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令和３年度

私のふるさと山之村

家族とは

私はわたし

岡町公民館で開かれ、市内の小中学生が日

虚心坦懐

飛騨市少年の主張大会が６月１２日、神

飛騨市少年の主張大会

ごろから考えていることや、心からの思い
などを発表しました。
安達

市内の各小中学校から推薦を受けた１５

柊都季

小池

（古川中３年）

亜胡

武藤

（神岡中３年）

愛珠

（古川中３年）

中井

羚太

（山之村中３年）

人が出場し、自分のこと、家族のこと、コ

なお、中学生の部では、古川中学校の安
達柊都季さんと神岡中学校の鍛冶祐奈さん
の２人が飛騨地区選考会に進みました。

柚原

大駕

鍛冶

（古川中３年）

飛騨市青少年育成市民会議
生涯学習課

0577-73-7495

谷倉

奈緒人

（古川西小６年）

竹林

咲菜

幅

圭吾

（宮川小６年）

中田

（河合小６年）

こころ

（神岡小６年）
ＳＤＧｓについて

育成に取り組みましょう。

汐莉

心と心をつなぐ
あいさつ

一体となり、青少年の非行防止と健全

石原

（古川西小６年）
宮川を元気に

供たちの健やかな成長のため、地域で

自分の好きな自然を

変化しています。将来を担っていく子

結佳

（古川小６年）

夏帆

人のために動けない
大人たちへ

松下

子どもたちを取り巻く環境は大きく

渡邉

（古川中３年）
私と音楽

スローガン
「なくそう非行 地域で育む青少年」
「青少年 地域で守ろう 育てよう」

祐奈

（神岡中３年）
将来の夢に向かって

強調月間」です

コロナ禍での人との
関わりとは

７月は「青少年の非行・被害防止全国

便利さとは、豊かさ
とは

堂々と述べました。

できることを少しずつ

の中で感じたことなどを少年らしい言葉で

正義と正義

ロナ禍での人との関わり合い、身のまわり

松永

直太朗

（古川小６年）

番場

絢香

（神岡小６年）
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Hida City

市役所からのお知らせ

information

募 集

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市公式ホームページから申し込みください。

第２回募集

受付開始

令和３年７月１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

一般行政職（Ｂ）
１名程度
ふるさと枠

一般行政職（Ｃ）
③
１名程度
障がい者枠

④ 技

術

職（Ｄ） １名程度

⑤ 消

防

職（Ｅ） ２名程度

受験資格
高校卒業程度の学力を有する方
年齢要件：Ｈ１２.４.２～Ｈ１６.４.１生
大学卒業程度の学力を有し、
民間企業等での職務経験
（※注１）が３年以上ある方
年齢要件：Ｓ３７.４.２～Ｈ７.４.１生
高校卒業程度の学力を有する方で、受験申し込み日及び試験日において身体障害者手
帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方（※注２）
年齢要件：Ｓ３７.４.２～Ｈ１６.４.１生
高校卒業程度の学力を有する方 （※注３）
年齢要件：Ｈ１２.４.２～Ｈ１６.４.１生
高校卒業程度の学力を有し、
市内に居住が可能な方
年齢要件：Ｈ１０.４.２～Ｈ１６.４.１生

※試験問題が大学・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
（※注１）民間企業等での職務経験（公務員経験を含む）の雇用形態は問いません。令和３年４月１日を基準日とし
て正社員、派遣、自営業者、団体職等として週３０時間以上のフルタイム勤務で３年以上の方が該当しま
す。職務経験が複数ある場合は、通算することができます
（※注２）障がいのある方で、受験に際し試験問題や会場などに配慮が必要な方は受験日の１カ月前までに相談し
てください
（※注３) 技術職の専門試験は、土木・電気の内いずれか１科目を申込時に選択してください
■申込期限

７月３０日（金）１７:１５必着（ホームページの申し込み、必要書類の郵送とも同じ）

■試験日

１次試験

期日

９月１９日（日）

会場：飛騨市役所

※詳細は右ＱＲコードからホームページでご確認ください

総務課

６

0577-73-7461
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お知らせ

飛騨市行政「スマイル」ポイントのご利用を

市の行事に参加すると、市内ポイントカード（ふれ愛カード・満点カード）に対応した１００ポイント分の行政ポ
イント引換券をお渡しします。引換券はポイントカード加盟店でポイント交換ができます。
■使い方
①市の対象行事に参加

