計　１台

【飛騨市育英奨学事業へ】
長田　信夫　様（神奈川県）　　金１００,０００円

【学校教育事業へ】
古川町幸栄町　エコステーションたかはし
古川店利用者一同　様　　　　　金４３，５０５円
株式会社高橋商店　様（高山市）
　　　　　　　　　　　　　　　　金５，０００円
株式会社駿河屋　魚一　様（高山市）
　　　　　　　　　　　　　　　　金５，０００円

【福祉事業へ】
清水　康則　様（古川町）　　住所・氏名のみ公表

【健康増進事業へ】
渡辺富士夫　長生治療院 友の会

「他利喜捨」　様（古川町）　　 　金５５，０００円
匿名　　　　　　　　　　　　金２００，０００円

【平成３０年７月豪雨災害義援金】
　中山　義男　様（河合町）　金２５，０００円

【令和２年７月豪雨災害義援金（広域）】
　中山　義男　様（河合町）　金２５，０００円

【令和３年２月福島県沖地震災害義援金】
　中山　義男　様（河合町）　金２５，０００円

【令和３年島根県松江市大規模火災義援金】
　中山　義男　様（河合町）　金２５，０００円

ゆうり

たまき

ゆいな

さとる

こじろう

はた

お 悔 み

お名前　　　　　住所　　　　　　　年齢
【古川町】
古田　茂子　　　是重二丁目　　　　（101）
坪根　喜代一　　増島町　　　　　　（88）
上野　幸吉　　　末広町　　　　　　（93）
玉舎　義一　　　畦畑　　　　　　　（93）
近藤　弘子　　　金森町　　　　　　（78）
打田　雅教　　　東町　　　　　　　（70）
山口　春吉　　　上気多　　　　　　（75）

お名前　　　　　住所

橋本　幸亮　　　河合町稲越
石原　幸　　　　滋賀県長浜市

山口　大作　　　宮川町杉原
朝田　ももこ　　古川町袈裟丸

荒川　武弘　　　宮川町桑野
岩田　侑子　　　古川町南成町

　田　兼肖　　　神岡町江馬町（江馬５）
石田　琴美　　　神岡町東町（城下１）

藤村　一樹　　　滋賀県草津市
北平　瑠実　　　古川町向町三丁目

北條　誠　　　　古川町上町
夏目　歩美　　　古川町上町

平瀬　翔平　　　古川町若宮二丁目
小林　優奈　　　古川町朝開町

松永　慶輔　　　高山市
齋藤　瑞恵　　　古川町杉崎

高井　雄二朗　　古川町是重
　木　香苗　　　古川町是重

田中　八重子　　太江　　　　　　　（72）
直井　　雄　　　宮城町　　　　　　（91）
天木　久市郎　　三之町　　　　　　（96）
水間　欣二　　　弐之町　　　　　　（85）

【河合町】
間所　　子　　　角川　　　　　　　（89）
中谷　ヤヨ子　　保木林　　　　　　（88）

【宮川町】
和泉　靖夫　　　戸谷　　　　　　　（90）
中澤　健一　　　中沢上　　　　　　（95）

【神岡町】
島田　ミツ子　　船津（下今３）　　　（95）
藤木　忠夫　　　船津（上今１）　　　（90）
　井　繁　　　　数河（灘見）　  　　（94）
大坪　キヨヱ　　東町（白山１）　　　（100）
古田　守男　　　船津（朝日１）　　　（92）
仲田　キヌ　　　船津（上今１）　　　（100）
阪上　加代子　　西（西４）　　　　　（80）
直野　實　　　　船津（上今４）　　　（99）

