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information
Hida City 市役所からのお知らせ

情報の広場

国民年金保険料は口座振替・クレジットカードでの納付が便利でお得です。納付書での納付と違い「金融機関等へ行

く手間」や「保険料の納め忘れ」がなくなります。また、口座振替では前納割引がさらにお得になります。

※クレジットカードでの納付も納付書での納付と同額の割引が適用されます

■手続き方法

　１.口座振替希望の方

　　市役所窓口（および年金事務所）にて「国民年金保険料口座振替納付申出書」をお手続きください。

　　※お手続きの際は、本人確認できる証明（運転免許証等）、年金手帳、通帳、金融機関届出印をお持ちください

　

　２.クレジットカードでの納付希望の方

　　市役所窓口（および年金事務所）にて「国民年金保険料クレジットカード納付申出書」を

　　お手続きください。

　　※お手続きの際は、本人確認できる証明（運転免許証等）、年金手帳、クレジットカードを

　　　お持ちください。（本人・配偶者以外のカード名義人の場合は別途「クレジットカード

　　　納付に関する同意書」が必要となりますので、一度ご連絡ください）

■申込期限

　４月末からの前納希望の方は、２月末日までにお申し込みください。

　※毎月払いをご希望の場合は、いつでも申し込みできます。

　　申し込みの１～２カ月後の開始となります

※１.令和３年度を基にした目安額です。令和４年度の保険料額は、令和４年２月下旬に告示される予定です

※２.前納を２年にすると、１カ月分の保険料額（１６,６１０円）と同程度の割引が受けられます

国民年金保険料は口座振替・クレジットカードでの納付が便利です
お
知
ら
せ

日本年金機構高山年金事務所 0577-32-6111 市民保健課（本庁） 0577-73-7464

16,610円

16,560円

保険料額

50円

割引額

１カ月支払方法

期間

納付書（毎月払）

口座振替前納

クレジット前納

納付書前納

99,660円

98,530円

98,850円

保険料額

1,130円

810円

割引額

４月～９月

１０月～翌年３月

６カ月

199,320円

195,140円

195,780円

保険料額

4,180円

3,540円

割引額

４月～翌年３月

１年

398,400円

382,550円

383,810円

保険料額

15,850円

14,590円

割引額

４月～翌々年３月

２年

※２

※２
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■募集職種

※業務内容、勤務条件や給与（報酬等）など詳しくは、市公式ホームページ（右コード）

　または総務課人事給与係までお問合せください

※こちらに記載の職種の他、勤務時間の短い職種（雇用保険適用外）についても募集しています

市では、次の会計年度任用職員を募集しています。

■会計年度任用職員とは（令和２年４月から制度移行）

　１年度内（４月１日から翌年３月３１日まで）に任用される非常勤一般職の地方公務員です。地方公務員法上の服

　務に関する規定が適用され、かつ、懲戒処分等の対象となります。

■任　　期　令和４年４月１日より1年間（次年度必要とする職種で成績良好な場合、２回まで更新可）

■申込方法　市販の履歴書に希望する職種番号及び名称を１つ記載の上、持参または郵送にてご応募ください。

　　　　　　資格が必要な職は資格者証の写しも同封してください。併願はできません。

■申込期限　２月４日（金）（必着）

■申込先　　飛騨市役所 総務課　まで

　　　　　　持参の場合は、開庁時間（平日８：３０～１７：１５）に総務課、または各振興事務所総務係へお越しくだ

　　　　　　さい。

■選考方法　書類選考の上、応募人数により面接試験（２月中旬予定）を行います。

令和４年４月１日採用　会計年度任用職員を募集【第２回募集】
募
　
集

総務課 0577-73-7461

番号 職種 勤務場所 資格要件 勤務日など

２１ 調理員兼用務員 宮城保育園 資格不問 ９：００～１５：００（月～金）

２４ 薬剤師 薬剤師 ８：３０～１７：１５（月～金）

２５ 一般事務補助員 資格不問 ８：３０～１７：１５（月～金）

２０ 支援センター業

務補助

地域子育て支援

センター

資格不問 ８：３０～１７：１５（月～金）

※月２土曜日勤務あり

２６ 割石温泉管理業

務

割石温泉 資格不問 ７：３０～２２：００のうち６.５時間～７.７５時間勤務（シフトに

より週５日程度）

２２ 看護師 飛騨市民病院 看護師 ８：３０～１７：１５（シフトにより週５日）

※勤務時間相談可

２３ 看護助手 資格不問 週５日を基本とした２交替勤務

※勤務時間相談可

１９ 家庭児童相談員、

母子・父子自立

支援員

ハートピア古川 教員、保育士、

保健師、社会

福祉士のいず

れかの資格

８：３０～１７：１５（月～金）

※勤務時間相談可
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令和３年分の確定申告・市県民税申告相談を以下のとおり行います。