②引換券を受け取る

③加盟店でポイント交換

④加盟店の利用

■対象行事
・クアオルト健康ウオーキング
・防災リーダー養成講座

・飛騨市民カレッジ

・まちゼミ

・減塩セミナー

・飛騨市コミュニティー・メディカルデザイナー養成講座

※対象行事は随時追加予定です
0577-62-8901

商工課
お知らせ

後期高齢者医療制度についてのお知らせ

■令和３年度の保険料額は以下の合計額になります
均等割額

所得割額

被保険者１人あたりに

被保険者の所得に応じて決められた額

等しく決められた額
４４,４１１円

令和３年度の保険料額

＋ （総所得金額等－４３万円【基礎控除】） ＝
×８.５５％【所得割率】＝所得割額

賦課限度額
６４万円（年額）
※１００円未満切捨て

■令和２・３年度の保険料額について
後期高齢者医療制度の保険料率は、医療給付費の動向や制度改正を踏まえ、２年ごとに見直しを行います。
前回と比較した令和２・３年度の保険料額は次のとおりです。
平成３０・令和元年度

令和２・３年度

増減

均等割額

４１,２１４円

４４,４１１円

＋３,１９７円

所得割率

７.７５％

８.５５％

＋０.８ポイント

賦課限度額

６２万円

６４万円

＋２万円

■令和３年度の保険料の軽減措置について
条件に該当する方は、２～７割保険料が軽減されます。詳しくは、７月中に郵送する「後期高齢者医療保険料納
入決定（変更）通知書について」をご覧ください。
市民保健課（本庁）

0577-73-7464

７

情報の広場
お知らせ

保険証（被保険者証）を更新

後期高齢者医療の保険証は飛騨市に住所がある７５
歳以上の方と、一定の障がいがある６５歳から７４歳
の方で広域連合の認定を受けた方に交付されます。現
在の保険証の有効期限は７月３１日ですので、８月１
日からは７月中にお送りする新しい保険証をご使用く
ださい。新しい保険証はうすい赤色に変わります。古
い保険証を処分されるときは、住所や氏名が見えない
よう裁断するなど、十分注意してください。
市民保健課（本庁）

0577-73-7464

お知らせ

ぎふ・さわやか口腔健診

後期高齢者医療制度に加入されている被保 険者の方
を対象に、歯・歯肉の状態や口腔清掃状態 等のチェッ
クを行い、口腔機能低下等を予防し健康増 進を図るた
め、口腔健診を実施します。受診券を受け 取られまし
たら、内容をご確認の上、受診をお願いします。
※すこやか健診とお間違えのないようお気 を付けくだ
さい
■受診期間

１２月２４日（金）まで

市民保健課（本庁）

0577-73-7464

お知らせ

ぎふ・すこやか健診

令和３年３月末現在で後期高齢者医療制度
に加入されている被保険者の方を対象に、健
康診査を実施します。受診票を受け取られま
したら、内容をご確認の上、受診をお願いし
ます。
※さわやか口腔健診とお間違えのないよう
お気を付けください
■受診期間

１１月３０日（火）まで

市民保健課（本庁）
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■受診券

■受診券

情報の広場
お知らせ

児童扶養手当「現況届」の提出をお忘れなく

児童扶養手当受給資格者の方は、８月中に世帯の状況や所得の状況などを確認する「現況届」の提出が必要です。対象
者には、７月下旬に郵送で案内をしますので、早めの手続きをお願いします。

【「現況届」の提出について】
（ 土・日・祝日は除く）
■期 間 ８月２日（月）～８月３１日（火）
■対象者 児童扶養手当受給資格者（全額支給停止の方も手続きが必要です）
■その他 「現況届」の提出がないと手当を受給できないことがありますので、必ず手続きをお願いします。
■提出先 子育て応援課、または各振興事務所（児童扶養手当担当）
【児童扶養手当について】
児童扶養手当は、父母の離婚・死別などにより父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親
家庭等の生活の安定と自立を支援し、児童の心身の健やかな成長を願って支給される手当です。なお、ひとり親家庭
等の経済状況により援助する制度であるため、所得が一定額以上の家庭については手当の支給制限があります。
【手当額について（令和３年度）】
■月 額 児童１人の場合 ４３,１６０円、児童２人目加算 １０,１９０円、
３人目以降の加算（１人につき） ６,１１０円
※受給者本人・同居の扶養義務者等の所得による支給制限があります
子育て応援課

