
情報の広場

特定空家等に対する略式代執行に係る公告について
お
知
ら
せ

市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）第２条第２項に規

定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者または管理者(以下「所有者等」という。)を確

知できないため、法第１４条第１０項の規定により、次のとおり公告しました。

公告の日　　令和３年７月２０日　（令和３年飛騨市告示第２２０号）

⑴　所 在 地　　飛騨市河合町羽根字中洞口５５３番地、５５４番地１

⑵　家屋番号　　５５３番

⑶　種　　類　　寄宿舎

⑷　構　　造　　木造亜鉛メッキ鋼板葺２階建

⑸　床 面 積　　２４５．５７平方メートル

１　対象となる建築物

　　の概要

当該建築物（基礎部分を除く）について３の期限までに除却すること。２　所有者等が行うべ

　　き措置の内容

所有者等が３の期限までに２の措置を行わないときは、法第１４条第１０項の規定

により市長または市長が命じた者もしくは委任した者（以下「市長等」という。）が、２

の措置を行う。

４　飛騨市長による措

　　置

市長等が２の措置を行うときは、当該建築物およびその敷地に残置されている動産

等を撤去し、処分する。動産等について権利を主張しようとする者は、３の期限まで

に搬出し、またはその物を指定して保管し、もしくは引き渡すよう、６の問い合せ先

に通知すること。

５　動産等の取り扱い

令和３年８月３０日３　措置の期限

総務課　　電話：0577-73-7461（直通）0577-73-2111（代表）ＦＡＸ：0577-73-6373６　問い合せ先

５

information
Hida City 市役所からのお知らせ

令和３年７月１日からの大雨災害で被災された方々の支援のため、義援金

を受け付けます。

お寄せいただいた義援金は被害状況に応じて按分され、各被災道県に設置

された義援金配分委員会を通じ、全額を被災された方々にお届けします。

皆さんの温かいご支援をお願いします。

■募集開始義援金　令和３年７月大雨災害義援金

■募金箱設置期間　７月１４日（水）～１０月３１日（日）

■募金箱設置場所

　ハートピア古川、市役所本庁舎、各振興事務所、飛騨市図書館、神岡図書館、

　飛騨市民病院

※領収書等が必要な方は下記へお問い合わせください

義援金の募集
募
　
集

■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。

※毎月給与の支払いを受けている方

　は、勤務先で給与から住民税を差

　し引く方法による納税ができます

　ので、事業主に相談ください

市・県民税の納期限は

８月３１日（火）

お
知
ら
せ

税務課

各振興事務所（税務担当）

0577-73-3742

地域包括ケア課 0577-73-6233
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■設置場所

　古川町：①若宮駐車場内

　　　 　②袈裟丸研修センター向い

　神岡町：③神岡振興事務所駐車場　公衆トイレ横

　　 　　④旧山田保育園駐車場

　河合町：⑤河合振興事務所駐車場

　宮川町：⑥宮川町保健センター駐車場

■回収品目

　衣類、新聞紙、雑誌、段ボール、紙パック

■注意事項

　・新聞紙、雑誌、段ボール、紙パックは十字に縛ってください。

　・回収品目以外は置かないでください。

　・衣類は袋から出して緑のネットに入れてください。

２４時間資源ごみ回収ボックスを正しく利用しましょう
お
知
ら
せ

６月に新たに２カ所を開設しました。しかし、利用者の中には違反物(古紙・衣類以外のもの、消火器等)を出される方

が見受けられます。正しくルールを守り、より多くの方に利用していただけるよう、ご理解の程よろしくお願いしま

す。

＜違反物＞

環境課 0577-73-7482

■小説「弱虫日記」映画化決定！　メイン

　ロケ地を飛騨市に!!