　※土地・建物・株式などの譲渡所得のある方は高山税務署会場をご利用ください

●申告相談をご利用になる場合の注意事項

　・マイナンバーの確認のため、通知カードやマイナンバーカードをお持ちください。

　・市役所および各振興事務所での申告相談では、譲渡所得等の申告について相談をお受けできない場合があります

　 ので、あらかじめご了承ください。また、青色申告の方は提出のみ受け付けます。

　・農業所得や営業所得等がある方は収支内訳書を事前に作成し、ご持参ください。

　・申告書の控えへの税務署収受日付印の押印が必要な方は、返信用封筒を準備してください。

　・医療費控除を受ける方は明細書を事前に作成し、お持ちください。

　　（明細書様式は、市役所および各振興事務所に備え付けてあります）

　・例年、大変混み合い、待ち時間が長くなる場合がありますのでご了承ください。

●申告書はご自分で作成してお早めに

　国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、ご自分で確定申告書の作成

　ができます。

　また、所得税・消費税については、国税電子申告・納税システム（e-Tax）が利用できます。

　e-Taxホームページ　https://www.e-tax.nta.go.jp

●令和３年分所得税などの申告および納付期限

　所得税・贈与税　３月１５日（火）

　消費税　　　　 ３月３１日（木）

　・期限までに申告・納付してください。

　・納付書をお持ちでない方は、税務署、市役所および

　 振興事務所に備え付けの納付書をご利用ください。

　※所得税・消費税については、便利で安全・確実な

　　「振替納税」をご利用ください

　■振替日

　　所得税　４月２１日（木）

　　消費税　４月２６日（火）

令和３年分　確定申告・市県民税申告相談を開催
お
知
ら
せ

高山税務署 0577-32-1020 税務課 0577-73-3742

情報の広場

〇土地、建物を売却された方、または

　株式等の譲渡所得のある方向け

　２月１日（火）９：００～１６：００

　神岡振興事務所３階

〇確定申告全般の相談

　２月２１日（月）９：３０～１６：００

　飛騨市役所西庁舎３階

高山税務署による出張相談日
（税務署員による相談が受けられます）

飛騨市　申告会場 期日 開設時間

市役所　西庁舎３階大会議室

河合振興事務所

宮川振興事務所

神岡振興事務所　３階

２月１６日（水）～３月１５日（火）

※土日祝日除く

８：３０～１２：００

　（受付１１：００まで）

１３：００～１７：００

　（受付１６：００まで）

※セキュリティ上、市役所へは

　８:１５以降でないと入れません

高山税務署会場 期日 開設時間

高山合同庁舎　２階　会議室 ２月１６日（水）～３月１５日（火）

※土日祝日除く

９：００～１７：００

※入場には「入場整理券」が必要です

e-Tax HP
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新型コロナウイルス感染症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、その実情を踏まえた生活の支