0577-73-2458

バスの車内事故防止の
お願い

お知らせ

お知らせ

お知らせ

固定資産税第２期分の
納期限は８月２日（月）

・各振興事務所（児童扶養手当担当）

飛騨流葉ドローンパーク
2021営業中

走行中のバス車内での事故防止のた

「飛騨流葉ドローンパーク」の今シー

納期限前日までに残高の確認をお

め、「車内事故防止キャンペーン」

ズン営業が始まりました。ドローン

願いします。

を実施中です。バスの車内事故防止

の普及、夏場のスキー場活用を目的

にご理解とご協力をお願いします。

に生まれた同パークは、誰でも無料

■口座振替の方

で利用できます。

■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。
※納税通知書の記載事項を必ずご確
認ください

■バス利用者の皆さん
走行中に席を離れると、転倒など
思わぬけがをする場合があります。
バスが停留所に着いて扉が開いてか
ら席を立つようにしましょう。また、

■場 所 飛騨流葉スキー場内
■期 間 １１月１５日 ( 月 ) まで
■その他 使用料無料、完全予約制

立って利用する場合には、握り棒に
しっかりつかまってください。
■自家用自動車を運転される皆さん
「無理な割り込み」や「急な飛び
出し」などでの急ブレーキが、車内
での乗客の転倒など思わぬ負傷事故
を誘発する要因ともなっています。
皆さんの優しい運転でバスの車内
事故防止にご協力をお願いします。

税務課

0577-73-3742

総務課

0577-73-7461

流葉交流センターＭプラザ
0578-82-2275
地域振興課

0577-62-8904

９

情報の広場

河合町稲越の井関農園さんの畑で、採れたて野菜の美味しさを感じ、自然
の力を見て聞いて触って、野菜を通じ自然の恵みに触れてみませんか。詳
しくは、市公式ホームページ（下ＱＲコード）をご覧ください。
時 ８月２２日（日）９：３０～１２：００
■日
象 保育園児～小学４年生以下のお子さんをお持ちのご家庭
■対
容 収穫体験＆採れたて野菜の軽食 等
■内
員 ４５人 ※定員になり次第締切
■定
用 大人３,０００円、小人１,０００円（園児無料）
■費
■申し込み
８月１３日（金）締切

お知らせ

募 集

畑でクッキング in 稲越～夏野菜のスパイスカレーを味わおう～！

えごまの苗を無料配布

えごまを育ててみませんか？
食のまちづくり推進課では、えごま
の普及活動の一環として苗を無料配
布します。
なお、数に限りがあるため事前にお
問い合わせください。
■配布期間 ７月中（平日のみ）
■配布場所 食のまちづくり推進課
（市役所西庁舎３階）

食のまちづくり推進課
0577-62-9010
お知らせ

ごはんソムリエの資格を取得してみませんか？

■補助率 ３２，０００円（１０/１０）
※ただし、予算の範囲内
食のまちづくり推進課
0577-62-9010
お知らせ

飛騨神岡の城めぐりサマーキャンペーン２０２１

神岡のお城をめぐって記念品をゲットするお得なキャンペーンを開催しま
す。この機会に地元の城跡や歴史にぜひ触れてみてください。

食のまちづくり推進課
0577-62-9010
お知らせ

市内で生産されるお米の認知度およびイメージの向上や、お米に関する幅
広い知識を持つ方を育成し、市内外への情報発信や地産地消の推進による
地域振興を図るため、日本炊飯協会が認定する「ごはんソムリエ」の資格
を取得する際の受験料および登録料を補助します。
詳しくは、市公式ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

日本みつばち飼育管理等
講習会を開催

新たな特産品となりえる日本みつば
ちの飼育管理、疾病対策等の知識・
技術向上のため、専門家を招き講習
会を開催します。
■日時 ８月８日 ( 日 )
１３：３０～１５：００
■場所 古川町公民館 和室

