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「コロナ感染状況」「ワクチン接種情報」等を市公式ホーム

ページ、ＬＩＮＥ、メールなどで配信しています。携帯電話

で下記のコードを読み取り、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

飛騨市公式
ホームページ

ほっと知る
メールひだ
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　住宅を取得・購入した移住者にお米１俵（６０ kg）を１０年

間プレゼントする事業を行っています。このような事業は全国

的にも珍しく、飛騨市の自慢ともいえる人々の温かい気質を全

国に広くＰＲ

し、飛騨市に

対する興味関

心を高めるこ

とを狙ってい

ます。

米１０俵プロジェクト

　地域の７人の方が移住コンシェ

ルジュとして移住検討者や移住者

へのきめ細やかな相談や地域の案

内サポートをしています。

移住コンシェルジュ
充実した
支援策

充実した
支援策

■移住者の増加は地域を元気に！

　飛騨市への移住者は近年、増加傾向

にあります。

　移住される人が増えることは、受け

入れ地域にとってさまざまなメリット

があります。

　これまで考えられてきた「人口減少

や少子化の抑制」という面だけでなく、

新たな人々が地域に入り、異なる価値

観や新しいアイデアを提供し、一緒に

汗をかいてくれることで、地域を活気

づかせる効果が期待されます。

　また、外からの視点でこの地域を高

く評価してくれることは、「多くの人が

移住したいと思ってくれるような、素

晴らしい地域なのだ」と、私たち市民

に気づかせてくれ、誇りをもつことにも

つながっていくのではないでしょうか。

　そうした観点から市では、移住を検

討されてみえる方に魅力を感じていた

だけるよう、さまざまな施策を講じ、

イメージアップを図っています。

■飛騨市が全国で住みたいまち上位に！

　地方への移住を考えている人が主な

購買層である宝島社『田舎暮らしの本』

２月号、「２

０２２年版

住みたい田

舎ベストラ

ンキング」

において、

飛騨市が上

位にランク

インしまし

た。

　このラン

キングは、全国の市町村を対象に宝島

社が独自のアンケートを実施した結果

により決定されました。市の子育てや

医療・教育などのさまざまな支援を評

価いただいたものです。

　「人口１万人以上３万人未満のまち」

の部（２２５自治体）では、「若者世代・

単身者が住みたいまち」と「子育て世

代が住みたいまち」の２項目で全国６

位、「シニア世代が住みたいまち」で全

国５位と、幅広い年齢層の支持を得て、

高く評価されました。

　また、「東海エリア」の部（５５自治体）

では、上記の３項目すべてで東海３位

の結果となりました。

　今後もこうした客観的な評価を積み

重ねつつ、移住を希望される方に寄り

添った施策を検討していきます。

移住者に人気のまち飛騨市
～人気の秘密、深掘りします～
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■移住元の内訳（単位：人）

加藤 時夫さん 小枝 憲一さん 森下 道子さん 山崎 清正さん 吉田 将さん

牛丸 政司さん 大橋 明日香さん



　「元々ものづくりが好きだった」とい

う貴文さんは高校卒業後、木工の勉強

のため高山市へ。その後、木工会社に

勤務しましたが、９年前にアルバイト

で農業を手伝った時、トマトの生長を

見たり、収穫・片付け作業などの一連

の過程を面白く感じて新規就農。今年

で７年目を迎えました。

■移住の決めては「人」と「水」

　飛騨市への移住を決めたのは、有機

農業に取り組む飛騨市在住の仲間と知

り合い、仲良くなったのが理由のひと

つ。また、住居を探していたところ、

たまたま見つかった物件が、今住んで

いる河合町稲越の物件だったこともあ

りました。

　物件を決めたポイントは「水が良かっ

たこと」。農業や暮らしにおいて、水の

大切さを第一に考えておられました。

広葉樹の多い森からもたらされる水は

水量も豊富で、上流に人家がないこの

地は受ける影響も少ないこと、日当た

りがよいことなどの条件にぴったりで、

昨年４月に引っ越してこられました。

■自然の中で安心して子育てできそう

　「子どもを外で自由に遊ばせたかっ

た」とおっしゃるのは妻の美穂さん。

　以前住んでいた家の近くは、道路に

車の往来が多く、なかなか自由に遊ば

せられる環境にはなかったそうです。

　「今は周囲が自然豊かで、安心して子

どもを遊ばせられます」と喜んでおら

れます。「アカベロや虫など生き物をつ

かまえて遊んだり、かまくらを作った

り、子どもにも良い経験になっている

のでは」と目を細めておられました。

美しい紅葉や雪景色を間近に見られる

のもお気に入りだそうです。

■コロナ後の交流を期待

　「周囲の方々が良い人で、ありがたい。

子どもが一緒に移住してきたことも喜

んでくださいます」と貴文さん。今は

雪で閉ざされ、またコロナ禍で祭りや

寄り合いがなく、近所の方と交流する

機会が少ないのが残念とのこと。それ

でも、市長や市職員との距離感が近い

のも魅力の一つと話してみえました。

■循環型の暮らしを実践したい

　「ここは集落の奥にあたるので、ここ

に人が来るようになれば、地域全体が

活気づくようになるのでは」。ご夫妻は、

水や太陽、自然エネルギー、木や土な

ど森の地域資源を有効に活用、循環さ

せる試みをしたいと考えておられます。

　循環型の農業、暮らしを実践し、そ

の取り組みを見学してもらったり、農

業体験やワークショップを行う目標を

持ってみえます。「今年はピザ窯をつく

り、自分で収穫した作物をトッピング

したピザを焼くワークショップを始め

たい」と貴文さん。「これから良い意味

で、この土地に良い根を張っていきた

い」と話してみえました。

井関貴文さん

　　………大阪府寝屋川市出身

井関美穂さん

　　………愛知県名古屋市出身

長男・逸心君

長女・ちよちゃん

人と水に誘われて決めた移住

　飛騨市での生活に早くなじんでもらえるよう、また市内のお

店を知ってもらえるよう

に、地域商品券や電子地域

通貨を移住奨励金として単

身世帯には１０万円、２人

以上の世帯には１５万円相

当分をお渡しする施策を

行っています。

移住奨励金

　移住を検討される上でもっとも重要視される「住まい」につ

いて、賃貸・売買の空き家物件情報をオンライン上で紹介する

サイトです。飛騨市版「空き家バンク」として、市内の宅地建

物取引業者が仲介し、買

い手と売り手、貸し手と

借り手をつなぐお手伝い

をするものです。

飛騨市住むとこネット
充実した
支援策

充実した
支援策

河合町稲越に移住

井関さん ご一家

手作りされたステキなキッチンカウンター

特
集

移住者に人気のまち飛騨市

移住者に
聞いた
飛騨市の
魅力
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移住者に人気のまち飛騨市