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（ひとり親世帯分・その他世帯分）』を支

給しています。受給されていない方で次の要件に該当する方は２月末日までに申請をお願いします。

※新たな１０万円相当の臨時特別給付金ではなく、低所得の子育て世帯向け給付金です

◎「ひとり親世帯」で申請が必要な支給対象者

　⑴公的年金等を受給していることにより、令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

　⑵新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準と

　　なっている方

◎「その他世帯」で申請が必要な支給対象者

　受給されていない対象児童（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

　※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

　ａ 令和３年度分の住民税均等割が非課税の方

　ｂ 新型コロナウイルス感染症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

■手続き方法

　申請書類等は市公式ホームページからダウンロードするか、子育て応援課または市民保健課（本庁）、各振興事務所

　にてお渡しします。詳しくはお問い合わせください。

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分・その他世帯分）の申請は２月末まで
お
知
ら
せ

〔ひとり親世帯分〕子育て応援課 0577-73-2458

〔その他の世帯分〕市民保健課（本庁） 0577-73-7464

市では、市税納付について便利で安心・確実な口座振替を促進するため、次のとおりキャンペーンを行っています。

■キャンペーン内容

　キャンペーン期間中に新規で口座振替の申し込みをし、令和４年度に実際に

　振替納付が完了した方へ、「市行政スマイルポイント５００ポイント」を進呈

　します。なお、期間中に複数の税目を申込みされた場合でも、ポイントの進呈

　は１件のみとなります。

■キャンペーン期間

　令和４年８月３１日まで

■対象税目

　個人納税者に係る市県民税（普通徴収）、固定資産税、軽自動車税

■申込方法

　振替を希望する金融機関へ通帳・通帳印を持参の上、「飛騨市収納金口座振替依頼書」に必要事項を記入し申し込み

　ください。口座振替が可能な金融機関は、北陸銀行、大垣共立銀行、十六銀行、富山第一銀行、高山信用金庫、飛驒信

　用組合、飛騨農業協同組合、ゆうちょ銀行です。

■ポイントの進呈および交換方法

　６月以降、実際に振替完了を確認できた方に、順次ポイント引換券を郵送します。

　引換券は、古川ポイントカード会（ふれ愛カード）または神岡ポイントカード会（満天カード）加盟店でポイント交

　換してください。満点に達したカードは５００円分のお買物券として利用できます。

市税口座振替促進キャンペーン（市行政スマイルポイントを進呈）を開催中
お
知
ら
せ

税務課 0577-73-3742
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市および農業委員会では、農業委員および農地利用最適化推進委員が令和４年６月３０日に任期満了を迎えるため、

以下のとおり候補者の推薦および公募の受付を行います。

■任期・職務

　【農業委員】　任命の日 (令和４年７月１日)から令和７年６月３０日まで

　農地転用、農地の無断転用の防止・解消など農地法等に基づいた審議のほか、農地利用の集積・集約化、耕作放棄地

　の防止・解消などの農地の利用の最適化に関する調査、審議等が主な職務となります。会議は、毎月１回（毎月初旬）

　程度の開催となります。また、必要に応じ研修会等にも出席していただく場合があります。

　【農地利用最適化推進委員】　令和４年７月初旬の委嘱日から令和７年６月３０日まで

　農地の無断転用の防止・解消などを図るための調査等のほか、農業者が組織する団体等と話し合いを行い、農地利

　用の集積・集約化、耕作放棄地の防止・解消などを図るための調査等が主な職務となります。会議は、毎月１回（毎月

　初旬）程度の開催となります。また、必要に応じ研修会等にも出席していただく場合があります。

■受付期間　２月２日(水)～３月１日(火)

