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お 知 ら せ

　平成２４年４月１７日の任期満了に伴う、下呂市長
選挙・下呂市議会議員選挙の日程が決まりました。
　告示日 ４月８日（日）／投票日 ４月１５日（日） 
◆立候補予定者合同説明会
　日時：２月２９日（水）１４時～／会場：星雲会館 天慶の間
◇問合先／下呂市選挙管理委員会事務局
　　　　　（総務部総務課内） ☎ 24-2222 内線 214

下呂市長選挙・市議会議員選挙の日程

　市では、留守家庭における児童の放課後の健全育
成のため、放課後児童クラブを開設します。対象と
なるお子さんは、小学１～３年生で１か月につき１５日
以上保育に欠けるお子さんです。希望される保護者
の方は、児童福祉課または、各振興事務所で必要書
類を受け取り、関係書類を添えて申請してください。
◆申請期間▷２月１日（水）～２月２９日（水）まで
◇問合先／福祉部児童福祉課 ☎ 52-2882 内線 614

平成 24 年度 放課後児童クラブの利用申し込み

　市内商店街の空き店舗を活用して、これから小売
業や飲食業及びサービス業等を営もうとする方に賃
借する家賃・改修費の一部を補助しています。
◆要件▷商店街にある空き店舗で、店舗として使用
できる状態で６か月以上事業を行っていない物件／
借り上げに係る契約期間が３年以上であること／居
住地（法人の場合は本社所在地）が市内であること
／市税を完納していることなど
◆補助内容▷３分の１以内の補助
　詳しくは、お問い合わせください。
◇問合先／観光商工部商工課 ☎ 24-2222 内線 155

下呂市商店街空き店舗活用事業補助金

　学校で講師が必要な時のため、小
中学校の教職員（教諭、養護教諭、
学校栄養職員等）が産休等を取得し
た時の補充者（講師）として、教員等
免許をお持ちの方は人材バンクへの
登録をお願いします。
◆登録資格▷教員、栄養士免許をお持ちの方、年齢不問
◆申し込み▷教育委員会にある登録用紙（市ホーム
ページからも入手可）に必要事項を記入の上、学校
教育課へ提出してください。
※採用は人材バンク登録者の中から面接により選考
します。勤務条件等詳細はお問い合わせください。
◇問合先／教育委員会学校教育課 ☎ 52-2980 

小中学校講師 人材バンク登録者募集

主催：下呂市　 問合先：観光商工部商工課  ☎ 24-2222 内線 155

▪対象者：一般求職者、Ｕターン等就職希望者
　　　　　今春学卒予定者など
●入場無料　●入退場自由　●履歴書不要

　「任期付職員」とは、あらかじめ採用期間を定めて採
用される職員です。採用期間が定められている以外は市
職員と同じ地方公務員となります。
　今回は任期付職員のうち、育児休業を取得する職員が
不在の期間の業務を行う「育児休業代替任期付職員」を
募集します。

〔採用試験〕　３月４日（日）　下呂市役所下呂庁舎
〔試験内容〕　パソコン操作（文書・表計算）、作文、面接
〔受験申込受付期間〕　2月1日（水）～23日（木）の
17 時までに人事課へ提出してください。（郵送の場合は
23日必着）詳細はお問い合わせください。

〔年齢要件〕　いずれの職種も昭和 27年 4月2日から平
成 6年 4月1日までに生まれた方

保健師・栄養士・一般行政職（事務職）・介護職

〔職種・採用予定人数・内容等〕
①保健師（３人）
　平成 24年４月1日～平成 25年 3月31日（１年）
　保健衛生業務全般に従事。必要資格：保健師免許
②栄養士（１人）
　平成 24年４月1日～平成 26 年 3月31日（２年）
　栄養管理業務全般に従事。必要資格：栄養士免許
③一般行政職（2 人）
　平成 24年４月1日～平成 26 年 3月31日（２年）
　平成 24年４月1日～平成 25年 3月31日（1年）
　行政事務全般に従事します。必要資格：高等学校卒　
　業以上の学歴
④介護職員（１人）
　平成 24年４月1日～平成 25年 3月31日（1年）
　小坂地域で夜勤を含む介護業務全般に従事します。
　介護業務経験を要します。

【注意事項】合格者は採用候補者名簿に登載され、職員の
欠員状況に応じて順次採用されます。なお、登録されても育
児休業中の職員の状況により、採用されない場合があります。

申込先　〒 509-2295　下呂市森 960 番地　下呂市役所総務部人事課　   ☎ 24-2222（内線 221）

平成 23 年度

下呂市任期付職員 採用候補者試験のご案内

下呂市就職ガイダンス2012

▪日時：2 月 7 日（火）  13 時～16 時
▪会場：星雲会館 天慶の間

下呂市で働く。未来のチカラになる。



①一般幹部候補生 ②技術幹部候補生 ③飛行幹部候補生
◆受験資格▷２２歳以上２６歳未満
◆受付期間▷４月２７日まで
◆一次試験▷５月１２日（土）
　　　　　　※③のみ１２・１３日の２日間
　受験に関する質問は、お気軽にお尋ねください。
◇問合先／自衛隊高山出張所 ☎ 0577-32-3028