　生活習慣や文化の違う地域から移住された方

は、飛騨での暮らしにとまどうことばかりです。

　ごみの分別ひとつとっても各市町村で異なる場

合があります。移住者がこれまでの習慣で行って

きた行動が、ひょっとすると地元の方にとっては違和感を感じ

たりすることもあるかもしれません。その土地土地における独

自の習慣や風土を単に知らないだけという場合もあります。

　地域に根付こうと努力している移住者がほとんどです。声を

かけ、暮らしについて寄り添っていただき、温かく長い目で見

守っていただけると幸いです。

　市内への移住を検討されてみえる方に、市の魅力や暮らしに

ついて気軽に知ってもらえるサイト「飛騨市移住支援サイト」

を立ち上げています。移住された方の生の声や、各種支援情報

などを掲載しています。また、移住希望者の相談に対し、オン

ライン会議システムを用いて

個別に応対する「オンライン

移住相談」も

行っています。

地域振興課 0577-62-8904

市民の
皆さんへ
お願い

充実した
支援策 移住支援サイト・オンライン相談

■夫の就職を機に移住

　夫の大地さんは、インターネットを

通じて飛騨地域の特産品の販売や、販

促支援などを行う株式会社ヒダカラ（古

川町）に勤務。同社が楽天市場上で出

店している「ヒダカラ商店」の情報更

新や問い合わせへの対応などを担当し

てみえます。販売だけでなく、さまざ

まなお店などを回り、新たな商材の情

報収集も行うそうです。

　妻の絵美さんは、地域産品・伝統工

芸などを用いたオリジナルの手芸小物

などのブランド「Ｃоｈａｎａ（コハ

ナ）」のウェブサイトの運営やメルマガ

の発行などに携わっておられます。本

社は東京にあり、絵美さんは古川町の

コワーキングスペースを借り、リモー

トで仕事をしておられます。

　ご夫妻は、ともに勤務していた大垣

市にある枡の製造・販売会社で知り合

い、ご結婚。大地さんが昨年９月、ヒ

ダカラへ就職したことをきっかけに移

住してこられました。

■身近な風景や新鮮野菜に満足

　車がないため職場に近いことや、ま

ずは飛騨での暮らしに慣れるため、ア

パートを借りられたそうです。「毎朝歩

いて職場へ向かいますが、山に囲まれ

て景色が良く、リラックスできます。

夏は緑、秋は紅葉、冬にふわふわの雪

を踏みしめる感触。これがおすすめ『ス

ポット』です」と笑顔で語る大地さん。

　絵美さんは「地場産市場へよく行き

ます。野菜が新鮮で、食べたことのな

い野菜が売っていたりして、いろいろ

挑戦しています。食に関しては最高で

す」と声を弾ませてみえました。

■補助だけでなく人のつながりが大事

　市の移住者支援施策については、さ

るぼぼコインの支給、ペーパードライ

バーの講習費用や除雪道具購入の補助

が役立ったそうです。

　「飛騨市ファンクラブやヒダスケな

ど、いろいろな人と関われる仕組みを

自治体がやっているのがすごいなと思

います。知らない土地へ移住する中で、

地域のことを知るのにとてもありがた

い。知りたいことを気軽に教えてもら

えたりして安心感があります」と絵美

さん。大地さんも「何かしら飛騨の人

とつながりがあったので、移住におい

ても不安が少なかったです。横のつな

がりがあって紹介してもらえるのが良

かったです」と話してみえました。

■目標を持って充実した暮らしを

　大地さんは「今は仕事で、飛騨地域

の特産品を扱っていますが、今後は飛

騨市の新たなイメージともなる商品の

開発や掘り起こしに挑戦したいです」、

絵美さんは「仕事で英語を使っていた

ので、英語をしゃべりたい。気軽に集っ

て英会話を楽しむ会などを開けたら」

と胸をふくらませています。

伊東大地さん

　　………大分県大分市出身

伊東絵美さん

　　………愛知県名古屋市出身

市民とのつながりに安心感

古川町上町に移住

伊東さん ご夫妻

よく立ち寄るという地場産市場（古川町朝開町）

移住者に
聞いた
飛騨市の
魅力
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総合政策課 0577-62-8880

登録者約６千人 多くの方にご登録いただいています♪

LINEやメール配信の登録者募集中！

ほっと知るメール飛騨市公式 LINE

日々、お届けします

LINEやメールにスマホ・携帯の

市からの重要なお知らせ オトクなお知らせを

本市で運用しているLINE公式アカウントは情報配信のみの利用となっており、個人情報の収集は行っていません。

安心してご利用ください。

防災情報
（避難・警報情報）

など

イベント情報
（プレミアム商品券

お得な物産展情報）

など

登録方法は

こちら

メニューから
・戸籍の窓（おくやみ情報）など

・ワクチン情報

・防災情報

・ごみカレンダー、

 ごみの分別方法、捨て方

・市ホームページ

をご覧いただけます

①「飛騨市」と友達検索していた

　だくか右のコードをスマホカメ
　ラで読み取って友達追加します。

LINEで登録

①右のコードから空メールを送信
　してください。
　ｔ-hida-city@sg-p.jp

メールで登録

コロナ情報
（感染状況・　　　

　ワクチン情報）

②送られてくるＵＲＬから本登録してください。 ②送られてくるＵＲＬから本登録してください。
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情報の広場

information
Hida City 市役所からのお知らせ

　　申請受付期限　令和４年９月３０日

　　家計急変世帯必要添付書類

　　・簡易な収入見込額申立書（市ホームページからダウンロードまたは担当窓口にてお受け取りください）

　　・本人確認書類（運転免許証等）の写し

　　・振込口座がわかる通帳等の写し

　　・令和３年中の収入または令和３年１月以降の任意の１カ月の収入がわかるもの

　　　（給与明細票・源泉徴収票など）

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、生活困難に直面した方々を支援するため、住民税非課税世帯等

に対して、１世帯あたり１０万円の給付を行います。

非課税相当収入限度額（年額）扶養している親族の状況

９３．０万円単身または扶養親族がいない場合

１３７．８万円配偶者または扶養親族１名を扶養している場合

１６８．４万円配偶者および扶養親族１名（計２名）を扶養している場合

２１０．０万円配偶者および扶養親族２名（計３名）を扶養している場合

配偶者および扶養親族３名（計４名）を扶養している場合 ２５０．０万円

２０４．３万円障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親の場合

　　非課税相当収入限度額表

■支給対象者

　①住民税非課税世帯

　　世帯全員の令和３年度分の住民税が課税されていない世帯

　　※ただし、課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象になりません

　②家計急変世帯

　　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和３年１月以降の収入が減少し、世帯全員のそれぞれの収入額が