　募集要領および推薦・応募用紙については、市公式ホームページをご覧いただくか、農林部または農業委員会、各振

　興事務所の産業振興係、農林振興係窓口でお受け取りください。

農業委員候補者・農地利用最適化推進委員候補者の推薦および公募の受付
募
　
集

農業委員会 0577-62-9393

市では、経済的理由により高校、大学等への就学が困難な状況の学生等に、育英基金から奨学資金をお貸しします。

■申込資格

　①保護者等が市内に住所を有し、市税等の滞納がない方

　②親権者等とその配偶者の方の所得額合計が基準以下の方

　③奨学資金の償還について、保護者等のほか独立した生計を営む連帯保証人がいる方

　④中学校または高等学校の３年間の全履修科目の成績の平均値が３.５以上の方

　※入学時に限り成績要件に限らない「チャレンジ枠（スポーツ、芸術分野等で優秀な成績

　　を修めている等）」があります。以下までお問い合わせください

■貸付額および貸付期間について

　①貸付額　月額５万円以内　※高等学校等の場合は、２万円以内

　②貸付期間　標準修業年限の終期まで

　※奨学資金は無利子です。奨学資金の償還免除制度は以下までお問い合わせください（所得基準があります）

■提出書類

　①育英基金貸付申請書　　②育英基金貸付生推薦調書　　③中学校または高等学校の成績証明書

　④進学する学校等の合格通知書および在学証明書　　⑤家族全員の住民票　　⑥親権者等の所得の分かる書類（※）

　※所得・課税証明書、令和３年分の源泉徴収票または所得税（市県民税）の確定申告書の写し

　⑦チャレンジ枠

　　申請の場合は自己申告書およびスポーツ、芸術分野に特化した活動が分かるもの（面接試験あり）

■申込期限　３月２５日（金）（チャレンジ枠「自己申告書」は３月１８日(金)まで）

　　　　　　各様式は市公式ホームページからダウンロードできます（右コード）

飛騨市育英基金貸付生の募集
募
　
集

0577-73-7493教育総務課（各振興事務所）提出先
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環境課 0577-73-7482

市内の生物多様性の保全を図るため、清流の国ぎふ森林・環境税を活用し、「飛騨市の生物多様性保全対策事業」を行

いました。同事業では、市内に植生が確認されている特定外来生物である「オオキンケイギク」および「オオハンゴン

ソウ」の、防除（駆除）を行いました。

■市民との協働による防除

　今年もボランティアの方にご協力をいただき、特定外来生物の防除活動を行いました。ご協力ありがとうございま

　した。

　【防除ボランティア実施団体】

　　日本労働組合総連合会岐阜県連合会　飛騨地域協議会（連合岐阜飛騨地協）

　　◇参加者：１６人　◇防除対象：オオハンゴンソウ　◇防除量：１８０kg 

■委託による防除

　飛騨市シルバー人材センターに委託し、特定外来生物

　（オオキンケイギクおよびオオハンゴンソウ）の防除を

　行いました。

　【防除量】

　　オオキンケイギク：   ２９４kg

　　オオハンゴンソウ：２,４８６kg

特定外来生物の防除（駆除）を実施
お
知
ら
せ

飛騨市の生物多様性保全対策事業は、清流

の国ぎふ森林・環境税を活用しています。

市では、難聴者・中途失聴者等、聴

覚に障がいがある方の円滑な意思疎

通を図るため、会議に参加したい

等、困った時に「要約筆記奉仕員派

遣事業」を無料で行っています。

■「要約筆記」とは

　聞き取った話の要点を聴覚障がい

　者に文字で伝える通訳です。

〇手書き要約筆記

　３～４人で交替しながら書き、ス

　クリーンに映し出します。

〇パソコン要約筆記

　手で書く代わりにノートパソコン

　を使ってキーボードで打ち込む方

　法。

〇紙やホワイトボードを使う方法

　詳しくはお問い合わせください。

ご存知ですか？「要約筆記」
お
知
ら
せ

障がい福祉課 0577-73-7483

市では、ごみ減量化やリサイクルの推進のため『エコサポーター登録制度』を

行っています。エコサポーターとは、市が開催する「エコサポーター養成講

座」を受講された方をエコサポーターとして登録し、お住まいの地域でごみ

減量化やリサイクルの推進に取り組んでいただきます。エコサポーター養成

講座では、飛騨市のごみ処理方法や、リサイクル推進のための取り組みなど

について学び、理解を深めていただきます。

今年度は、以下の日程で養成講座を行いますので、受講を希望される方はイ

ンターネットからお申し込みいただくか、申込書を環境課までご提出くださ

い。

■養成講座の日時・会場

　◇古川会場：飛騨市役所西庁舎　大会議室

　　２月９日（水）　１９：００～２０：３０

　◇神岡会場：神岡町公民館　大会議室

　　２月１７日（木）　１９：００～２０：３０

■申込期限

　１月３１日（月）まで

飛騨市エコサポーター養成講座を開催
お
知
ら
せ

■申込・申込用紙の
　ダウンロード

◇ネットからお申込み

◇申込用紙のダウンロード

環境課 0577-73-7482
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交通事故や詐欺などの犯罪被害に遭