　２０１４年公開、脚本作「百円の恋」が日

　本アカデミー賞最優秀脚本賞に輝くな

　ど映画賞２１冠を獲得。２０２０年公開、

　東京国際映画祭で”最優秀脚本賞”を受

　賞した大ヒット映画「喜劇 愛妻物語」で

　は、原作・脚本・監督を務めた今大注目の

　足立紳監督。

　そんな足立監督の原作・脚本でもある青

　春小説「弱虫日記（講談社文庫）」が飛騨

　市をロケ地に映画化が決定しました。　

　（映画タイトルは未定）

■全面バックアップで映画化を応援！！

　飛騨市では、撮影を全面バックアップするため、ロケ地やエキストラ登録を随時行っています。

　今後、ロケ地を選定する際に、ご自宅や空き地、事業所など撮影をお願いすることがありますので市民の皆さんの

　ご理解ご協力をお願いします。ぜひご一緒に映画を盛り上げていきましょう。

足立紳原作「弱虫日記」飛騨市をロケ地に映画化決定！
お
知
ら
せ

観光課 0577-73-7463

▲７月１２日（月）映画化およびメインロケ地

　発表会の様子

 ・消火器：使用済みはリサイクルセンター  

　　　　 へ持ち込み処理

 ・カバン類：金属部分を外して可燃ごみ　

　　　　　 （金属は金物）

 ・飲料水包装紙：雑紙として紙類専用袋　

　　　　 　　　（オレンジ色）
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７

■上水道管の漏水調査を進めています

　市では、大切な水資源を有効に利用するため、上水道管の漏水調査を進

　めています。市が委託した事業者が、皆さんの宅地内に立ち入る場合が

　ありますので、ご理解とご協力をお願いします。

　また、道路上など、各家庭の宅内以外の箇所で水漏れを発見された場合は、

　水道課、または各振興事務所へご連絡ください。

■宅地内の漏水点検は定期的に！

　宅地内で漏水が発生すると、漏水した水量分の

　水道および下水道使用料は、原則として使用者

　の負担となります。定期的に点検をしましょう。

◎漏水の確認方法

　１．屋内、屋外のすべての蛇口を閉める。

　２．水道メーターのパイロット部分（指針）が

　　　回転していないか確認する。

　３．回転している場合は、漏水の可能性があります。

漏水の発見にご協力を
お
知
ら
せ

■下水道への接続について

　生活に身近な下水道は、生活環境

　の改善・河川の水質の保全など、

　暮らしの環境づくりに大きな役割

　を担っています。

　下水道の使用区域では、水洗便所、

　風呂、台所などからの生活排水を

　下水道に接続することによりはじ

　めて機能を発揮します。

　住み良い環境づくりのため、接続

　していない事業者や市民の皆さん

　には、一日も早い接続をお願いし

　ます。

※下水道接続工事費について、「資

　金融資あっせん助成制度」があり

　ます。詳細は以下までお問い合わ

　せください

『９月１０日は下水道の日』

（下水道 雨水も汚水も すーいすい）

お
知
ら
せ

市の下水道は、汚水や生活雑排水を下水道へ流し、雨

水を側溝などへ流す「分流式」です。汚水などと雨水

は一緒に流すことができません。

しかしながら、雨の日は、晴れの日に比べて多くの排

水が下水処理場に流れ込んできていることから、雨水

が浸入していると考えられます。

このことで、施設への負荷が大きくなり、処理費用も

増加するため、排水設備の管理者である使用者皆さん

のご協力が必要です。

　雨の日には次のことを点検し、異常があれば指定工

事店へ修理を依頼するか、市へご相談ください。

■点検ポイント

①宅内排水設備の管や桝の蓋が破損し、雨水が浸入し

　ていませんか？

②誤って雨樋が下水道に接続されていませんか？

③雨のかかる所に流し台を設置していませんか？

④雨の日、水道を使っていないのに公共桝に大量の水

　が流れていませんか？