　　住民税非課税水準以下と認められる世帯

■手続き方法・受付期限

　【①住民税非課税世帯に該当する場合】

　　２月９日付けで、該当する世帯に「臨時特別給付金支給要件確認書」をお送りしています。記載内容を確認して返

　　送してください。返送期限は確認書発行日から３カ月以内です。

　【②家計急変世帯に該当する場合】

　　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方は、令和３年中の年額収入または令和３年１月以降

　　の任意の１カ月の収入に１２を掛けた額（１２カ月分とみなす）と下表「非課税相当収入限度額」を比較確認いた

　　だき、限度額を下回り対象となる場合は、申請書と必要添付書類を地域包括ケア課および各振興事務所担当窓口

　　へご提出ください。

　　※申請書は市ホームページからダウンロードいただくか各担当窓口にてお受け取りください

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請を受付
お
知
ら
せ

地域包括ケア課 0577-73-6233

市ホームページ
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■申請受付期間

　４月１１日（月）から５月２０日（金）まで　※受付時間は、平日の８：３０から１７：１５まで

■申請受付場所

　市役所 西庁舎３階 都市整備課または、各振興事務所 担当窓口

■交付対象者の決定方法

　申請総額が予算の範囲を超えた場合、交付対象者は「公開抽選」で決定します。

■抽選日

　５月３１日（火）

　　抽選番号・抽選場所等については、申請受付時にご連絡します。また、抽選の結果については、後日申請者全員に

　郵送にて通知します。（抽選が中止となった場合も同様）

■申請手続きの流れ

　①住宅リフォーム工事計画書様式を提出（※内訳書、※施工前の写真、付近見取り図、※住宅全景写真添付）

　　「※」については、令和４年４月１日以降の日付が入ったもの。

　②公開抽選にて交付対象者を決定（結果通知の送付）

　③誓約書兼承諾書を提出（工事内容がわかる図面等を貼付）　⇒工事内容の審査（計画の承認）

　④工事完了後、交付申請書の提出　⇒交付決定（補助金の支払い）

詳細は、市ホームページ（右コード）をご覧いただくか、お問い合せください。

　あんきで暮らしやすい住まいづくりを推進するために、令和３年度より住宅リフォーム補助事業を３年間実施し

ています。令和４年度は、申請受付を年１回とし、４月１１日より受付を開始します。

　本補助事業は令和５年度までに１住宅につき１度しか利用できませんので、よくご検討の上申請してください。

　また、令和２年度の緊急経済対策住宅リフォーム補助制度および令和３年度に本補助制度を利用した住宅は、申請

できませんのでご注意ください。なお、この補助制度については、３月議会により可決されたものに限ります。

■補助事業の概要

飛騨市住宅リフォーム補助金の受付を開始
お
知
ら
せ

都市整備課 0577-73-0153

補 助 対 象 者 飛騨市に住民登録しており、市税等の滞納がない方

対象となる住宅 市内の一戸建て住宅、または併用住宅

（居住用として利用する倉庫や車庫、外構工事も対象）

対象となる工事 次のすべてを満たす工事が対象となります。

　①居住する住宅のリフォーム工事

　②市内の業者または個人が施工する工事

　③対象工事費が１０万円以上（消費税含む）

　④申請した年度内に完成する工事

補　助　金　額
対象工事金額 補助率 補助上限

１０万円以上～１００万円以下 工事費の１/５ ２０万円

１００万円を超える工事 工事費の１/３ ５０万円
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子育て応援課 0577-73-2458

　市では家庭教育の充実を図るため、乳幼児（現在０～２歳児）とその保護者を対象とした乳幼児学級を開催してい

ます。

　「子育てについて考える」「親と子のふれあい」「子育ての仲間づくり」を目的に、地域ごとに学級を設け、親と子の育

ちを応援します。ぜひご参加ください。

■対象

　市内にお住まいの、平成３１年４月２日から令和４年４月１日の期間に生まれた乳幼児とその保護者

　※対象となる方には別途案内を送付します

■開催日時

　各学級とも５月～翌年３月　毎月１回程度（計１０回）９:３０頃から１１:３０頃まで

　※状況により変更となる場合があります

■申込期間

　４月１日（金）から４月２１日（木）まで

■年会費

　１，０００円（１学級・子ども１人とその保護者につき）

令和４年度　乳幼児学級生を募集
募
　
集

　年度始めは転勤、就職、入学等により多く方が住所変更等をされる時期です。市では、市民の皆さんの利便性の向上

と平日の待ち時間の緩和を図るため、休日窓口を開設します。

■日時

　３月２７日(日)・４月３日（日）９：００～１６：００

■開設場所

　市役所　市民保健課窓口　※各振興事務所は開設しません

■取扱事務

　・転入・転出・転居届　　・住民票、戸籍謄抄本の交付

　・印鑑登録と証明書交付　・戸籍関係届（後日改めて来庁していただく場合もあります）

　・マイナンバーカードの交付（事前に電話予約が必要です）

　※税関係の証明、パスポートの申請・交付、国民健康保険・国民年金の取得・喪失手続きはできません

■その他

　市役所 市民保健課のみ、３月２８日（月）から４月1日（金）の間は、１８：１５まで窓口を延長します。

　また、毎週月曜日は、１８：１５まで、窓口延長をしています。（どちらも各振興事務所は電話予約制）

３月２７日(日)・４月３日（日）戸籍・住民票など休日窓口を開設
お
知
ら
せ

0577-73-7464市民保健課（本庁）

古川乳幼児学級

【場所】 ハートピア古川

★はいはい学級（０～１歳クラス）

★すくすく学級（１～２歳クラス）

★のびのび学級（２～３歳クラス）

河合・宮川乳幼児学級

【場所】 河合保育園

★サンさいキッズ

（０～３歳の合同学級です）

神岡乳幼児学級

【場所】 神岡子育て支援センター

★よちよち学級（０～１歳クラス）

★にこにこ学級（１～２歳クラス）

★きらきら学級（２～３歳クラス）
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■ヨーグルトカップ（４個パック）の分別方法

　・容器は、洗って乾かしたらプラスチック製容器包装（水色の袋）に入れてください。

　・紙ラベルは、剥がして紙マークがあれば紙類（オレンジ色の袋）、無ければ可燃ごみ（黄色の袋）に入れてください。

■乳酸菌飲料（小ペットボトル）の分別方法

　・容器は、洗って乾かしたらペットボトルとして出してください。

　・ラベルは、剥がしてキャップと合わせてプラスチック製容器包装（水色の袋）に入れてください。

　※ラベル残り、マジック使用等があると再商品化原料に処理する際に使用できなくなります

　　リサイクルセンターでは作業者が選別し、残っているラベル部分等を手作業ですべて取り除いています

ヨーグルトカップ（上写真）と

リサイクルセンターで回収された

紙ラベルが残ったカップ（右写真）

ラベルが残った乳酸菌飲料ペットボトル（左写真）

作業者によるラベル除去（右写真）

ごみの分別方法についてのお願い
お
知
ら
せ

0577-73-7482環境課

　４月１日から濃飛バス高山古川線および神岡猪谷線の運行経路とダイヤが一部変更となります。詳しくは、濃飛バ

スホームページをご確認ください。

■高山古川線

　①一部の便が高山国府バイパス経由となります。

　　（広瀬橋（国府町）～高山市街地の間）

　　朝の高山方面高校廻り便の一部、日中の久美愛病院経由、

　　夕方の古川行の一部が高山国府バイパス経由になります。

　　⇒これにより、高校へは直行となるため、高山西高校・飛騨高山高校（山田校舎・岡本校舎）へは、所要時間が１５

　　　分～２０分短縮されます。また、上記高校への定期券は、値下げになります。

　②久美愛病院・ラクール・宇津江団地を経由する便の回数・ダイヤを見直します。

　③朝の高速バス接続便、高山西高校専属便を高山国府バイパス経由の定期バスに変更し、どなたでもご利用が可能

　　になります。運行ダイヤも合わせて変更します。

　④そのほかの便も、経由地・運行時刻が変更となります。

■神岡猪谷線

　①濃飛バス神岡営業所１０:５５発猪谷行きが１０:４５発に変更になります。

　②猪谷発濃飛バス神岡営業所行きの途中のバス停の時刻が変更になります。

　※発着時刻に変更はありません

【おでかけひだし】濃飛バス高山古川線および神岡猪谷線の運行経路変更・ダイヤ改正
お
知
ら
せ

0578-82-1161（株）濃飛乗合自動車 神岡営業所

濃飛バス
ホームページ
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地域包括支援センター（神岡窓口）

