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9:10 ～ 9:30 杉崎センター

実施日

５月１２日
（木）

５月１３日
（金）

時　間 場　所

古川町

9:35 ～ 9:45 太江農業センター

9:55 ～ 10:05 袈裟丸研修センター

10:25 ～ 10:30 数河緑地管理センター

10:40 ～ 10:50 末高研修センター

10:55 ～ 11:05 谷研修センター

11:10 ～ 11:20 五ヶ村研修センター

11:25 ～ 11:35 黒内研修センター

11:40 ～ 11:50 下野研修センター

9:20 ～ 9:30 栗原センター

9:35 ～ 9:40 朱雀会館

9:50 ～ 9:55 高野公民館

10:00 ～ 10:05 平岩公民館

10:10 ～ 10:15 畦畑公民館

10:30 ～ 10:40 中野公民館

10:45 ～ 10:55 上野公民館

11:05 ～ 11:10 トレーニングセンター

11:15 ～ 11:25 上気多公民館

11:30 ～ 11:50 飛騨市役所

8:35 ～ 8:40 和佐保神社

実施日

５月９日
（月）

５月１０日
（火）

時　間 場　所

神岡町

9:10 ～ 9:15 森茂上バス停

9:20 ～ 9:25 岩井谷バス停

9:35 ～ 9:45 下之本多目的集会所

9:50 ～ 9:55 和佐府神明神社

10:45 ～ 10:55 麻生野公民館

11:05 ～ 11:15 介護医療院たかはら 入口付近

11:20 ～ 11:35 桜ヶ丘体育館

12:05 ～ 12:10 横山旧ドライブイン

12:15 ～ 12:20 東漆山夢館付近

12:30 ～ 12:35 西漆山正眼寺

8:55 ～ 9:00 柏原パーキング

9:10 ～ 9:25 旧山田小学校

9:35 ～ 9:45 寺林公民館

10:00 ～ 10:10 吉田公民館

10:15 ～ 10:20 上村コミュニティセンター

10:25 ～ 10:35 西野町いこいの広場

10:45 ～ 10:50 蟻川児童公園

10:55 ～ 11:10 飛騨市神岡消防署裏

11:15 ～ 11:40 神岡振興事務所

9:00 ～ 9:45 神岡振興事務所５月１５日
（日）

予備日

10:30 ～ 11:15 飛騨市役所

9:10 ～ 9:15 杉原診療所

実施日

５月１１日
（水）

時　間 場　所

河合町・宮川町

9:20 ～ 9:25 祢宜ヶ沢上公民館

9:30 ～ 9:35 桑野バス停

9:40 ～ 9:45 戸谷公民館

9:50 ～ 9:55 平成橋（塩屋側）

10:00 ～ 10:05 打保防災庫

10:20 ～ 10:25 西忍 宮川町老人福祉センター

10:30 ～ 10:40 宮川振興事務所

10:50 ～ 11:00 大無雁コミュニティセンター

11:05 ～ 11:15 河合振興事務所

11:20 ～ 11:25 上村集会場

11:30 ～ 11:35 羽根高齢者活動生活支援促進機械施設

11:45 ～ 11:50 元田体育館

13:10 ～ 13:15 芦谷バス停

13:20 ～ 13:25 地場産品施設（桂上）

13:30 ～ 13:35 寺村橋広場

13:40 ～ 13:45 花の木公園

13:50 ～ 14:00 稲越多目的研修センター

令和４年度　飛騨市狂犬病予防集合注射日程のお知らせ
お
知
ら
せ

登録と狂犬病注射予防接種は飼い主の義務です

　狂犬病予防法により、飼い主には犬の登録と

毎年の予防注射が義務づけられています。

※違反した場合、法令による罰則があります

※動物病院でも登録及び接種ができます

■集合注射の料金　３，２００円

お釣りのいらないよう、料金をお持ちください

（注射手数料 2,650円＋注射済票交付手数料 550円）

※新規登録は、別途登録手数料（3,000円）が必要です

information
Hida City 市役所からのお知らせ

環境課

0577-73-7482

■雨天決行です

■案内ハガキを必ずお持ちください

　（４月下旬に発送します）

■糞は必ず持ち帰りましょう

■どの会場でも注射を受けることができます

　都合のよい日時・場所で注射を受けてください
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■対象となる空家　過去に居住の用に供されていた建物（小屋、倉庫を除く）で、おおむね１年以上居住の用に供され