おうせい
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連載の庭

 飛騨市学園構想が目指す「未来の

創り手像」は、「志を語り合い　し

なやかに挑み続ける飛騨びと」で

す。

◆強いねがい「志」

 何かを成そうとするとき、強い願

いの存在が、成否を分けることが多

くあります。苦手なことに挑戦でき

るのも、失敗してもあきらめないの

も強い願いがあるからです。「志」

は、この強い願いです。主体的に自

分の人生を切り拓く上で欠くことの

できないものと考えます。

 飛騨市学園構想では、常に子ども

たちの「したい・なりたい」という

願いを大切に進めます。

◆「するべき」から「したい」へ

 「したくなくてもしんならんこと

がある」という声が聞こえてきそう

です。大人は、義務や責任を理解し

ているから「～であるべき」「～で

なければならない」が多くありま

す。しかし、責任を果たすことで達

成感や有用感を得る経験もしている

から「やらねばならない」を「役に立

ちたい」とう願いに置き換えもできま

す。では、子どもはどうでしょう。

　一方的な指示や教え込みが続くと、

自ら考えることをしなくなり、自分

で決めることができなくなったり、

自分を含めたさまざまな事への関心

が薄くなったります。

　しかし、自分の思いや考えが受け

入れられることから始まると、自分

を認め、他者も尊重できるようにな

ります。仕方なくしていた「するべ

き」事が、困っている人に喜んでもら

える「したい」事になり、「もっとや

りたい」につながっていきます。

◆大人の探求学習

　学園構想の推進に当たっては、大

人も探求学習を行っています。子ど

もや地域への願いを大切に、語り合

い、知恵を出し合い、進んで動き、

理解も進めているところです。

　「みんなで育てる」のは、「みん

なが育つ」こと。それは、とても

「魅力のあるまち」ではないでしょ

うか。　

　今は大丈夫だけれど、将来、認知

症になってしまったり、脳梗塞など

の病気や突発的な事故で脳を損傷し

てしまい、判断能力が十分に発揮で

きなくなったりなどは、誰にでも起

こりうることです。高齢者を支える

制度の中でも、まだ判断能力がある

うちに将来に備えて契約を結んでお

く『任意後見制度』は、自らの暮ら

しと権利を守る心強い制度です。

　任意後見制度では、後見人を誰に

するのか、どんなことを依頼するの

か、全て本人が決めることができま

す。本人の気持ちや考えを支援に最

大限に反映させられるため、判断能

力が低下した後も、これまでの生活

スタイルを維持できるというメリッ

トがあります。

　また任意後見人を頼む人には特別

な資格は必要なく、２０歳以上であ

れば、家族や親戚、友人、弁護士や

司法書士などとも契約を結ぶことが

できます。しかし後見人を決める時

には、信頼できる人であるのはもち

ろんのこと、自分にとっての最善を

常に考えてくれる人を選ぶことが必

要ですし、また自分がこれからの人

生をどう生きていきたいかをしっか

りと伝えることも大切になってきま

す。

　依頼する内容については、基本的

には財産管理に関することや療養看

護に関する事務や法律行為ですが、

たとえば食事を作って欲しいとか、

身の回りの世話などの介護について

は契約の対象外ですし、本人の死後

事務（葬儀等）についても対象外と

なるので、お願いしたい場合は別に

契約を結ぶことになります。

　まだ健康に自信がある間に「要支

援者になった時の生活」は想像しに

くいものです。しかしたとえ身近に

家族がいて、後見制度を利用する必

要がないとしても、万一に備えて

「誰に、どこで、どんな支援をして

もらいたいのか」を日頃から話し

合っておくことはとても重要なこと

です。

問　　飛騨市終活支援センター

　　　（飛騨市社会福祉協議会内）

月一度、終活巡回相談日を開設し

ています。（要予約）

■５月２７日（木）

　古川町総合会館９:３０～１６:００

学校教育課 0577-73-7494

0577-73-3214

万一の備えとしての
任意後見

はじめませんか？

そろそろ
終活

＜その14＞