0578-82-1456

税務課 0577-73-3742

　固定資産税を口座振替で納税されている方で、令和

３年中に以下の変更があった場合には、これまでの口

座振替登録が引き継がれません。そのため、変更後の

名義等であらためて口座振替の手続きが必要となりま

す。

①相続・贈与で土地等の登記名義に変更があった場合

②共有者の変更があった場合

③共有者の持ち分に変更があった場合

■手続き

　「口座振替依頼書」をご希望の金融機関窓口へ提出

　ください。

　※手続きには通帳の届出印が必要です

　※単独所有分（例：飛騨太郎）と共有分（例：飛騨

　　太郎　外〇名）の両方の口座振替を希望される場

　　合は、それぞれ口座振替の登録を行う必要があり

　　ます

令和３年中に固定資産の名義人・共有者を

変更された方へ

お
知
ら
せ

　神岡町で開催する「いきいき健康教室」の参加者を

募集します。フレイル（虚弱）を予防して健康に過ご

しませんか。参加希望の方は以下の問い合せ先までご

連絡ください。

■対象　おおむね６５歳以上の方

■定員　１０人程度

■会場　神岡保健センター

■日程　４月１２日～７月１２日

　　　　毎週火曜日　全１３回

■時間　９：３０～１１：３０

■内容　①健康チェック

　　　　②体操（ストレッチ・筋力運動）

　　　　③健康ミニ講座

■申込締切　４月１日（金）まで

※先着順となりますが、教室参加が初回の方を優先さ

　せていただきます

いきいき健康教室（神岡会場）の参加者を

募集

募
　
集

情報の広場

税務課 0577-73-3742

市民保健課（本庁） 0577-73-7464

　身体障がい者手帳などをお持ちの方で一定の要件に

該当する方には、「軽自動車税（種別割）」の減免制度

があります。減免を希望される

方は、次のとおり手続きをし

てください。

■減免対象となる軽自動車

　①身体障がい者等減免：障がい者手帳等をお持ちで、

　　一定の要件に該当する方が所有（使用）する軽自

　　動車等

　②構造減免：車いす移動車等の構造を持つ軽自動車

　　等

■新規に減免を希望される方

　　減免の対象になるかは、障がいの区分等で異なり

　ますので、税務課までご相談ください。（持ち物：車

　検証の写し、身体障がい者手帳、運転免許証等）

■令和３年度に減免を受けた方

　　２月下旬に関係書類を送付していますので、必要

　事項をご記入の上、税務課へ提出ください。

　　減免申請期間は３月～５月２４日（火）です。

　※なお、減免は普通自動車を含めて１人１台です

令和４年度軽自動車税（種別割）の

減免制度　希望者は申請手続きを

お
知
ら
せ

　ケガなどで柔道整復師（整骨院・接骨院）による施

術を受けるときは、国保や職場の健康保険などの医療

保険が使えない場合がありますのでご注意ください。

【〇保険が適用されるもの】

　・外傷性の打撲、ねんざ

　・挫傷（肉離れなど）

　・骨折、脱臼の応急処置

【×保険が適用されないもの】

　・単純な疲労や肩こり、腰痛など

　・神経痛、リウマチ、慢性関節炎など

　・脳疾患後遺症などの慢性病

　・仕事や通勤時の負傷（労災保険の対象）

　※施術を受けてもなかなか症状が改善しないときは、

　　医師の診断を受けるようにしてください

柔道整復師（整骨院・接骨院）のかかり方
お
知
ら
せ
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　電源立地地域対策交付金は発電用

施設の周辺地域に対し、公共施設の

整備や福祉の向上を図るために交付

されます。

　市内には下小鳥ダムなど１９の交

付対象施設が立地し、全国でも有数

の水力エネルギー資源があります。

　令和３年度は交付金９２，２４５

千円を消防署の運営事業に活用し、

安全で安心な暮らしの実現に努めま

した。

令和３年度電源立地地域対

策交付金を活用しました

お
知
ら
せ

総合政策課 0577-73-6558

　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

福祉メディアステーション

飛騨ブランチ 0577-34-1316

　（仮称）飛騨高山大学の設立者

「一般社団法人飛驒高山大学設立基

金」と慶応義塾大学との連携によ

り、飛騨地域にお住まいの方を対象

とした「飛騨ウェルビーイング調

査」が実施されます。

　皆さんのご協力をよろしくお願い

します。

■目的

　　飛騨地域の住民が求める大学の

　在り方、地域における課題とその

　対策、さらにはその地域のより良

　い街づくりとは何かを探索するた

　めに行われます。

■調査方法

　　ランダムに抽出された対象の方 

　に郵送でアンケート用紙が送付さ

　れます。

■実施期間　令和４年３月～４月

※ウェルビーイングとは、身体的・

　精神的・社会的に良好な状態にあ

　ることを意味する概念で、「幸福」

　と訳されることが多い

「飛騨ウェルビーイング調

　査」が実施されます

お
知
ら
せ

慶應義塾大学医学部（窪田・内堀）

03-5363-3774

　市では同報無線で放送された内容

を確認できる電話サービスを行って

います。

　以下の電話番号へ電話いただくこ

とでご利用いただけます。

■注意事項

・電話通話料は利用者の負担となり

　ます。

・放送内容は、新しいものから順番

　に最大２０件まで過去に遡って確

　認できます。

・全ての放送が録音となるため、昼

　や夕方のチャイム、各町で個別に

　流した放送も録音されています。

■電話番号　0577-62-9900

■操作案内

同報無線放送電話サービス
お
知
ら
せ

危機管理課 0577-62-8902

最初の放送に戻る場合 ０

前の放送に戻る場合 ３

最初の放送に戻る場合 ３

聞いている放送を聞き
なおす場合

２

次の放送を聞く場合 １

内　容 プッシュ番号

■敷金　家賃の３カ月分　　■申込期間　３月２４日(木)～３月３１日(木)　　■入居予定日　５月１日(日)

※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Ｂ棟

公営

（世帯用）１戸

古川町杉崎

ＲＣ造５階建

３ＤＫ

昭和町団地

地優賃

（世帯用）２戸

神岡町殿

ＲＣ造４階建

２ＤＫ

大和団地１号棟

特定

（世帯用）１戸

神岡町船津

ＲＣ造４階建

３ＤＫ

大和団地２号棟

公営

（世帯用）１戸

神岡町船津

ＲＣ造４階建

３ＤＫ

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

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

森茂住宅

特定

（単身用）２戸

神岡町森茂

木造２階建

１Ｋ

山之村団地

公営

（世帯用）１戸

神岡町森茂

木造２階建

２ＬＤＫ

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

西忍団地

公営

（世帯用）２戸

宮川町西忍

木造２階建

３ＬＤＫ

共益費別途

打保団地

特定

（単身用）１戸

宮川町打保

木造２階建

２ＤＫ

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
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情報の広場