■キャンペーン内容
■講師および内容
【特典１】期間中、神岡の城（神岡城・江馬館）の２館をお得に見学できます。
玉川大学農学部 中村純教授
（共通入館券：大人５００円、子ども２７０円）
日本みつばちの保護・飼育管理・
【特典２】共通券を購入いただいた方、先着限定５００人にグッズをプレ
疾病対策について
ゼントします。今年の限定グッズは
御城印ホルダ―にもなるクリアファ
■申込締切
イルです。飛騨市内の城の御城印は
８月６日 ( 金 )
市内２箇所（スカイドーム・まつり
会館）でそれぞれ購入できます。
■期間 ７月１日（木）～９月３０日（木）
食のまちづくり推進課
文化振興課
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0577-73-7496

0577-62-9010

情報の広場

粘土で頭部（顔）をつくる立体造形
は、絵画とは違う〈立体の美しさ〉
を生み出す面白みがあります。
本教室では初心者の方も、講師がき
めこまかく、ていねいに指導します。

令和３年度飛騨市やさしいま
ちづくり応援事業の２次募集

市では、子どもから高齢者まですべ
ての市民があんきに暮らせる、やさ
しいまちづくりに対する活動を応援
します。
（弱い立場の方を支援する福祉事業）

お知らせ

募 集

募 集

飛騨市美術館「彫刻・立体
造形教室」参加者の募集

就職面談会の開催

建設業・製造業就職面談会を開催し
ます。当日は「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（入場無料、入退場自由）。
■日時 ８月１８日（水）

■講 師 中垣 克久（彫刻家）
宮江 里美 ( 画家 )
■日 時 ８月５日（木）～８月８
日（日）の連続４日間

■募集事業
令和３年４月１日～令和４年３月
３１日の間に行う事業（例：高齢者
や障がい児者を支援する活動事業）

■参加費 ２，０００円
■定 員
中高生から
一般を対象
に１５人
■場 所
古川郷土
民芸会館

■応募方法
市公式ホームページ（下ＱＲコー
ド）に掲載の募集要
項を確認の上、必要
書類を期限までに地
域包括ケア課まで提
出してください。
0577-73-3288

■会場 古川町公民館 大会議室
■参加企業

■募集期間
７月１２日（月）～８月１３日（金）

飛騨市美術館

１３：００～１５：００

地域包括ケア課

0577-73-6233

【建設業・製造業就職面談会】
建設事業者 ３社程度
製造事業者 ３社程度
【介護就職デイ】
福祉事業者 ４社程度
■入場 無料、入退場自由
【建設業・製造業就職面談会】
商工課

0577-62-8901

【介護就職デイ】

サマージャンボ宝くじが発売中

「サマージャンボ宝くじ」、「サマージャンボミニ」が８月１３日（金）ま
で全国で２種類同時発売中です。

【サマージャンボ宝くじ】
５億円 ×２３本
１等
前後賞各 １億円 ×４６本
※当せん本数は発売総額６９
０億円・２３ユニットの場
合

財政課

0577-62-8903

ひよっこひろば（親子読書
会）参加者の募集

飛騨市図書館の子ども向け月例会で
す。絵本の読み聞かせや人形劇、工
作などを楽しみます。
市内在住で、３歳になる子とその
保護者が参加できます。対象者には、
案内を郵送します。
※感染症対策のため定員がありま
す。受付は先着順です

【サマージャンボミニ】
３千万円 ×２８本
１等
前後賞各 １千万円 ×５６本
※当せん本数は発売総額２１
０億円・７ユニットの場合

お知らせ

お知らせ

ハローワーク高山
0577-32-1144

※宝くじはぜひ県内売り場か、宝く
じ公式サイトで購入ください
※この宝くじの収益金は市町村の明
るく住みよいまちづくりに使われ
ます
飛騨市図書館

0577-73-5600
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情報の広場
お知らせ

お知らせ

自分に合った働き方をしてみませんか

近場で働き先がないか探している方、２～３時間だけでも働きたいという
方にとって、農業のアルバイト・パートは最適かもしれません。
この度、市公式ホームページに市内農家さんからの求人情報をお知らせ
するページを設けました。求人情報は農家さんからの掲載依頼があり次第、
随時更新します。
農業は屋外での作業が多いと思われがちですが、屋内作業の求人もあり
ます。農家さんによって作業内容はさまざまですので、
まずはホームページ（右ＱＲコード）をご確認ください。