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　２０２０年６月に厚生労働省が

「令和元年(２０１９)人口動態統計

月報年計(概数)の結果」を公表しま

した。

　２０１９年の死因は、第１位「悪

性新生物(がん)」第２位「心疾患

(高血圧症を除く)」第３位「老衰」

でした。更に部位別に悪性新生物

(がん)の死亡率をみると男女問わず

全体で第１位肺がん、第２位大腸が

ん、第３位胃がんとなっています。

　「自分はがんにならない」「具合

が悪くなったら病院にかかるから大

丈夫」と思っていませんか？

　近年食生活の欧米化により日本人

も大腸がんの罹患率が急増していま

す。早期は症状がない場合が多く、

発見が遅れる場合があります。その

ため症状がなくても定期的な大腸内

視鏡検査を受けることが重要です。

　ここで当院での大腸内視鏡検査に

ついてご紹介します。大腸内視鏡検

査は、内視鏡カメラを肛門から挿入

して大腸の内側を観察します。これ

によりポリープやがん、出血、炎症

などをテレビ画面で観察し診断でき

ます。また、組織を採取し顕微鏡検

査することで細胞を詳しく調べるこ

とができます。

　大腸カメラはつらい！というイ

メージを持っている方が多いです

が、経験豊富な医師による検査なの

で安心して受けることができます。

　検査日が決まると検査の受け方に

ついて看護師より詳しく説明を受け

ます。パンフレットには検査前日、

検査当日に行う処置などが詳しく書

かれており、自宅でゆっくり読むこ

とができ安心して検査に臨めます。

　検査の待合室は個室となっていま

す。音楽が流れておりリラックスで

きます。また、検査終了後は、医師

が検査画像をお見せしながら分かり

やすくご説明します。その後、

ジュースを飲みながら２０分程休ん

でいただき帰宅となります。

　大腸内視

鏡検査につ

いて分から

ないことや

知りたいこ

となどお気

軽にご相談

ください。

　先日手に入った珍しい食材として

ユリネをお伝えします。

　ユリネは茶碗蒸しに入っているイ

メージで、子どもの頃は苦味や不思

議な食感がどうも苦手でした。その

ため、正月のおせち料理に入ってい

ても、あえて食べようとはしなかっ

たのが実情でした。ところがその効

果を知った途端に食べたくなるから

なんともゲンキンなものです。

　ユリネは百合の球根部分で、生薬

名では百合または百合根。そのまま

の漢字ですね。読み方はヒャクゴウ

です。食用に適した百合以外だと体

に害がある場合もあるので、庭や畑

に百合があるからと食べることはせ

ず、確実に食用、薬用として販売さ

れているものを使うようにしてくだ

さい。

　ユリネは収穫するのに数年かかる

とも言われ、とても手間がかかる貴

重な食材です。それだけじっくり時

間をかけて育つだけあって栄養価も

高く、効能もうれしいものです。

　タンパク質が多いので滋養強壮効

果や、カリウムなどミネラル分も多

いので代謝もあげてくれます。ま

た、期待できる効能としては、村上

先生もよく話された「神農本草経」

によると、鎮咳、去痰、気管支炎、

結核など肺に関係する働きや、イラ

イラや不眠、更年期障害など気持ち

を落ち着かせる働き、利尿などがあ

ります。

　改めて食べてみるとジャガイモに

似た食感があり、甘くて美味しく食

べられました。それ単独ではたくさ

ん量を食べられませんでしたが、シ

チューなどスープ系だとじっくり煮

込むことで柔らかくなる、または溶

けてしまうので意識せずに量を食べ

ることができました。

　フキノトウがフキに変わり、いよ

いよ薬草シーズンが本格的に始まり

ます。たくさん野山を歩いて、薬草

を採取して体に取り入れましょう。

飛騨市民病院

0578-82-1150

地域振興課

0577-62-8904

参考：神農本草経

みんなで活かして
楽しい毎日！飛騨の

薬草を学ぶ
教養講座

ユリネ

飛騨市民病院 手術室

大腸内視鏡検査の
ご紹介
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＼ 市民ライターがまちの話題をお届け!! ／