　飛騨市図書館・神岡図書館内のイ

ンターネットコーナーにて、各種

データベースが閲覧できるようにな

りました。また、神岡図書館で利用

を制限していたインターネットコー

ナーを再開しました。利用される場

合は、館内設置の「インターネット

利用申込書」にご記入のうえ、カウ

ンターへお申し込みください。

■利用できるデータベース

・国立国会図書館デジタル化資料送

　信サービス（両館）

・中日新聞・東京新聞記事データベ

　ース（両館）

・岐阜新聞電子縮刷版サービス

　（飛騨市図書館のみ）

※詳しくは、各図書館へお問い合わ

　せください

図書館で各種データベース

が閲覧可能に

お
知
ら
せ

神岡図書館 0578-82-1764

飛騨市図書館 0577-73-5600

飛騨警察署からのお知らせ

岐阜県警察官募集

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

『読み解き！ 方言キャラ』
田中ゆかり　研究社

　歴史上の人物から漫画やアニメ、ド

ラマ、舞台など様々なコンテンツに登

場する多様な「方言キャラ」を解説。

方言の何が私たちを引き付けるのか、

わかった気がします。

『やっぱり じゃない！』
チョーヒカル／作

フレーベル社

　固定概念をくつがえす、たべもの

写真絵本第2弾。おいしそうなピザを

切ると実はかぼちゃだった、なんて

不思議な体験ができる絵本です。

飛騨警察署（警務課）

0577-73-0110（内線211）

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

受 付 期 間　４月７日（木）まで

第１次試験　５月８日（日）　岐阜市

第２次試験　６月上旬から６月中旬

最終合格日　７月中旬

採用予定日　令和５年４月１日

採用予定人員　ＡⅡ（大卒男性）　５０人程度

　　　　　　ＡⅡ（大卒女性）　１５人程度

　　　　　　情報技術枠　　　若干名

試 験 資 格　年齢：昭和６２年４月２日以降

　　　　　　　　　にまれた方。

　　　　　　学歴：「ＡⅡ」大学を卒業また

　　　　　　　　　は令和５年３月３１日ま

　　　　　　　　　でに卒業見込み。

※詳しくは「岐阜県警察

　公式ホームページ」も

　しくは下記までお問い

　合わせください

神岡図書館 0578-82-1764

飛騨市図書館 0577-73-5600

　冬時間のため３月末まで繰り上げ

ていた平日の閉館時間が、４月１日

から「２０時」に戻ります。どうぞ

ご利用ください。

【３月３１日までの開館時間】

【平日】９：００～１９：００

【土日・祝日】９：００～１７：００

【４月１日からの開館時間】

【平日】９：００～２０：００

【土日・祝日】９：００～１７：００

　　（変更なし）

飛騨市図書館・神岡図書館

の閉館時間が変更

お
知
ら
せ

0577-73-2948

古川町保健センター

　新型コロナウイルス感染拡大 

で、イベントの中止や外出自粛が続

く中、輸血用血液の安定的な確保が

難しくなっています。

　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。

献血バスがやってきます

（４月の献血バス）

お
知
ら
せ

４月４日（月）

１３：００～

１６：３０

日　時 場　所

ハートピア古川

４月１２日（火）

１２：００～

１３：００

（株）イバタ

　インテリア

（古川町袈裟丸）

１４：３０～

１６：３０
ハートピア古川
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相談窓口情報を悩み別に検索できるサイト（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

情報の広場

10:00～17:00 古川町商工会

4/20(水) 13:00～17:00 神岡商工会議所

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)

○

3/7(月)、8(火)
23(水)、24(木)

古川町商工会
☎0577-73-2624

商工課
☎0577-62-8901

4/6(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)

○

4/9(土)
※予約受付：4/4(月)より

9:00～12:00
岐阜県労働者福祉協議会
飛騨支部 ☎0577-57-7211

弁護士・税理士・司法書士による無料相談会
（不動産・相続・離婚・税金・交通事故・労働問題等の相談）

○ 古川町公民館

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

4/21(木)

4/14(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)

○

-

4/6(水)、13(水)

20(水)、27(水)
県若者サポートステーション
☎0577-35-4770

4/26(火) 11:00～15:00 古川町公民館
ハローワーク高山
☎0577-32-1144

4/11(月) 13:00～15:00 神岡商工会議所
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 ○ 4/28(木) 9:00～12:00