　　　　　　　　　ていない空家であること（※この他にも要件があります）

■補助対象者

　⑴所有者等　空家の所有者もしくは法定相続人またはこれらの方から委任を受けた方

　⑵行政区等　空家を所有する行政区、自治会、認可地縁団体等または上記⑴の所有者等から委任を受けた行政区等

■補助率等

　⑴所有者等の場合　対象：一般空家、特定空家　　補助対象経費の１/２以内、上限１００万円

　⑵行政区等の場合　対象：一般空家　　　　　　 補助対象経費の１/２以内、上限１００万円

　　　　　　　　　　対象：特定空家（解体のみ）　 補助対象経費の１/２以内、上限２００万円

　　　　　　　　　　対象：特定空家（取得含む）　 補助対象経費の２/３以内、上限２００万円

■補助対象経費

　空家の解体工事費、空家解体に伴う廃材処分費（※空家内部の家財道具や敷地内の動産等の処分は対象外です）

■その他

　・補助金申請の前に補助要件等確認のための事前相談が必要となります。まずは、総務課までご相談ください。

　 　事前相談期間：５月３１日(火)まで（補助金申請の受付は６月以降を予定しています）

　・この補助金は、交付決定額の総額が予算上限に達した時点で受付終了となります。また、申請件数が多数の場合は

　 補助要件審査による選考となる場合があります。あらかじめご了承ください。

　・その他の補助要件や必要な書類など、詳細は市ホームページで確認いただくかお問い合わせください。

　良好な生活環境を確保するため、市内の空家を解体（除却）する場合に必要となる費用の一部を補助する「飛騨市空

家除却補助制度」を創設しました。利活用の見込みがなく、不要な空家の解体をお考えの方はぜひご活用ください。

空家の取り壊しを支援する「空家除却補助制度」を創設
お
知
ら
せ

総務課 0577-73-7461

【イサム・ノグチ　「光の彫刻」展　～和紙と竹が一体となって生み出された、モダンデザインの名作～】

　本展では、飛騨・世界生活文化センターの協力のもと、彫刻家イサム・ノグチ氏の「光の彫刻」〈あかり〉作品約９０点

を展示します。さらに高山市の写真家 故田中一郎氏撮影のイサム・ノグチの写真

４点を特別展示します。

トークイベント「～イサム・ノグチの〈あかり〉をめぐって～」

　■日時　４月２４日(日)　１４:００～　　　■場所　飛騨市美術館　研修室

　※申込不要・参加無料　※入館料必要

実技ワークショップ「石塑粘土で笑福猫(虎)をつくろう！」

　■日時　５月８日(日）、５月１５日（日）（全２回）１３：３０～１６：００

　■場所　古川郷土民芸会館　　　■対象　保育園年少から大人まで（定員１５人）

　※要申込・参加費６００円

【うっとりがみの「透かし折り紙」展　～光と灯で広がる癒しの世界～】

　北欧の国で伝承されてきた「透かし折り紙」を、日本の風土に合った形に工夫

し、その普及に取り組んでいる中村香代氏らの作品を通して、皆さんに癒しや希

望を演出し、明日への元気を届けます。

　飛騨市美術館で２つの企画展を開催します。ぜひご覧ください。詳細は同館ホームページをご確認ください。

飛騨市美術館で２つの企画展を開催（４月１６日～６月１２日開催）
お
知
ら
せ

飛騨市美術館 0577-73-3288

補助金申請手続の詳細はこちら→

▲イサム・ノグチ《UF4-L10》(1986)
©宮川邦雄

▲中村香代《ポインセチア》（2014）
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　令和４年度に市内で行われる選挙

の期日前投票事務従事者および期日

前投票立会人を募集します。期日前

投票事務従事者は市の会計年度任用

職員、期日前投票立会人は非常勤の

特別職職員として勤務します。

■任用期間等

　期日前投票期間のうち１～２週間

　程度（ご都合を事前確認し調整、

　決定）

■給料または報酬

　期日前投票事務従事者

　時給８８０円

　期日前投票立会人

　日額９，０００円

■応募方法

　以下までお問い合わせいただくか

　市ホームページで詳細をご確認の

　うえお申し込みください。

「期日前投票事務従事者、

期日前投票立会人」を募集

募
　
集

飛騨市選挙管理委員会

0577-73-7461

　４月から古川町の一部スポーツ施

設等を対象とした予約システムの運

用を開始しました。

　窓口に行かなくても、スマホ・パ

ソコン等を使っていつでも空き状況

の確認・予約ができます。

　初めて予約する際は「利用者登

録」が必要となります。詳しくは市

ホームページ（下コード）をご覧い

ただくか、以下までお問い合わせく

ださい。

公共施設予約システム運用

開始（古川の一部施設）

お
知
ら
せ

スポーツ振興課

0577-62-8030

　ＹｕＭｅハウス（河合町稲越）

は、指定管理者からコロナ禍による

利用者減少を理由とした休館の協議

を受け、令和４年４月から長期休館

しています。ご理解をいただきます

ようお願いします。

ＹｕＭｅハウスは令和４年

４月から休館しています

お
知
ら
せ

管財課 0577-73-3741

　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。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