広報ひだまち特派員レポート
（特派員 ： 水樹  華 ・ 岡田  直樹）

特 レ ポ

特 レ ポ

特 レ ポ

特 レ ポ

特 レ ポ

いろいろ
まちの話題

　神岡町でニュートリノ観測の次世代装置「ハイパーカミオカンデ」の建設が始ま

ったことを受け、事業の着実な推進を図るため、東京大学宇宙線研究所のサテライ

トオフィスを神岡振興事務所内に開設しました。

　このオフィスは、２０２７年に完成予定のハイパーカミオカンデの研究拠点など

として機能する予定で、同研究所および国内外機関の研究者や、技術サポートスタ

ッフなどの関係者が利用する予定です。

　この日は、同事務所でサテライトオフィスの開設式が行われ、実験代表者の塩澤

眞人教授が「地域と大学の協力のシンボルとして活用する」とあいさつし、森田雄

一郎同振興事務所長は「ハイパーカミオカンデが市民により身近な存在になるので

は」と話しました。

ハイパーカミオカンデの研究拠点として活用
神岡振興事務所内に東京大学宇宙線研究所のサテライトオフィスが開設

　宮川町の種蔵地区で、棚田の石積みを補修する石積みワークショップが２日間に

わたり開催され、過去にワークショップに参加した方や飛騨市の関係案内所「ヒダ

スケ」から延べ２９人が参加しました。

　このワークショップは、冬の積雪や雨の浸食などによって崩れた棚田の石積み補

修を通して、コンクリートなどを使わずに自然石を積み上げて造る「空積み」の基

本を学び、その伝統的工法の継承や棚田の保全を行うもので、市と板倉の宿種蔵の

企画で毎年開催しています。

　参加者は、３０年以上石工職人として日本各地で石垣施工をしている今井了恵さ

んから、石積みの基本や積み方、勾配、内部の構造などを学び、傷んだ石積みを手

分けして崩したり、手作りのクレーンや人力で丁寧に組み直しました。

空積み技術の継承と棚田石積の修復
宮川町種蔵の棚田で石積みワークショップ

　令和元年度の飛騨市国民健康保険特定健診の実施率が６７.６％、特定保健指導

の実施率が９８.５％となり、いずれも全国の市・区８１４自治体のうちで第１位

であるとして、厚生労働大臣から表彰状を受けました。

　特定健診・特定保健指導は４０歳～７４歳の方が受ける健診で、メタボリックシ

ンドロームかどうかを判断する検査項目が充実しているもの。健診結果でメタボに

該当または予備軍に当てはまる場合、特定保健指導を受けていただき、生活習慣病

の前段階といえるメタボを改善し、将来の脳卒中や心疾患等の発症を予防します。

　特定健診・特定保健指導の実施率が高いということは、後期高齢者医療制度への

拠出金が減算され、市国保加入者の保険料率の引き下げや、市民の皆さんの健康維

持にもつながりますので、今後も積極的に受診しましょう。

厚生労働大臣から表彰されました
市の特定健診・特定保健指導の実施率がいずれも全国１位

　神岡町麻生野の和仁きぬ子さんが百歳を迎えられました。これに合わせ、市民福

祉部長の藤井弘史部長が自宅を訪問し、賞状やお祝いの花束、褒賞金を手渡しまし

た。

　和仁さんは、大正１０年４月１日生まれ。昔は山之村や麻生野などで学校の先生

をされていたそうで、今も当時の教え子から手紙が届いているそうです。現在はヘ

ルパーさんに身の回りのことをやってもらいながら生活されています。ご飯は自分

で食べられているそうで、特に甘いものが好きだそうです。

　藤井部長が「百歳おめでとうございます。これからも元気で長生きしてくださ

い」とお祝いの言葉をかけると、和仁さんは「ありがとうございます」と笑顔で応

えていました。

百歳おめでとうございます
和仁きぬ子さん百歳褒賞

4/1

4/2、3

4/2

4/6
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特 レ ポ

特 レ ポ

特 レ ポ

特 レ ポ

いろいろ
まちの話題飛騨市

Facebook 公式アカウント

まちの話題に掲載しきれないイベントや写真は市の公式 Facebook で配信中。

飛騨市役所

　飛騨市民病院が、新型コロナウイルスのワクチン接種を行う際の会場運営訓練を

行いました。安全で速やかな接種を実現しようと実施したもの。同院一階の外来ス