い、警察や検察庁に訴えたのに検察

官が裁判にかけてくれないのが納得

できない。このような方のため、検

察官が事件を裁判にかけなかったこ

と（不起訴処分）が正しかったのか

を審査する国の機関として「検察審

査会」があります。

検察審査会では、１１人の検察審査

員が審査を行いますが、検察審査員

は選挙権を有するみなさんの中から

公平・中立な「くじ」で選ばれま

す。この検察審査会制度はみなさん

のご協力なしには成り立たない制度

ですので、引き続き、ご理解とご協

力をよろしくお願いします。

検察審査会からのお知らせ
お
知
ら
せ

岐阜検察審査会事務局

058-262-5263

民法改正により、令和４年４月１日

から成年年齢が２０歳から１８歳に

変わります。４月１日に１８歳、１

９歳に達している方は、その日から

新成人となります。

成年になると、親の同意がなくて

も、自分の意思でさまざまな契約が

できるようになりますが、契約の知

識や経験が少ない新成人は、消費者

トラブルに遭いやすいため、注意が

必要です。契

約をするとき

は、契約の必

要性や内容を

よく理解した

うえで結ぶこ

とが重要です。

消費者トラブルで困ったときは、早

めに、消費生活相談窓口（局番なし

の『１８８』（いやや！））へご相

談ください。

民法改正で成年年齢が

１８歳に

お
知
ら
せ

総務課 0577-73-7461

「労働保険」とは、労働者災害補償

保険（労災保険）と雇用保険とを総

称した言葉で、労働者（パートタイ

マー、アルバイト含む）を一人でも雇

用していれば、業種・規模を問わず

労働保険の適用事業となり、事業主

は加入手続きを行い、労働保険料を

納付しなければなりません。

労働保険の加入手続きを行っていな

い事業主の方は最寄りの労働基準監

督署・ハローワーク（公共職業安定

所）で加入手続きをお願いします。

一人でも雇ったら、労働保険（労災

保険・雇用保険）の加入手続きを

お
知
ら
せ

厚生労働省労働基準局

03-5253-1111（内線：5156）
■給与支払報告書、償却資産申告書

　提出期限：１月３１日（月）

　※早めの提出をお願いします

■特別徴収義務者に指定されている

　事業主の皆さんへ

　１月１日～５月３１日までに退職

　される方は一括徴収が義務付けら

　れています。令和３年度分（令和

　４年５月分まで）の未徴収額を一

　括徴収してください。

■「商工業生産設備等に対する飛騨

　市税の特例に関する条例」に基づ

　く減免制度

　下記の①②を満たす場合、対象と

　なる資産の固定資産税が３年間免

　除されます。

　①市内において製造業、旅館業、

　　農林水産物等販売業、情報サー

　　ビス業等を営まれている法人お

　　よび個人の方

　②昨年中に一定の要件を満たす設

　　備等を取得または製作もしくは

　　建設等した場合

　※詳しくは下記までお問い合わせ

　　ください

事業主の皆さんへ
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。

※毎月給与の支払いを受けている方

　は勤務先の事業所で給与から住民

　税を差し引く方法による納税がで

　きますので、事業主にご相談くだ

　さい

市・県民税　第４期分の

納期限は１月３１日（月）

お
知
ら
せ

税務課 0577-73-3742

１月２６日は「文化財防火デー」で

す。市消防本部では、この日を中心

に１９日は河合町稲越の冨士神社、

２０日は古川町袈裟丸の慈眼寺、２

１日は神岡町城ケ丘の神岡城敷地内

において消防訓練（放水訓練：文化

財保護）を行います。

なお、これからの季節は空気が乾燥

し、暖房器具による火災が発生しや

すくなります。火の取扱いには十分

注意しましょう。

第６８回文化財防火デーに

伴う消防訓練

お
知
ら
せ

飛騨市消防本部 0577-73-0119

情報の広場
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新型コロナウイルスワクチン接種推進室

0577-73-2948

令和４年４月から新たに保育園に入園される児童（新

年少児・新未満児）の一日入園（内科検診含む）を行

います。保護者同伴の上でご参加ください。

・２月初旬までに内定通知と一日入園案内を送付します

・途中入園される方は、各園にお問い合わせください

・ご不明な点は、各園にお問い合わせください

令和４年度新入園児の保育園一日入園のご
案内

お
知
ら
せ

子育て応援課 0577-73-2458

保育園名
一日入園

期　日 開始時間

増島保育園 ２月１５日（火） １３：００

宮城保育園 ２月１５日（火） １３：００

さくら保育園 ２月１７日（木） １３：００

旭保育園 ２月１８日（金） １３：００

双葉保育園 ２月１８日（金） １３：００

河合保育園 ２月２２日（火） １０：００