飛騨市役所○

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）

※委託事業者選定前のため開催日未定（4月中に4日間開催予定）
　 開催日は決まり次第ホームページ等でお知らせします。

こころの健康相談カレンダー （令和４年度版）

飛騨保健所

法律とこころの相談会

飛騨保健所

法律とこころの相談会

１３:００～１６:００　予約制 ・ 無料

（１人４５分程度）

０５７７-３３-１１１１ （内線３１２）

飛騨保健所

飛騨総合庁舎

飛騨保健所

精神保健福祉相談（こころの健康相談）

・ 精神科医師と保健所保健師が対応

・ 主治医のない方に限る

１３:３０～１５:３０

予約制 ・ 無料

０５７７-３３-１１１１ （内線３１２）

飛騨保健所

下記をご覧ください

２０日 （水） 神岡町保健センター

１８日 （水） ハートピア古川

１５日 （水） 河合町公民館

２７日 （水） ハートピア古川

２４日 （水） 神岡町保健センター

１９日 （水） 宮川町保健センター

１６日 （水） 神岡町保健センター

１４日 （水） ハートピア古川

飛騨市

こころの相談室

・ 精神保健福祉士が対応

・ 通院中の方や家族の相談も可能

１３:３０～１５:３０

予約制 ・ 無料

０５７７-７３-２９４８

古川町保健センター

ハートピア古川

７日 （木）

１２日 （木）

２日 （木）

７日 （木）

４日 （木）

１日 （木）

６日 （木）

１０日 （木）

１日 （木）

１２日 （木）

２日 （木）

２日 （木）

相談名

内容

時間

予約先

場所

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

飛騨市以外でも開催しています。

飛騨保健所にお問い合わせくだ

さい。

年に３回開催予定です。

詳しくは広報等でお知らせ

します。
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連載の庭

　２月２５日（金）に「飛騨市学園

構想報告会」が開催されました。今

年度（学園構想推進２年目）に実施

された特色ある活動の中から６例が

報告されました。以下、６例の実践

内容を簡単に紹介します。

◆地域と学校、人と人を「つなぐ」

　地域と学校の課題をとらえて「地

域の良さ、素晴らしさ」を発信した

「やまっこブランド販売会」。子ど

もたちが学校では体験できない「物

を売る、収入を得る」ことを地域住

民と協働し企画・実施した「河合っ

子マルシェ」。これらは、単なる販

売活動ではなく、企画段階から地域

と学校がつながり、当日は他地域の

住民とのコミュニケーションでのつ

ながりをもつ等、学園構想が目指し

ている子どもたちの力を高める活動

となりました。

◆大人の思いや考えを「つなぐ」

　「飛騨市学園ビジョン」には、授

業や体験活動において、子どもたち

が「何故だろう？」と思ったことに

対して、実際に見たり、地域の大人

に聞いたり、タブレットや本で調べ

たりする「探求する力」を大切に位

置付けています。神岡FIELD学（神

岡中）や写真で高校生と交流（宮川

小）、防災タウンウォッチングは、

自分の思いや考えを地域や校種を超

えた人とのつながりの中で、子ども

たちは「探求する力」をより高めて

いきました。

◆次年度に「つなぐ」ための一手

　今年度、「こみすくふるにし」地

域活動部の企画で、平成１７年より

実施されている古西小「見守り隊」

のベストのロゴマークを児童がデザ

インしました。こうした活動が子ど

もたちの地域・ふるさとへの「貢

献」につながります。次年度は、学

園構想第１章の最終年として、地

域・家庭・学校が総がかりで目指す

創り手像と地域像に向けた「ひと・

もの・こと」が「つながる」活動・

事業を進めていきます。

　本格的な春を前に、今回は薬草茶

についてお知らせします。

　ミネラル類の宝庫である薬草。薬

草をお茶にすると毎日飲みたい時に

手軽に飲めるため、継続することで

健康を維持し、美容や体質改善の効

果が期待できます。

　お茶にする薬草は苦味や臭みが弱

く香りがよい薬草を、治療を目的に

する場合はそれにあった薬草を選び

ます。使用する部分は、種子（ハト

ムギなど）全草（ゲンノショウコな

ど）若葉（イノコヅチなど）若芽（ク

ズなど）などで、薬草によって異な

ります。

　水洗いした薬草は下記の通り乾燥

させます。

①天日や乾燥機での乾燥が簡単です

が、天日の場合、雨や湿気に注意くだ

さい（メナモミ、イノコヅチなど）。

②繊維の多い葉は蒸し器に入れ、蒸

気がたち始めてから２、３分蒸し、

ザルなどに薄く広げて素早く冷まし

ます。冷めたらハサミで適当な大き

さに切り、シートに広げて十分に天

日乾燥させます（例：クワなど）。

③乾燥させたらそのままお茶にでき

ますが、少し炒ると青臭さが取り除

かれ、風味がよくなります（例：ク

ロマメ、ハトムギなど）

　飲み方は、煎茶などよりやや多目

の葉っぱを急須等に入れ、熱湯を注

いで３分ほど蒸して飲みます。この

とき数種類のお茶をブレンドするの

がコツです。

　お茶パックに入れて、じっくり煮

出すと成分がよく出ますが、濃く

なったり、苦みを感じたりすること

もあります。色々と試しながら自分

好みのやり方を見つけてください。

　何種類か乾燥した薬草を作った

ら、目的や自分の体質に合わせてブ

レンドし、オリジナル健康茶を作っ

てみましょう。薬草の相乗効果が得

られ、さらにおいしく飲めます。

　市内では色々な薬草茶が販売され

ていますので試してもいいですね。

学校教育課 0577-73-7494

地域振興課

0577-62-8904

参考：村上光太郎「薬草療法ハンドブック」より

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

薬草茶

⑫

地域・学校発信！

　　 学園構想オンライン「報告会」！
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連載の庭

　終活支援センターが開設されてか

らの２年半の間、センターでは市民

の皆さんのさまざまな終活相談を受

けてきました。相談の中で、特に感

じることは『もう少し早い時期から

終活に取り組んでおられたら…』と

いうことです。しかし『終活』への

認識は人によってさまざまで、５０

代から意識して積極的に終活講座を

受講される方から、９０代半ばでも

「私にはまだ早い」と思われる方ま

で、捉え方に大きな差があります。

　さて、世の中で終活が盛んに言わ

れだしたのは１０年位前からでしょ

うか。現在、８０代半ば以上の方に

とっては「自らの死後の事は、後に

遺る者が当然やってくれるものと

思っていたのに…」この世の中の風

潮の変化は、寝耳に水といったとこ

ろではないでしょうか。そんな年代

の方々にとって終活は、なかなか思

うようには進まないのが現状です。

　また終活は、死を連想させるもの

と捉える方も少なくありません。い

つか訪れる死を、どこか遠い事のよ

うに感じ、終活を行うことでかえっ

て死を引き寄せるような気さえする

のではないでしょうか。しかし、終

活をどういうものか、よく確かめも

せず、ただ恐れているのでは、身体

が思うように動かなくなった時に、

後悔することになりかねません。

　まずは終活について、どんなこと

かを知ることが、終活への第一歩で

す。その道しるべとして終活支援セ

ンターでは、このほど『終活ガイド

ブック』を発行しました。これを見

ていただくことで、もしかしたら終

活への印象が変わるかもしれません

し「私には終活は早すぎる」などと

は言えなくなるかもしれません。

　終活は、理想の人生の終わりを目

指すとともに、遺される人への思い

やりでもあります。家族とのかかわ

り方、老後の趣味、お金の使い方な

ど、将来の事を考えながら気力・体

力があるうちに身の回りのことを整

理していくことで、余裕のある不安

のない高齢期を過ごせます。早目早

目の終活を考えてみませんか。

問　　飛騨市終活支援センター

　　　（飛騨市社会福祉協議会内）

0577-73-3214

●終活ガイドブックは、終活支援セ

　ンターで無料配布しています。お

　気軽にお問い合せください。

余裕のある
高齢期のために

はじめませんか？

そろそろ
終活

＜その2４＞

　飛騨市民病院では、地域に寄り添

い、医療・介護・福祉・保健・生活

が一体となった「地域包括医療・ケ

ア」の実践に取り組んでいます。

　地域連携室では、入院された患者

さんが、安心して療養生活を送れる

よう、ご本人やご家族、またケアマ

ネジャーなど関わりのあるスタッフ

から入院前の生活状況について確認

させていただき、入院早期から患者

さんの治療状況に合わせ、不安なく