下水道への雨水の流れ込み防止の点検を
お
知
ら
せ

■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

　９月２日（木）

　・神通川水系砂防事務所　 ９：３０～１０：４５

　・（株）神岡衛生社　　　１２：００～１３：００

　・（株）神岡セラミック　１４：３０～１６：００

献血バスがやってきます（９月の献血バス）

お
知
ら
せ

水道課 0577-73-7484

各振興事務所（水道担当）

水道課 0577-73-7484

各振興事務所（水道担当）

水道課 0577-73-7484

古川町保健センター

0577-73-2948
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■応募要件

　・ コンセプトを理解し、地域住民のみならず初めて訪

　　れる方にも親しみ易く愛着が沸くようなネーミン

　　グであること。

　・ １人１点（店名の理由、思いを明記すること）

■特典・各種賞品

　最優秀賞１点、優秀賞２点、佳作６点

■応募期間

　８月２３日～９月２４日

■応募方法

　右ＱＲコードからご応募ください。

飛騨市は森林率が９３％を占め、そのうち約７割が

広葉樹です。飛騨市の全ての農産物は、この豊かな

広葉樹の森から注がれる一本の川、つまりミネラル

豊富な「水」によって育まれています。こうしたこと

から、今回新設する飛騨市上町農産物直売施設は、

森と農が一本の「川」という線で繋がっている親和

性を重視し、恵まれた自然で育まれるオンリーワン

でナンバーワンの農産物を披露できる舞台(ステー

ジ)として、また、おもてなしナンバーワンを目指す

直売所として位置付け、すべての生産者が主人公に

なれる「飛騨いち舞台」をコンセプトに掲げます。

上町農産物直売施設のネーミング大募集
募
　
集

市では令和４年度のオープンを目指し、道の駅アルプ飛騨古川構内に上町農産物直売施設を建設する予定です。多く

のお客さんに親しまれ愛される直売所となるよう、皆さんからネーミングを募集します。

食のまちづくり推進課 0577-62-9010

■直売所(建物)のコンセプト

食のまちづくり推進課 0577-62-9010

道の駅アルプ飛騨古川構内に上町農産物直売施設が

令和４年度にオープンします。この直売所は、市の

指定管理施設で地場産市場ひだ合同会社（代表　中

家久和）が管理運営を行います。また、新たな店長

として食品流通業に永年精通された「みんなのトマ

ト店長」こと牧ケ野芳男さんが常駐することになり、

直売所を更に盛り上げていただきます。生産者の皆

さんが丹精込めて作った野菜を、たくさんの方に喜

び、楽しんでいただける直売所を目指します。そこ

で、同施設の新規出荷者募集の説明会を開催します。

■説明会の日時・場所

古川地区　８月２４日（火） １３:００～　古川町公民館

　　　  　８月２９日（日） １３:００～　古川町公民館

神岡地区　８月２５日（水） １３:００～　神岡町公民館

河合・宮川地区

　　　　　８月２６日（木） １３:００～　河合振興事務所

※ご都合に合わせてご参加ください

■予約不要

　どなたでも参加できます。

上町農産物直売施設新規出荷者募集説明会
～令和４年度にオープンの直売所に出荷してみませんか？～

募
　
集

スポーツ振興課 0577-62-8030

昨年、延期された「ねんりんピック」を、今年は新型コロナ対策を徹底し、

開催します。「ねんりんピック」とは６０歳以上の方々を中心とするスポー

ツ、文化、健康と福祉の総合的な祭典であり、地域や世代を超えた交流イ

ベントです。県内各地でさまざまなスポーツ・文化交流大会が行われ、飛

騨市ではサッカー交流大会を開催します。

■名称　第３３回全国健康福祉祭ぎふ大会

■愛称　ねんりんピック岐阜２０２１(にーぜろにーいち )