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

0577-73-7466

農業振興課

身体に障がいがある方の
パソコン利用をサポート

飛騨市在住で身体障がい
者手帳をお持ちの方

福祉メディアステーション
飛騨ブランチ
0577-34-1316

募 集

市営住宅入居者の募集

公募住宅

新栄町団地

諏訪田団地Ａ棟

下気多団地

種類

特公賃

特公賃

公営

募集戸数

サン・アルプ旭Ｂ棟 サン・アルプ旭Ｅ棟 サン・アルプ旭Ｇ棟

公営

公営

公営

山之村団地

山之村団地

西忍団地

みなし特公賃

公営

公営

（世帯用）１戸 （世帯用）１戸 （世帯用）１戸 （世帯用）２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

所在地

古川町新栄町

古川町杉崎

古川町下気多

神岡町殿

神岡町殿

神岡町殿

神岡町森茂

神岡町森茂

宮川町西忍

構造・規模

Ｓ造３階建

ＲＣ造５階建

木造２階建

ＲＣ造６階建

木造２階建

木造２階建

木造２階建

木造２階建

木造２階建

間取り

３ＬＤＫ

２ＬＤＫ

４ＤＫ

３ＤＫ

２ＤＫ

２ＤＫ

２ＬＤＫ

２ＬＤＫ

３ＬＤＫ

共益費別途

共益費別途

共益費別途

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 駐車場使用料、共益費別途

■敷

共益費別途

駐車場使用料、共益費別途 駐車場使用料、共益費別途

共益費別途

金 家賃の３カ月分

■申込期間 ７月２１日(水)～７月３０日(金)

■入居予定日 ９月１日(水)

※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。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
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）

相談コーナー
相談名 ・ 相談内容

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)

もの忘れ相談
(もの忘れ・認知症の相談)
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2021年７月号

要予約

実施日

時間

場所

問い合わせ

○

8/4(水)

10:00～15:00

飛騨市役所

総務課
☎0577-73-7461

○

8/4(水)、18(水)
25(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

8/12(木)、13(金)、
10:00～17:00
26(木)、27(金)

古川町商工会

古川町商工会
☎0577-73-2624

8/18(水)

13:00～17:00

神岡商工会議所

商工課
☎0577-62-8901

8/17(火)

11:00～15:00

神岡町公民館

ハローワーク高山
☎0577-32-1144

8/18(水)

11:00～15:00

古川町公民館

ハローワーク高山
☎0577-32-1144

8/5(木)

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

8/19(木)

9:00～12:00

○

-

○

オレンジの森
古川町新栄町11-5ツタビル２階
（1階にコインランドリーあり）

認知症地域支援推進員
☎090-1408-1017（月～金）

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

飛騨警察署からのお知らせ

令和３年度岐阜県警察官募集
■受付期間 ８月６日（金）まで
■採用予定人数
AⅡ（男性）１０人程度
AⅡ（女性）５人程度
B （男性）４０人程度
B （女性）１５人程度
■受験資格
・AⅡ（男性・女性）昭和６１年４月

『干す 日本の天日干しを
めぐる』
西村豊／写真・文
光村推古書院

『おうちで楽しむ科学
実験図鑑』
尾嶋好美／著
SBクリエイティブ

２日以降に生まれた方で、大学を
卒業または卒業見込みの方
・B（男性・女性）昭和６１年４月２
日から平成１６年４月１日までに
生まれた方で、AⅡの学歴以外の方

久々に良い本に出会いました。あら

夏休みに、おうちで「映える」実

ゆるものが人の手で干されています。

験を！きれいなものからおいしいも

公式ページ（QRコード）

山之村の大根も掲載。

のまで、科学的な解説も一緒に。

をご覧ください

飛騨市図書館

0577-73-5600

※受験の申込みは、岐阜県警察採用

https://hida-lib.jp
飛騨警察署

0577-73-0110
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