情報の広場

食のまちづくり推進課 0577-62-9010

　市が窓口となり地元ボランティアによって続けられ

てきた「あぶらえの搾油」は、令和４年２月の搾油を

もって終了させていただきましたので、今後の搾油に

ついてお知らせします。

■今後の搾油について

　令和４年７月オープン（予定）の上町農産物直売所

（道の駅アルプ飛騨古川）で搾油サービスを開始する

こととなりました。搾油作業の価格帯が若干変更とな

りますが、年間を通して搾油が可能となります。

　なお、新たな価格表は以下のとおりです。

■価格表（税込）

※搾油機の１回当りの作業容量が最大２.５㎏のため、

　搾油回数に応じて価格が変動します

上町農産物直売所で「あぶらえ（エゴマ）

搾油サービス」を開始

お
知
ら
せ

市民保健課（本庁舎） 0577-73-7464

　国民健康保険では、加入者を対象に人間ドック受診

費用の助成を行っています。

■対象

　次のすべてに該当する飛騨市国民健康保険加入者

　・満３５歳以上であること（受診日現在）

　・国民健康保険料を完納していること

　・同一年度内に特定健診を受診していないこと

　・人間ドックの検査結果を市に提供できること

　・検査結果により特定保健指導の対象となるときは、

　　市保健師による指導を受けること

■助成金額　１６，０００円

■申込・受診期限　令和５年２月２８日

　※助成を受けるには、受診前に市民

　　保健課または各振興事務所国保担

　　当への申請が必要です。詳細はお

　　問い合わせください

国民健康保険人間ドック受診費用の助成
お
知
ら
せ

１回（２.５㎏）当りの搾油搾油作業 １,５００円

１００ml/瓶瓶（キャップ付） １５０円
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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

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

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

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 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

■敷金　家賃の３カ月分　　■申込期間　４月２１日(木)～４月２８日(木)　　■入居予定日　６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

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）

　国民健康保険に加入（職場の健康

保険などをやめたとき等）や喪失

（職場の健康保険などに加入したと

き等）をするときには１４日以内に

届出が必要です。

■加入の届出が遅れると…

　保険料は、加入の届出をした月か

らではなく、資格を得た月の分から

納めるので、資格を得た月まで遡っ

て保険料を納めなければなりませ

ん。（遡及賦課）

■喪失の届出が遅れると…

　保険料が請求され続けるうえ、保

険証が手元にあるため、うっかりそ

れを使って医療機関等を受診してし

まった場合は、国保が負担した医療

費はあとで返していただかなければ

なりません。

 詳細は、市民保健課もしくは各振

興事務所国保担当までお願いしま

す。

国民健康保険の届出は１４

日以内に

お
知
ら
せ

市民保健課（本庁舎）

0577-73-7464 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によ

り、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

（５月の献血バス）

お
知
ら
せ

５月１０日（火）

１２：００～

１３：００

日　時 場　所

日本レヂボン

(株)古川工場

５月１１日（水）

　９：００～

１０：００

（株）ＫＶＫ

　飛騨古川工場

１２：３０～

１３：３０

神岡部品工業

(株)

１５：００～

１６：３０
神岡振興事務所

　手話奉仕員養成講座を開催しま

す。手話を学んで聴覚障がい者とコ

ミ ュ ニ ケ ー

ションしませ

んか。受講を

希望される方

はお問い合わ

せください。

■講座名

　手話奉仕員養成講座（入門課程）

■開催日

　５月３０日（月）～１１月１４日

　（月）毎週月曜日

　１３：３０～１５：００

■会場　神岡振興事務所

■対象者

　市内在住で高校生以上の方。手話

　に興味のある方ならどなたでも歓

　迎。

■申込締切　５月９日（月）

　　　　　　定員１０人

　

■費用

　受講料無料

　テキスト代３，３００円（税込）

手話奉仕員養成講座の

受講者を募集

募
　
集

総合福祉課 0577-73-7483
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　図書館では、登録団体の利用状況