退院準備ができるよう関わらせてい

ただいています。

　地域の高齢化に伴い入院される患

者さんも高齢化がすすんでいます。

入院のきっかけとなった疾患が改善

しても、入院前と同じ生活を取り戻

すには時間が必要な場合も多くあり

ます。その方が住み慣れた環境で、

その方らしい生活を送るためにはど

うしたらいいのか、ご本人・ご家族

と退院後のイメージを共有し、何が

課題となるのか一緒に考え相談する

ようにしています。

　また、新型コロナウイルス感染症

のまん延に伴い、当院でも「面会禁

止」の体制となり約２年が経過しま

す。面会できないことで、患者さん

ご本人の不安はもちろんですが、顔

を見ることもできないご家族の不安

はとても大きいと思います。地域連

携室では、患者さんへの洗濯物や身

の回りの物などの受け渡し窓口も担

当しています。入院中の様子など何

かお聞きになりたいことがあれば、

いつでも声をかけてください。

　地域連携室では、入院中の方への

関わりだけでなく、介護保険に関す

ること、他病院との連携に関するこ

と、その他医療や在宅生活に関する

ことなどの相談窓口にもなっていま

す。

　地域連携室は、飛騨市民病院の玄

関を入って左手すぐの所にありま

す。平日８時半から１７時までご相

談を受け付けていますので、お気軽

にお声がけください。

飛騨市民病院

0578-82-1150

地域連携室

住み慣れた地域で
暮らし続けるために



16
2022年３月号

戸籍の窓
情報の広場

ご 結 婚

お名前　　　　　住所

柚原　勇助　　　古川町下気多

清水　可菜　　　古川町黒内

岩田　拓郎　　　河合町稲越

泉　　笑未子　　宮川町杉原

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/

２０２２年２月２８日現在（敬称略）

4

3

＋1

件数

0

1

－1

死者

5

3

＋2

傷者

103

43

＋60

男

出　　生  4

死　　亡 35

高齢化率 39.74％

転　入 18

転　出 26

女 計 世帯数
11,112 11,835 22,947 8,853

1 218

0 0

0 97

人口の動き 消防の状況

飛騨市

その他
（管外出動）

前月比

火災 救急

交通事故の状況

本年累計

昨年同期

増減

人身交通事故 物　　損

交通事故

（２月２８日現在）（３月１日現在　住民登録人口） （２月２８日現在）

神岡町 7,564

宮川町 573

河合町 858

古川町

町別人口内訳

13,952

ご 寄 付

次の方から温かいご寄付をいただきました。

【一般寄附金】

楽天 Edy（株）　様　　　　　　　企業名のみ公表

布施　雅章　様（古川町）　　　　　　 金５万円

【飛騨市民病院へ】

ひだしん会　様（高山市）　　　　　 金１０万円

伊藤　聡美　様（愛知県）　　　　 氏名のみ公表

【飛騨市および市内小中学校へ】

（有）まるじん　様　アルコール消毒ジェルタイ　

プ 500ml　　　　　　　　　　　　 １，０００本

【市内小学校新１年生へ】

高山信用金庫　様　　おこづかい帳　計１８０冊

お名前　　　　　住所　　　　　　　　保護者

【神岡町】

佐藤　理月帆　　東町（白山３）　　　悠紀・真由美

【河合町】

岡﨑　朱唄　　　稲越　　　　　　　　賢一郎・美春

お 誕 生

りつほ

あかはい

【お詫びと訂正】

　広報ひだ２０２２年２月号１９ページ「まち

の話題いろいろ」の、『１月２０日 地域の文化

財を火災から守る』の記事に誤りがありました。

　『樹齢１０００年以上という県の天然記念物

に指定されている』とあるのは、正しくは『樹

齢約３５０年と伝えられ、県の天然記念物に指

定されている』でした。

　皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお

詫びし訂正させていただきます。

お 悔 み

お名前　　　　　住所　　　　　　　　年齢

【古川町】

山本　　昭　　　下野　　　　　　　　（81）

田口　みち子　　宮城町　　　　　　　（84）

森谷　良夫　　　末広町　　　　　　　（90）

石原　捷榮　　　太江　　　　　　　　（80）

大屋　勇　　　　片原町　　　　　　　（86）

池田　孝吉　　　向町一丁目　　　　　（72）

古市　ヨシ子　　片原町　　　　　　　（78）

千原　弘樹　　　三之町　　　　　　　（53）

大嶋　孝司　　　末広町　　　　　　　（82）

岩嶋　宰德　　　向町二丁目　　　　　（88）

岡田　苗子　　　壱之町　　　　　　　（86）

井之口　藤男　　沼町　　　　　　　　（88）

岩佐　豊一　　　末広町　　　　　　　（94）

渡邉　久郎　　　壱之町　　　　　　　（85）

水畑　安次　　　若宮一丁目　　　　　（90）

【宮川町】

櫻枝　克洋　　　森安　　　　　　　　（74）

志田　敏江　　　林　　　　　　　　　（94）

【神岡町】

河上　一男　　　東雲（東雲下）　　　　（87）

佐藤　正春　　　船津（幸土２）　　　　（92）

森　孝慶　　　　東雲　　　　　　　　（88）

藤井　　子　　　船津（緑町）　　　　　（88）

堀辺　英臣　　　江馬町（江馬４）　　　（86）

上手　清重　　　桜ケ丘（江馬１）　　　（95）

　村　律子　　　船津（蔵前）　　　　　（43）

中田　優子　　　坂富町　　　　　　　（89）

中田　きぬ　　　船津（堀川３）　　　  （96）
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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

特 レ ポ

　神岡商工会議所の亀谷豊会頭とＮＰО法人神岡・町づくり

ネットワークの鈴木進悟理事長が都竹市長に対し、神岡町城

ケ丘にある鉱山資料館（高原郷土館）のリニューアルの早期

実現などを盛り込んだ要望書を手渡しました。

　同館を楽しく学べる新たな集客拠点としてリニューアルす

る施策の早期実現、集客力のある道の駅宙（スカイ）ドーム

神岡の機能強化、ガッタンゴーや江馬氏館跡公園、坂巻公園

との連携を強化する施策などについて要望されました。

　都竹市長は「『鉱山のまち・神岡資料館』といったような、

文化を伝える機能にウェイトを置いた施設を考えている。し

かし、合併特例債がない今、財源が大きな課題。補助金やふるさと納税をうまく使いながら、費用の見通しが立って

から進めたい。企業版ふるさと納税の呼びかけなど、ご協力をお願いしたい」などと話しました。

鉱山資料館の早期リニューアルなどを要望
地元経済団体などが地域振興策など求める要望書を提出

2/3

特 レ ポ

　防災について学んできた小中学生や高校生らが、実際に町

中へ出向き、防災を肌で体験する取り組み「防災タウンウォッ

チング」が、「第３回防災活動大賞」（清流の国ぎふ防災・減

災センター主催）で大賞を受賞したことを受け、関係者が市

役所を訪れ、都竹市長へ受賞と活動内容の報告をしました。

　企画や進行を手がけた手嶋さんは「プログラムの汎用性に

気をつけて（大賞の）プレゼン内容などを作ったので、そこ

をしっかり評価されて、ほっとしました。受賞は嬉しいですが、

次の展開を考えていかなければ」と気をひきしめていました。

　プログラムの作成などに協力した防災士の北平さんは「活

動を知って『面白そう。教えて』と興味をもってくださった方も多くみえました。裾野が広がっていく可能性を感じ

ています」などと話されました。

中心メンバーが都竹市長へ受賞を報告
防災タウンウォッチングが 「第３回防災活動大賞」

2/1

特 レ ポ

　飛騨古川青年会議所と飛騨市社会福祉協議会、市の３者が、

災害時等における協力体制に関する協定を締結しました。

　今回の協定では、平常時には情報の共有や連携体制の強化

をはかり、災害が発生した時には、市が行う復旧活動や、市

社協による災害ボランティアセンター運営などの応急対応活

動について、同青年会議所が協力することなどを定めていま

す。全国へ支援をつなげていただくことも期待されます。

　協定締結式では、同青年会議所の齋藤憲一理事長、市社協

の白川孝裕会長、都竹市長が出席し、協定書にサインを交わ

しました。

　齋藤理事長は「事前に協定を結び、普段から情報交換をしながら良い関係を築いておけば、有事の際にも迅速な対

応ができると考えます。市を支える青年経済人として、今後とも市の発展に寄与していきたい」と話されました。

災害時等における協力体制に関する協定を締結
飛騨古川青年会議所と飛騨市社会福祉協議会、市が連携

2/3
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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 ポいろいろ
まちの話題