■会期　１０月３１日（日）～１１月１日（月）

■会場　ふれあい広場

　　　　杉崎公園グラウンド

ねんりんピック岐阜２０２１サッカー交流大会を開催
お
知
ら
せ

飛騨市図書館の親子優遇の時間「こ

どものじかん」が全世代型へリニュ

ーアル。静かにしなきゃ・・から解

放された図書館へどうぞお越しくだ

さい。

・館内にＢＧＭが流れます

・９月１日（水）より

　毎週水・金

　１０:００～１２:００

「みんなのじかん」はじまり

ます

お
知
ら
せ

飛騨市図書館 0577-73-5600
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９

就職活動中の方へ向けた、基本の自

己理解から書類作成・面接直前対策

までを網羅する、就活ノウハウ満載

の就職支援セミナーです。飛騨市を

含む飛騨地域で４回実施予定の他、

オンラインセミナーも開催中です。

■日　時　９月８日（水）

　　　　　１４:００～１５:００

■場　所　古川町公民館

■対　象　４５歳未満の方

■定　員　１０人

■参加料　無料

■申込方法

　電話またはホーム

　ページ（右ＱＲコ

　ード）よりお申し

　込みください。

就職支援セミナーを開催
お
知
ら
せ

「現況届」の手続きがお済みでない

方は、早めの手続きをお願いします。

■対象者

　児童扶養手当受給資格者

■申請期間

　８月３１日（火）まで

　（土日を除く）

■受付時間

　８：３０～１７：１５

■申請場所

　子育て応援課(ハートピア古川)、

　または各振興事務所

■その他

　お住いの町の振興事務所以外で手

　続きを希望される場合は事前に以

　下までご連絡ください。詳細は７

　月下旬送付の案内文書をご確認く

　ださい。

児童扶養手当「現況届」
の提出をお忘れなく

お
知
ら
せ

子育て応援課

0577-73-2458市民保健課（本庁） 0577-73-7464

友だちからのいじめやインターネット上のＳＮＳに悪口を書き込まれた、

学校や家、その他のことでだれにも打ち明けることのできない悩みを抱え

ている方など、どなたでもお気軽にご相談ください。

■日時　８月２７日（金）～９月２日（木）

　　　　８：３０～１９：００（月～金）

　　　　１０：００～１７：００（土・日）

※上記強化週間以外の日でも、平日８：３０～１７：１５まで相談に応じ

　ています（相談無料）

■電話番号

　子どもの人権１１０番　

　０１２０－００７－１１０（フリーダイヤル）

■相談担当者　人権擁護委員、法務局職員

インターネットからの相談も可能です。

『インターネット人権相談』と検索または、

右ＱＲコードをご覧ください。

全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間における
電話相談所を開設

お
知
ら
せ

岐阜若年者地域連携事業事務局

052-589-2162

地域包括ケア課 0577--73-6233

市民の皆さんに地域医療の関心を高め、いつまでも安心して暮らせるまちづ

くりを自分ごととして考え、行動するきっかけを見いだしていただくため、

富山大学附属病院と連携した講座を開講します。（事前申込必要）

※行政スマイルポイント対象の事業：最大全５回×１００ポイント

■日時・内容（受講料無料）

■場　　所　ハートピア古川

■申込方法　市公式ホームページ（右のＱＲコード）を

　　　　　　ご覧いただくか、お問い合わせください。

飛騨市コミュニティ・メディカルデザイナー養成講座
の参加者募集

募
　
集

９月４日（土）　９：３０～１２：００

意識改革、自己啓発、四画面思考法　近藤　修司　先生

第
１
回

９月１８日（土）　９：３０～１２：００

地域医療・地域活性化の取組　堀田　聰子　先生

第
２
回

１０月２日（土）　９：３０～１２：００

地域医療の課題とデザイン思考　武山　良三　先生

第
３
回

１０月１６日（土）　９：３０～１２：００

南砺市の地域活性化の取組　南　眞司　先生

第
４
回

１０月３０日（土）　９：３０～１２：００

地域の課題と人材育成　山城　清二　先生

第
５
回
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■支給対象者

　①令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けており、令和３年度分の住民税均等割が非課

　　税の方

　②①のほか、対象児童（令和３年３月３１日時点で１８歳未満の子（障がい児については２０歳未満）※）の養育者

　　で、以下のいずれかに該当する方

　　ａ令和３年度分の住民税均等割が非課税の方

　　ｂ新型コロナの影響を受けて令和３年１月以降に家計が急変し、aと同様の事情にあると認められる方

　　※令和３年４月から令和４年２月末までに生まれる新生児も対象となります

■手続き方法

　上記①に該当する方は申請不要ですが、市県民税未申告の方

は、申請が必要です。上記②に該当する方は申請が必要です。いず

れも令和４年２月末までに手続きを行ってください。

　申請書類等は市公式ホームページ（右下ＱＲコード）からダウ