ペースに受付や問診、接種、経過観察などのスペースを実際に設営しました。

　この日は同院スタッフの他、「飛騨市民病院を守る会」のメンバーも模擬患者と

して参加し、各人の状態を記した予診票や色分けされたファイルを手に各スペース

を回りました。来場者が接種後に体調を崩した場合の対応、接種する際の手技の具

体的な指導などもありました。

　黒木嘉人院長は「午後の外来診療と並行して接種を行うため、いろいろな課題が

出てくるかもしれない。多くの皆さんに安心してワクチンを打っていただける体制

をつくりたい」と話していました。

安心してワクチン接種ができる体制づくり
飛騨市民病院が新型コロナウイルスワクチン接種の会場運営訓練

　古川町末高区の役員の皆さんが、姉小路氏が築城したと考えられている同町野口

地内の市史跡「野口城跡」へ至る登山道の整備を行いました。大雪による倒木や路

肩の損傷で通れなくなっていたため、土地所有者の方の支援も得ながら、通行の支

障となっていた樹木の伐採作業などを実施されました。

　登山道の整備は、地元有志の方が行ってきましたが、しばらく中断されていまし

た。しかし、平成２９年に野口城を含む町内の山城跡を国指定史跡にする動きが出

てきたため、平成３１年に再開を決められたそうです。

　同区の役員の皆さんは「国指定史跡になることを願うとともに、今後も地域の貴

重な文化財として守るための環境整備活動を行いながら、より多くの皆さんに野口

城跡まで足を運んでいただきたい」と話していました。

城跡が国指定史跡になることを願って活動
古川町末高区の皆さんが野口城跡の登山道を整備

　岐阜県立森林文化アカデミー特任教授で、造林技術研究所（各務原市）の横井秀

一代表がこのほど、飛騨市・広葉樹のまちづくり推進アドバイザーに就任され、都

竹市長がアドバイザー証を手渡しました。任期は来年３月３１日まで。

　横井さんは、県職員として永年にわたり林業に関わる技術の研究に取り組まれ、

２０１０年からは同アカデミーで教鞭をとり、今年３月末で退官されました。今後

はフリーランスとして林業や森林保全に関する研修の講師、大学の非常勤講師とし

て活動の幅を広げていかれます。月に１回ほど飛騨市を訪れ、森林や林業の現場の

視察や研究、調査や会議などへの参加や助言などにあたられます。

　横井さんは「これまで研究成果を現場に生かせないことが歯がゆかった。現場と

一緒に考えていけるのが楽しみ」と話されました。

広葉樹のまちづくりをさらに加速
造林技術研究所の横井秀一代表がアドバイザーに就任

　県内一斉の山火事予防運動の一環で市消防本部古川消防署が、市消防団古川方面

隊と連携し、古川町杉崎地内の山林で、山火事の消防訓練を行いました。春先は乾

燥しやすく、野焼きや山菜採りのシーズンも迎えるため、毎年この時期に実施。取

水困難な林野での消防資器材の取り扱いや消火活動の手順について確認しました。

　この日は同署員１６人、消防団員１５人が参加。今回は、通常の水と比べて少な

い水量で消火活動ができるよう、薬液を混ぜた泡水での消火訓練を初めて行い、消

防ホースやジェットシューターで火点にめがけて放水しました。

　中畑和也消防長は「雪がとけて山へ入る機会も増え、山林火災の危険が増してき

ました。風の強い時には野焼きをしない、山菜採りで山に入る時には火の取り扱い

に十分注意するなど気を付けていただきたい」と話していました。

少ない水での消火訓練を実施
市消防本部古川消防署が市消防団古川方面隊と山火事消火訓練
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男
11,256

出　　生 9

死　　亡 26

高齢化率 39.69％

転　入 80

転　出 62

女
11,972

計
23,228

世帯数
8,876

1 331

0 0

1 78

人口の動き（５月１日現在　住民登録人口） 消防の状況（５月１日現在）

飛騨市

その他
（管外出動）

前月比

火災 救急

交通事故の状況（４月３０日現在）

本年累計

昨年同期

増減

人身交通事故 物　　損

交通事故

古紙配合率 100、白色度 77％
再生紙を使用しています
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