特 レ ポ

　古川町上気多の吉城高校が進めている課題解決型キャリア

教育「ＹＣＫプロジェクト」の活動報告会が、飛騨市文化交

流センター・スピリットガーデンホールで開かれました。

　生徒らは、和光園での清掃活動や小学生への学習サポート

などのボランティア活動、夏休みに実施した飛騨市長による

特別補習での学びといった「ＹＣＫ課外活動プログラム」の他、

地域の大人と語る会や防災授業など「総合的な探究の時間」や、

ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）での取り組みを発表。

オンラインで配信しました。

　発表を聞いた岐阜大学教職大学院の長倉守准教授は「飛騨

のひと、もの、ことを理解することから取り組んで」「魅力や課題の背後にある問題の複雑性をきちんととらえてほ

しい」「答えは１つとは限らない。自分ならではの答えを模索して」などとアドバイスされました。

取り組みを通じて得たそれぞれの学びを発表
吉城高校生が 「ＹＣＫプロジェクト」 の活動報告

2/4

特 レ ポ

　飛騨市と友好都市の台湾・新港郷をリアルタイムでつなぐ

「台湾・新港郷交流オンラインツアー」を行いました。新型コ

ロナ感染拡大で行き来できなくなったため、市が初めて企画

し、新港郷の皆さんに冬の瀬戸川や古い町並みなど古川町の

魅力を楽しんでもらいました。

　この日、台湾からは林茂盛郷長をはじめ、新港文教基金会

関係者や公募した市民ら約７０人が参加。市職員で通訳案内

士の桂川丹奇さんがマイクを握り、都竹市長や古川祭保存会

も参加し、オンラインで町内の紹介やゲームを行いました。

　瀬戸川と白壁土蔵街、渡辺酒造店の酒造りの工程などの見

学、特産品や飛騨の薬草の紹介がありました。約２時間にわたる交流の後、林郷長は「楽しい企画をありがとうござ

いました」とお礼の言葉を述べられました。

友好都市の台湾・新港郷に古川の魅力を発信
コロナ禍でもオンラインで安心 ・ 安全の交流会

2/12

特 レ ポ

　卒業式を間近に控えた河合小学校の６年生１０人が、河合

町角川のいなか工芸館で伝統産業「山中和紙」の紙すきを行い、

世界に一つだけの卒業証書づくりに取り組みました。

　児童たちは、手すき和紙職人の柏木一枝さんから和紙の原

料や作り方を学んだ後、一人ひとり柏木さんの手ほどきを受

けながら紙をすき、乾燥機で乾かして完成させました。

　無事にできあがって胸をなでおろした板屋茜之介君は「桁

が結構重く、動かして厚さを均等にするのが難しかった。自

分ですいた卒業証書がもらえると思うと、とてもうれしいで

す」、水川春太郎君は「６年間の思い出のこもった卒業証書を

自分で作ることができてよかったです」、土田結夢さんは「桁が重く、思うように水が切れませんでしたが、何とか

仕上げました。苦労して作ったので、卒業式が楽しみ」と話し、笑顔を見せていました。

河合小６年生が恒例の紙すき
卒業証書を山中和紙で

2/14



19

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

　令和３年度に「人権推進校」に指定され、人権意識を高め

る活動に取り組んだ神岡小学校に対して、岐阜地方法務局高

山支局の干場昌幸支局長から感謝状が手渡されました。

　今年度は、神岡小学校の児童らが「人権の花運動」として、

前指定校から引き継いだヒマワリの種を育てたり、同校で開

催された車いすバスケットボール体験教室で障がいのある方

への理解を深める取り組みなどを行いました。

　児童を代表して５年生の新野陽斗さんが、次の指定校であ

る尾崎小学校の皆さんに対し、「きれいな花を咲かせて、また

次の学校に引き継いでいってください」とメッセージを送り

ました。また、同じく高平結生さんがこれまでの活動を振り返り、「準備や計画は大変だったけれど、神岡町内の施

設へヒマワリの種を渡しに行った時、たくさんの人が喜んでくださって、とても嬉しかったです」などと語りました。

学んだ思いやりの心、地域へ広がって
今年度の人権推進校の神岡小学校へ感謝状を贈呈

　古川小学校６年生と、同校卒業生でプロギタリストとして

活躍する野村陽一郎さんとの「オンライン交流」が開かれ、

卒業を控えた児童たちに歌とメッセージを贈りました。

　野村さんは、２００５年に音楽ユニット『二千花（にちか）』

を結成し、２００７年にメジャーデビュー。現在は、アイド

ルグループ「日向坂 46」の『ドレミソラシド』をはじめとし

た楽曲の作曲や編曲などを手掛けられています。

　野村さんは、学校での思い出やこれまでの経験を紹介。「ど

んな些細な事でも体験することが大切」などとアドバイスし

ました。児童たちは「夢を持って生きたいと改めて思いました」

「私もピアノをやめたいと思ったことがありますが、野村さんのお話を聞いて将来に生かしてみたいと思います」「今

日のお話を僕の生き方につなぐことができたらいいなと思いました」などと感想を述べていました。

古川小出身の野村陽一郎さんが歌や講話
古川小６年生がプロのギタリストとオンライン交流

特 レ ポ
2/28

特 レ ポ

　神岡町で最先端の宇宙物理学研究を行っている東北大学

ニュートリノ科学研究センターに対し、ふるさと納税を通じ

て寄せられた寄附金の贈呈式が市役所で行われました。

　市は、ふるさと納税の仕組みを活用した寄附でさまざまな

団体や事業を応援するメニューを設けています。昨年新たに

設定した東北大学に対するメニューには約７９００万円の寄

附が寄せられ、このうち返礼品の購入や手数料などを除いた

額の３割にあたる１１９０万円を寄贈することになりました。

　この日は、都竹市長が東北大学ニュートリノ科学研究セン

ター長の井上邦雄教授に目録を手渡しました。井上教授は「想

定外の金額に驚いています。若手研究者の海外での研究活動など、特に人材育成の充実に活用させていただきます」

などと話し、感謝の言葉を述べ、都竹市長に感謝状を渡されました。

東北大学の宇宙物理学研究を寄附で支援
ふるさと納税を通じて寄せられた寄附金を贈る

2/14

特 レ ポ
2/25
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再生紙と環境に優
しい植物インキを
使用しています。

作り方
❶　ボウルに生姜すりおろし、玉ねぎすりおろし、３同割を合

　　わせて一口大にスライスした豚バラスライス肉に加え、　

　　３０秒間良く揉み込み、１５分間漬け込む。

❷　玉ねぎを繊維に逆らって５ミリ幅で切る。パクチーは１度

　　水でよく洗い、水気を拭き取る。

❸　フライパンでサラダ油を熱し、玉ねぎを炒める。３０秒ほ

　　ど炒めたら豚バラスライス肉を汁ごと全て加え、火がしっ

　　かり通るまで炒める。

❹　最後に器に盛り付けて仕上げにパクチーをあしらって完

　　成。

※パクチーは好みに合わせて三つ葉やネギ、茗荷などでも美味

　しくいただけます

【材料（２人前）】

豚バラ（スライス）　…２００ｇ

飛騨産玉ねぎ…１個（小なら２個）

飛騨産玉ねぎすりおろし…大さじ１

サラダ油…小さじ２

生姜すりおろし…１０ｇ（１片分）

パクチー…少々

濃口醤油　

みりん

酒

飛騨市食の大使  工藤英良氏監修

豚肉生姜焼き パクチー添え

調理時間３０分　一人あたり５１６ｋｃａｌ

食のまちづくり推進課 0577-62-9010

飛騨めし
レシピ

　１０年にわたり、公邸料理人とし

て世界各国の賓客に和食を提供。

現在は出張料理人として１日１

組限定の特別コースを各地で提

供しています。

　令和３年６月２９日に飛騨市の

「食の大使」に就任。飛騨市の「食」

の認知度向上やブランディングに向けた

取り組みをサポートしています。

工藤 英良 氏 プロフィール

Vol.4

　３同割＋玉ねぎおろしに漬け込んだ豚肉は小麦粉を付け

ずにそのまま炒める。作業の効率化が図れると同時に清酒

と玉ねぎおろしの作用で加熱をしてもしっとりとした食感

に。冷めても美味しい生姜焼き。

　飛騨のお米とも相性バッチリ。ぜひお米と一緒にお召し

上がりください。

各大さじ２

（３同割）

・豚バラスライス肉…２００ｇ：７７２kcal　

・たまねぎ……………２００ｇ：７４kcal

・サラダ油…………………４ｇ：３７kcal　

・しょうが………………１０ｇ：３kcal

・醤油……………………３６ｇ：２６kcal

・みりん…………………３６ｇ：８７kcal

・酒………………………３６ｇ：３３kcal

合計１,０３２kcal（２人前）１人前：５１６kcal

カロリー計算（詳細）

※３同割（さんどうわり）とは、料理用語で３つの

　ものを同じ分量で配合することをいいます

「飛騨市まるごと食堂」は、飛騨市の生産物を知ってもらい、地元

で美味しく食べてもらうことを目的に生産者と飲食店がコラボ

し、期間限定メニュー提供するイベントです。今年は、各月にテ

ーマを決めて 1年通して開催します。※５月以降は、随時更新し

ますのでホームページをご確認ください

旬の味覚を楽しもう！飛騨市月間まるごと食堂

※コラボメニュー ※開催店舗やメニュー情報は、右コードを

　ご確認ください ※写真はイメージです

岐阜を代表するブランド牛
４月の
テーマ 「飛騨牛」！
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