ンロードするか、市民保健課、各振興事務所にてお渡しします。

低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金の申請（ひとり親世帯以外分）
お
知
ら
せ

新型コロナによる影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行う観点から児童一人当たり５

万円の『子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）』を支給します。

※ひとり親世帯分を受給済みの方は支給対象外となります

市民保健課（本庁） 0577-73-7464

厚生労働省コールセンター 0120-811-166

病気などやむを得ない事由により義

務教育を修了できなかった方に対し

て、中学校卒業と同等以上の学力が

あるか認定する国の試験が行われま

す。合格者には高等学校の入学資格

が与えられます。

■出願期間

　９月３日（金）まで

※９月３日（金）消印有効

■試験期日

　１０月２１日（木）

■試験会場

　岐阜県総合教育

　センター

■合格発表

　１２月１日（水）

　（予定）

就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験

お
知
ら
せ

学校教育課 0577-73-7494

皆さんが撮影された映像や写真を飛騨市ケーブルテレビで放送しませんか？

皆さんの応募をお待ちしています。

■募集内容

　市内で撮影された映像・写真

　例：ビデオレター、飛騨市の風景、ほほえましい映像など

■応募方法

　データ（編集済みの動画または写真数枚）を収録メディア

　に保存し、応募書とあわせて提出してください。

※無編集のデータも可。一度ご相談ください

■注意事項

・人物や個人情報が映っている場合は、放映する

　許可を得た上でご応募ください。

・内容が公共放送に適さないと判断した場合、放

　送されないことがあります。

詳しくは、お問い合わせください。

飛騨市ケーブルテレビ　動画・写真投稿募集
募
　
集

総合政策課 0577-62-8880
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昭和２１年から約１８年にわたり朝日新聞のコラム「天声人語」を執筆し

た神岡町出身の荒垣秀雄氏を顕彰した作文コンクールの作品を募集中です。

詳しくは募集要項をご覧ください。

■テーマ

　「私の宝物」

■部門

　①小学生の部 (５～６年生のみ )

　②中・高校生の部

　③一般の部

■応募方法

　応募票に各項目を記入の上、作品に添えて

　文化振興課宛に郵送してください。

※応募票や募集要項は文化振興課、各振興事務所、公民館、市公式ホームペー

　ジ（右下ＱＲコード）より入手できます

■募集締切

　９月１９日 (日 )必着

■発表・表彰式

　発表は１２月頃、表彰式は２月頃を予定

第４回荒垣秀雄顕彰作文コンクール　作品募集
募
　
集

文化振興課 0577-73-7496

飛騨市文化協会では、第１７回飛騨市短歌大会の作品を募集中です。一般

の部は、広く市内外からの応募を受け付けています。

■部　門

　一般の部、中高生の部

■締　切

　８月３１日（火）必着

■投稿数

　一般の部　２作品まで、高校生以下１作品まで

■応募料

　一般の部１,０００円、高校生以下無料

■応募方法

　所定の応募チラシ、ハガキ、ＦＡＸ、Ｅメールなど。ハガキの場合、表に

宛名と、余白に氏名、住所、年齢、裏面に応募作品を記載。メールの場合は、

件名に各大会名を記載。

※自作の未発表作品（他大会の類句、推敲等は不可）

　応募用紙は、事務局、各振興事務所、公民館、図書館の他、主な公共施

設で入手できます。

第１７回飛騨市短歌大会 作品募集
募
　
集

飛騨市文化協会事務局（千代の松原公民館内）

0577-73-6820（FAX兼用）　mail:bunkakyokai＠carol.ocn.ne.jp

第１７回飛騨市美術展の作品を募集

します。

■応募資格

　一般の部（どなたでも）

　青年の部（中学生以上２０歳未満）

■応募点数

　１部門につき１人１点

　（彫刻は２点）

■出品料

　１点１,０００円

　（青年の部は無料）

■募集作品

　日本画、洋画、彫刻、工芸、書、

　写真の６部門

■作品受付日

　９月５日（日）

　９：００～１４：００

■受付場所　飛騨市美術館

※出品票・公募要項は、飛騨市美術

　館、教育委員会、各振興事務所で

　入手できます

飛騨市美術展　作品募集
募
　
集

文化振興課 0577-73-7496

４枚の墨書土師器皿は約２０年前に

見つかっており、全国的にも貴重な

中世祭祀の証拠であり、歴史的価値

が高いものです。

現在、江馬館の会所にてレプリカ２

枚を展示していますので、この機会

にぜひご覧ください。

江馬館出土の墨書土師器皿が

市の有形文化財に指定

お
知
ら
せ

文化振興課 0577-73-7496
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もの忘れ相談
(もの忘れ・認知症の相談)