24 年度 自衛隊幹部候補生の募集
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市では身体・知的・精神に障がいのある方に、交通
費の助成を行っています。該当される方は、社会福
祉課または各振興事務所までお尋ねください。申
請期限はいずれも３月１５日（木）までです。
◆人工透析療養者への通院手当（１２～２月分）
　市内に居住し、腎臓機能障がいによる身体障害
者手帳の交付を受けて人工透析療養を受けるため、
医療機関に通院している方に通院手当支給します。
通院１ 回につき４００ 円を支給。
◆知的・精神障がい者の交通費助成（９～２月分）
　市内に居住し療育手帳または精神障害者保健手
帳の交付を受けている方。療育手帳の交付を受けて
いる方の付添人が通所、通園、通勤、通学、通院し
た際の交通費（鉄道、バス、自動車）を助成します。
※申請には通所等の証明書、交通費の領収書が必
要です。通院は障がいに起因する場合に限ります。
◇問合先／福祉部社会福祉課 ☎ 52-3936 内線 606

福祉関連交通費助成の申請について

種別 団地名 住戸番号 構造・階数 間取り 家賃（円） 建設年度 住所
公営 かしなら団地 Ａ棟2号 木造２階建 3DK 13,500～26,600 Ｓ63 萩原町桜洞
特公賃 井尻団地 204号（単身用） 中耐火３階建 1DK 18,000～30,000 Ｈ7 金山町金山

２月募集住宅 ◆募集期間▷ 2 月１日～ 27 日まで　◆入居予定日▷ 4月 1日
◇問合先／建設部建築課 ☎ 52-2000  内線 218
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　現在ご利用されている「ぎふっこカード」は、平成
２４年３月３１日で有効期限が切れます。
　新しいぎふっこカードは、保育園、小・中学校、
高等学校等を通じて配布されます。お子さんが学校
等に通われていない世帯の方々は、市役所総合政策
課および各振興事務所で配布しますので、保険証、
母子健康手帳等をご提示ください。
 なお、現在のぎふっこカードは、新しいカードを受
け取られたら、各自で破棄願います（返却不要）。
問合先／岐阜県環境生活部少子化対策課　☎ 058-272-8077
　　　　　下呂市経営管理部総合政策課　☎ 24-2222 内線 252

岐阜県子育て家庭応援キャンペーン事業
「ぎふっこカード」の更新について

市が所有している土地を売却します。
申込期間▷２月１日～20 日
◆物件１
◦下呂市萩原町花池字石神 38 番 10
◦土地／360.64㎡
◦売却予定価格／10,097,920 円
　（１㎡当たり28,000 円）
◆物件２　
◦下呂市萩原町上村字松ヶ瀬 893 番 10
◦土地／386.38㎡
◦売却予定価格／10,818,640 円
　（１㎡当たり28,000 円）

◆物件３
◦下呂市萩原町上村字松ヶ瀬 893 番 11
◦土地／386.37㎡
◦売却予定価格／10,818,360 円
　（１㎡当たり28,000 円）
◆物件４
◦下呂市金山町菅田桐洞字和田 136 番 5
◦土地／240.56㎡
◦売却予定価格／1,924,480 円
　（１㎡当たり8,000 円）
※購入者は、土地を他人に貸し付け
　たり、売却することはできません。
※応募者多数の場合は抽選となります。

◇購入申込の資格
◦市が提示する土地価格及び土地条件
　に応ずる個人であること。
◦市に納付すべき税等に滞納が無いこと。
◦売買契約を締結する能力を有しない方（成年
　被後見人又は被保佐人、被補助人で契約締結
　のための必要な同意を得ていない方及び破産
　者で復権を得ない方）は購入できません。
◦集団的にもしくは常習的に暴力不法行
　為を行う恐れがある者並びに市長が
　不適当と認める者は購入できません。

◇問合・申込先
　下呂市役所総務部契約管財課
　　☎ 24-2222 内線 232

◆日　時▷２月１９日（日）
　　　　　１１時～１５時
◆会　場▷モンデウス飛騨位山
　　　　　スノーパーク
◆種　目▷ジャイアントスラローム
◆部　門▷小学校低学年の部（１～３年）、高学年の部（４
～６年）、中学生の部、一般男子各部・一般女子の部
◆参加費▷無料
◆申込〆切▷２月１０日（金）１７時までに、下呂市
体育協会事務局または市役所各振興事務所へ
◇問合先／下呂市体育協会事務局（あさぎりスポーツ公園内） 
　　　　　☎ 52-1514　FAX 52-1030

平成 23 年度 下呂市スキー大会 参加者募集

市有地を売却します