宮川保育園 ２月２４日（木） １４：００

飛騨市に転入された方で、転入前に１回でもワクチン

接種をされた方は、接種記録が市に登録されていない

ため、接種済証または接種記録書のコピーの提出をお

願いしています。まだ提出されていない方は、以下ま

でご連絡ください。なお、提出がないと追加接種のご

案内ができない場合があります。

【転入者の方へ】新型コロナワクチン予防

接種済証の提出のお願い

お
知
ら
せ
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■敷金　家賃の３カ月分　　■申込期間　１月２４日(月)～１月３１日(月)　　■入居予定日　３月１日(火)

※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

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

諏訪田団地Ｂ棟

公営

（世帯用）１戸

古川町杉崎

ＲＣ造５階建

３ＤＫ

新栄町団地

特公賃

（単身用）２戸

古川町新栄町

Ｓ造３階建

１Ｋ

サン・アルプ旭Ａ棟

特公賃

（世帯用）１戸

神岡町殿

ＲＣ造６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

山之村団地

公営

（世帯用）２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

打保住宅

特定

（単身用）１戸

宮川町打保

木造２階建

２ＤＫ

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 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駐車場使用料、共益費別途駐車場使用料、共益費別途

「住民検診申し込み票」を１月下旬に各世帯へ郵送し

ます。「申し込み票」に記入後、同封の返信用封筒に

入れ郵送するか、直接保健センター（古川町・神岡

町）または振興事務所（河合町・宮川町）へ提出くだ

さい。

■申込期限　２月１０日（木）まで　※必着

　※期限以降の申し込みについては、秋以降の検診案

　　内となります

令和４年度住民検診申込を受付中
お
知
ら
せ

古川町保健センター 0577-73-2948

市では一般不妊治療、特定不妊治療、不育症治療に対

する費用の一部を助成しています。治療を受けた年度

内に助成金の交付申請を行う必要がありますので、申

請時期について以下をご確認ください。

■一般不妊治療

　今年度の治療について、令和４年２月診療分までを

　３月３１日（木）までに申請してください。

■特定不妊治療・不育治療

　年度内に治療が終了した分を、３月３１日（木）ま

　でに申請してください。ただし、年度内の申請に間

　に合わない場合は、ご連絡ください。

不妊治療・不育症治療を受けている方へ
お
知
ら
せ

古川町保健センター 0577-73-2948
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2/2(水) 10:00～15:00
総務課
☎0577-73-7461

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)

○ 飛騨市役所

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

2/17(木)

2/10(木)

9:00～12:00

地域包括支援センター神岡窓口
☎0578-82-1456

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

2/3(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)

○

○

-

2/2(水)、9(水)

16(水)

2/2(水)、3(木)
24(木)、25(金)

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

古川町保健センター
☎0577-73-2948

2/16(水) 11:00～15:00 古川町公民館
ハローワーク高山
☎0577-32-1144

認知機能チェック　および　脳トレ ○ 2/24(木) 9:00～12:00

こころの相談室
(精神保健福祉士によるこころの相談)

○

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

こころといのちの

相談窓口

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）

農業振興課 0577-73-7466

令和４年４月からのふれあい市民農園の利用希望者を

募集しています。※申込多数の場合は後日抽選

■所在地　古川町上町(増島保育園付近)