○

9:30～11:30 神岡町公民館

9/16(木)

9/9(木)

9:00～12:00

地域包括支援センター神岡窓口
☎0578-82-1456

認知症地域支援推進員
☎090-1408-1017（月～金）

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）

自衛隊岐阜地方協力本部　高山出張所 0577-32-3028

陸海空自衛官等募集および採用説明
募
　
集

■募集種目　一般曹候補生、自衛官候補生、航空学生

■日　　時　７月～９月の平日　９：３０～１６：３０　

　※時間内であればいつでも説明可能です。ただし、

　　業務の都合により不在となる場合がありますので、

　　ご希望の方は事前にご連絡ください　　

■場　　所　自衛隊高山出張所（高山合同庁舎１F）

■説明内容

　自衛隊制度、採用試験およびイベントに関すること。

　【その他の種目採用スケジュール説明会】

■９月　　・防衛医科大学校（医学科・自衛官候補看護学生）

　　　　　・防衛大学校学生

■１１月　・陸上自衛隊高等工科学校生徒

募集種目 受付期間 １次試験日資格

一般曹

候補生

９月３日

（金）まで

９月１８日

（土）（予定）

１８歳以上

３３歳未満

自衛官

候補生

９月３日

（金）まで

９月１８日

（土）（予定）

１８歳以上

３３歳未満

航空

学生

９月３日

（金）まで

９月２０日

（月）

海：高卒者（見込含）

１８歳以上２３歳未満

空：高卒者（見込含）

１８歳以上２１歳未満

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

9/15(水) 13:00～17:00 神岡商工会議所

9/2(木) 13:30～15:30 ハートピア古川

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)

○

○

-

15(水)、22(水)

29(水)

9/1(水)、8(水)

9/27(月)、28(火)

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

古川町保健センター
☎0577-73-2948

9/15(水) 11:00～15:00 古川町公民館
ハローワーク高山
☎0577-32-1144

9/1(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

こころの相談室
(精神保健福祉士によるこころの相談)

○

■敷金　家賃の３カ月分　　■申込期間　８月２４日(火)～８月３１日(火)　　■入居予定日　１０月１日(金)

※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

市営住宅入居者の募集
募
　
集

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

２ＬＤＫ

下気多団地

公営

（世帯用）１戸

古川町下気多

木造２階建

４ＤＫ

サン・アルプ旭Ｂ棟

公営

（世帯用）２戸

神岡町殿

ＲＣ造６階建

３ＤＫ

サン・アルプ旭Ｇ棟

公営

（世帯用）１戸

神岡町殿

木造２階建

２ＤＫ

山之村団地

みなし特公賃

（世帯用）１戸

神岡町森茂

木造２階建

２ＬＤＫ

山之村団地

公営

（世帯用）１戸

神岡町森茂

木造２階建

２ＬＤＫ

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 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 共益費別途共益費別途共益費別途共益費別途



情報の広場

飛騨警察署からのお知らせ

「放置駐車は迷惑です！」

　運転者が、その車両を離れて直ちに

運転することができない状態で駐車を

することで、何分間停止していたかと

いう停止時間の長短は関係ありません。

○　緊急自動車の妨害になる

○　狭い道路ではすれ違いが困難になる

○　歩行者、自転車の通行の妨害になる

○　施設等の出入りが困難になる

○　道路を渡ろうとしている人の発見が

　　遅れ、事故に遭遇する可能性がある

違法な放置駐車であれば、放置

駐車違反として検挙されます！

車両の使用者にも責任が追及さ

れることがあります！

図 書 館 に お い で よ 新着図書ピックアップ

高齢者向けのオススメ 大人向けのオススメ

『野菊の墓』（名作あらす
じ紙芝居シリーズ）

伊藤佐千夫／原作　埼玉福祉会

　高齢者向け紙芝居に新しいものが

追加されました。個人でも、施設で

も貸出できます。

『マンガでわかる！認知症
の人が見ている世界』

川畑智／著　文響社

　認知症を知るためにまずはこの一

冊。理学療法士のテクニックをマン

ガでわかりやすく。

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

放置駐車をすると…

放置駐車とは…
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