を把握するため、毎年度の登録更新

をお願いしています。飛騨市図書館

または神岡図書館にご来館いただ

き、更新手続きをお願いします。

■更新期間　４月３０日（土）まで

■手続き内容

　　申請書の記入、住所・連絡先の

　確認

■お持ちいただくもの

　　団体の住所または代表者の住所

　が記載されたもの（施設パンフレ

　ットや施設概要が書かれたもの、

　名刺、ホームページを印刷したも

　のなど。特定の住所がない場合は

　代表者の身分証明書）

※図書利用カードは図書館で保管し

　ています

図書館利用団体の登録更新を
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

高齢者の関係する死亡事故が続発！

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

『ぐりとぐらのたまご』
ブルーシープ

　「絵本が教えてくれる日々うっかり

こぼれ落ちてしまいそうな大切なこ

と」を、手のひらに乗るぶんだけ集め

てみた本。懐かしい絵本と同じ料理や

暮らしをしてみたくなりました。

『はじめてのせかいでいちばん
うつくしいげんそずかん』
セオドアグレイ／著　創元社

　身近な元素を番号順に９つ紹介し

た図鑑。どんなものがその元素でで

きているのか、写真付きで楽しめま

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

【特徴】

■歩行中の被害は早朝や夜間の暗い時間

　帯での発生が多く、横断歩道のない場

　所での道路横断中の被害が目立つ

■自転車の事故は自宅周辺での事故が多

　く、信号機の無い交差点等で発生

■自動車乗車中の事故は昼間が多く、カ

　ーブで対向車線へはみ出しでの正面衝

　突事故等が発生

　歩行者・自転車利用者の方は、日没だけ

でなく、朝も反射材を着用し「止まる・見る・

待つ・確かめる」を徹底しましょう。自動

車を運転される方は、体調が少しでも悪い

ときは、車の運転を控えるほか、車の運転

に不安のある方は、安全運転相談ダイヤル

「＃８０８０（シャープハレバレ）」に相談

しましょう。

058-275-5111

岐阜県公共図書館協議会事務局

（岐阜県図書館内）

　岐阜県内の図書館へ行って、スタ

ンプを集めるとノベルティグッズを

プレゼントします。ぜひ足をお運び

ください。

■期間 ５月１５日（日）まで

■場所

　　飛騨市図書館、神岡図書館ほか

　県内の加盟館

■内容 

　　期間中に本を借りた方、または

　来館した方にスタンプを押印。子

　ども（１８歳以下）はスタンプを

　３つ、大人は５

　つ集めるとノベ

　ルティグッズを

　プレゼント。

「清流の国ぎふ・図書館スタ

ンプラリー２０２２」を開催

お
知
ら
せ

0577-73-7495生涯学習課

　人間味と

技が魅力の

チンドン。

笑いと笑顔

で会場を沸

かせます。知られざるチンドン秘話

や大道芸、懐メロなど、知らない世

界へあなたを招きます。

　参加をご希望の方は、生涯学習課

までお電話でお申し込みください。

（飛騨市社会福祉協議会共催事業）

■日時　５月２２日（日）

　　　　１３:３０～１５:００

■会場　古川町公民館

■講師　蛯谷昭久

■出演　チンドンまいどはや

■参加費　無料

■定員　１００人（先着）

公民館講座「笑いと笑顔 

チンドントークとチンドン」

お
知
ら
せ



5/12(木) 13:30～15:30 ハートピア古川
古川町保健センター
☎0577-73-2948

5/19(木) 13:30～15:30 ハートピア古川
飛騨保健所
☎0577-33-1111（内線312）

13

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

5/18(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)

○

5/17(火)、18(水)
30(月)、31(火)

古川町商工会
☎0577-73-2624

商工課
☎0577-62-8901

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

5/19(木)

5/12(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)

○

-

5/11(水)、18(水)

25(水)
県若者サポートステーション
☎0577-35-4770

5/31(火) 11:00～15:00 古川町公民館
ハローワーク高山
☎0577-32-1144

5/16(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 ○ 5/26(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）

○

○こころの相談室
(精神保健福祉士によるこころの相談)

こころの健康相談
(精神科医師によるこころの相談)

　「里親制度」をご存じですか？

　「里親」とは、さまざまな事情で家庭で育つことができなくなった子どもを自分たちの家庭に迎え入れ、あたたかい

愛情と正しい理解を持って養育してくださる人のこと。

　「里親制度」は、児童福祉法に基づいて、里親家庭のも

とでの養育を子どもたちに提供する制度です。

　岐阜県では、里親制度の推進に取り組んでいます。

　里親になるには、所定の研修の受講など一定の要件が

あります。

　子どもは、地域の支えがあれば、慣れ親しんだ地域で

生活することができます。全ての学校区に里親がいるこ

とを目指して、飛騨地域で里親になってくださる方を求

めています。

　里親制度に関心を持っていただける方は、飛騨子ども

相談センターへお問い合わせください。

地域で子どもを育てる「里親制度」～各校区に里親を～
お
知
ら
せ

岐阜県飛騨子ども相談センター（児童相談所） 0577-32-0594

＜お知らせ＞令和３年度は新型コロナウイル

　　　　　　ス感染症の影響から実施を見合

　　　　　　わせておりました「ボランティ

　　　　　　ア里親募集」は事業終了となり

　　　　　　ました。今後は、里親制度の推進

　　　　　　のご協力をお願いします。