■利用料　年間３，０００円／１区画（約５０㎡）

■諸注意

　①農機具・種苗・肥料等は、すべて借主負担です。

　②販売のための農作物は栽培できません。

　③定期的な草刈りなど管理が可能な方

ふれあい市民農園の利用者を募集
募
　
集

観光課

0577-73-7463

市では、青春小説「弱虫日記（仮）」の撮影を令和４年

３月中旬頃に予定しています。当作品の時代設定は昭

和後期から平成中期となっており、当時使用していた

ロケ地に飾る装飾品が必要となるため、市民の皆さん

の自宅で眠っている家具等を募集します。

写真確認後、あらためてご連絡を差し上げます。

映画「弱虫日記（仮）」の撮影に使用する

昭和後期から平成中期の家具などを募集

募
　
集

ｔｈｅＲＯＯＭ

担当／太田担当／太田

募集に関するお問い合わせ

例：自転車、ランドセルなど

ご提供いた

だける方は

こちらから市では、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）

■募集事業

　令和４年４月１日～令和５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）

■募集期間

　１月１７日（月）～２月１０日（木）

■応募方法

　市公式ホームページ（右のコード）

　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。

令和４年度飛騨市やさしいまちづくり応援

事業を募集

募
　
集

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、入力支援機器の相談など、電話、訪問で対応し

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

地域包括ケア課 0577-73-6233

福祉メディアステーション

飛騨ブランチ 0577-34-1316



知られざる歴史講演会「３５０年続

いた万波高原の領有を巡る争い」を

開催します。

３５０年続いた万波高原の領有を巡

る争い。大正時代には、飛騨を富山

県へ編入主張する富山県議会と岐阜

県議会の議決騒動。その謎を解く鍵

は江戸時代の飛騨金森藩までさかの

ぼります。

■日時　２月２０日（日）

　　　　１３：３０～１５：００

■会場

　古川町公民館

■定員

　１００人（先着順）

■講師

　住　斉（筑波大学名誉教授）

※参加料無料・申込不要

公民館講座 知られざる歴

史講演会を開催

お
知
ら
せ

生涯学習課 0577-73-7495

岐阜県現代陶芸美術館（MoMCA）が

収蔵する重要無形文化財保持者（人

間国宝）のお茶碗や、海外の華やか

なティーカップ、また現代作家によ

る「あっと驚く」オブジェなどの展

覧会を開催します。

日本と世界の多彩な陶芸作品をお楽

しみください。

飛騨市美術館でMoMCAサテ

ライトミュージアムを開催

お
知
ら
せ

飛騨市美術館 0577-73-3288

■日時

　２月５日（土）～３月１３日（日）

■場所

　飛騨市美術館特別展示室

　（入場無料）

　期間中の２月１１日（金）～２月

　２０日（日）は研修室で今年度に

　行った美術教室の発表展を開催し

　ます。力作が勢ぞろいです。ぜひ

　あわせてご覧ください。
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情報の広場

飛騨警察署からのお知らせ

「交通窓口の受付時間が変更」

　１月４日（火）から県内警察署の交通課

窓口での行政手続きの受付時間が

に変更となりました。

図 書 館 に お い で よ 新着図書ピックアップ

大人向けのオススメ 子ども向けのオススメ

『作家と酒』
平凡社

　４６名の作家たちによる酒に関する

作品や対談などを集めた本。それぞれ

の呑み様、生き様を自分も呑みなが

ら、いかがですか？

『しりとりのくにのおうさま』
こすぎさなえ／さく　たちもと

みちこ／え　PHP研究所

　となりのくにのおひめさまが、し

りとりやまのドラゴンにさらわれ

た！しりとりのくにの王様は自信

満々に助けに行くが…。機転がきい

た言葉遊びの絵本です。

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

〇運転免許証関係
（記載事項変更、返納手続き、運転
経歴証明書申請等）
〇自動車保管場所証明関係
〇各種許可関係
（道路使用許可、通行許可、駐車許
可、制限外積載等）
〇安全運転管理者関係
〇自動車運転代行業関係

　飛騨警察署の交通課窓口のほ

か、神岡警部交番での交通関係

の各種手続きも同様に受付時間

が変更となっています。ご理解

とご協力をお願いします。

■対象手続き

平日の９：００から

　　　　１６：００まで

■利用時間　２４時間

■利用対象者

・市内在住、在勤、在学の方

・飛騨市図書館図書利用カードをお

　持ちの方

■ご利用方法

１．図書館ホームページから、「ひ

　　だ電子図書館」のバナーを選択

２．図書利用カードの番号と、生年

　　月日（※初期パスワード）を入

　　力して「ログイン」

３．電子書籍を選び、「借りる」ボタ

　　ンを選択

※詳しくは、「ひ

　だ電子図書館」

　ページの利用案

　内をご覧くださ

　い

「ひだ電子図書館（電子書

籍貸出サービス）」を開始

お
知
ら
せ

飛騨市図書館 0577-73-5600


