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　昨年、飛騨地方に深刻な被害をもた
らした「平成 30 年 7月豪雨」を受けて、
国道４１号（下呂市金山町～小坂町）で
災害復旧工事を行っています。
　工事は複数箇所にわたり同時に施工
していますので、片側交互通行が連続
します。
　注意喚起を促す看板や交通誘導警
備員の配置などの対策を行っています
が、お出かけの際には時間にゆとりを
もって、安全運転を心掛けるようお願い
します。
　工事期間中、道路利用者の皆さまに
はご不便をお掛けしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。

高山国道事務所下呂維持出張所　☎ 25-4701

交通規制に関するお知らせ

問

　知的・精神障がい者の通所、通勤およ
び障がいに起因する通院（精神障がい者
のみ）にかかる交通費を助成します。
◆対象者　市内に居住する在宅の人
で、療育手帳をお持ちの人（知的障が
い者 1 人に対し付添人 1 人）または
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人
※所得制限があります。
◆助成対象期間　
　平成 31 年 3月～令和元年 6月分
◆持ち物
①交付申請書
②通所等証明書（通院の場合は医療機
関の診療明細書でも可）
③印鑑　④交通機関の領収書
⑤口座番号の分かるもの（新規の人）
◆申請期限　７月 15 日㈪
◆提出先　社会福祉課（星雲会館内）
　または各地域障がい福祉係

社会福祉課　☎ 52-3936 内線 605

知的・精神障がい者
交通費助成のご案内

問

　台風や豪雨、地震などの災害により
停電が発生した場合でも戸別受信機は
市販の電池で放送を受信することがで
きます。
◆停電時に防災情報などを聞き逃さな
　いためには？
・年に1回は必ず電池交換しましょう。
・停電が長引いたときに備え、予備の
　電池を準備しておきましょう。
・災害はいつ来るか分かりません。電
　池の残量はこまめに確認しましょ　
　う。（電池ランプが赤く点滅してい
　るときは交換が必要です）
◆戸別受信機には録音機能が備わって
　います！
・放送が聞こえにくいときに録音ス　
　イッチを押すとその放送を後から聞
　き直すことができます。
◆屋外で放送が流れているのに戸別受
　信機が放送を受信しない場合は、ま
　ずはご自身でアンテナがしっかり伸
　びているか、電池が切れていないか
　などのご確認をお願いします。それ
　でも直らない場合は危機管理課へご
　連絡ください。

危機管理課　☎ 24-2222 内線 272

災害・停電時には戸別受信
機がとても有効です！

問

●移住支援金
　（東京圏からの移住支援補助金）
　下記①または②を満たすもので、平
成 31 年 4 月以降に下呂市に移住し、
中小企業など（※ 1）に就業または県
内で起業した人（岐阜県地域課題解決
型創業支援事業の交付決定を受けられ
た人）に対し、単身 60 万円、2 人以
上の世帯の場合 100 万円を助成しま
す。
①住民票を移す直前に連続して5年以
上、東京 23 区内に在住していた人。
②住民票を移す3カ月前の時点におい
て、連続して 5年以上東京都、埼玉県、
千葉県、神奈川県（条件不利地域は除
く）から東京 23 区内の事業所などへ
通勤していた人。
（※ 1）中小企業とは、都道府県が構
築する就業支援マッチングサイト（岐
阜県の場合「ｼﾞﾝｻﾎﾟ！ぎふ」に掲載さ
れている企業。
◆市内中小企業の代表者の皆さんへ
　当該マッチングサイトへの掲載には
県の登録と併せて、岐阜県中小企業総
合人材確保センター（ｼﾞﾝｻﾎﾟ！ぎふ）
への求人登録が必要となります。
　詳しくはマッチングサイトをご確認
ください。
▷ https:www.jinzai-gifu.jp/uij_turn
◆その他支給要件がありますので、詳
しくはお問い合わせください。

市民活動推進課　☎ 24-2222 内線 254

新制度がはじまりました
「移住支援金」

問

　児童手当の受給資格は、毎年 6月に
前年所得などを基に判定されます。（所
得制限に該当した人には特例給付とし
て児童 1人当たり 5,000 円が支給され
ます）
　「現況届」を 5月末に送付していま
すので、市民課または各振興事務所（下
呂以外）の窓口へ提出してください。
提出がないと手当が受けられなくなり
ますので、期日までに手続きしてくだ
さい。
　必要書類など、詳しくは送付しまし
た案内をご確認ください。
◆提出期限　6月 28 日㈮

市民課　☎ 24-2222 内線 124・125

児童手当現況届の提出

問

　山・木・水とふれあうイベント「第
69 回下呂市みどりの祭」を開催しま
す。
◆日時　6月 30 日㈰　10:00 ～ 15:00
◆会場　皇樹の杜	 	
◆内容　天皇陛下御在位三十年および
皇太子殿下御即位に係る記念式典およ
び記念植樹の実施、木工教室などの
ブースを出店（一部有料ブース）	
※イベント内容は変更する場合があり
ます。詳しくは新聞折込チラシをご覧
ください。

林務課　☎ 53-2010	内線 143

第 69回下呂市みどりの祭

問
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　市では「国勢調査」などの各種統計
調査で、調査票の配布や依頼をしてい
ただく統計調査員を募集しています。
調査員は登録制となっており、あらか
じめご登録された人の中から、調査ご
とに依頼をさせていただきます。活動
期間中は、非常勤公務員の身分となり、
調査員報酬が支払われます。
　1日のうち調査活動にあてる時間は
ご自身で計画して進められます。この
機会に調査員として活躍しませんか。
◆登録要件
・原則 20 歳以上で、調査活動に支障
　がない人
・責任をもって調査活動を行える人
・調査によって知りえた秘密を守れる人
・警察、選挙、税務に直接関係のない人
・調査活動に不適切な職業、立場、経
　歴でない人
・車の運転ができる人

企画課　☎ 24-2222 内線 284

統計調査員募集中！

問

　就学前や小中学生のお子さんの体や
心の発達に対して、心配や悩みのある
保護者を対象とした就学相談会を行い
ます。
◆日時　7月 10 日㈬　10:00 ～ 15:00
◆会場　下呂市民会館
◆相談方法　下呂市特別支援学校や市
内中学校の教員、児童福祉課の職員が
個別で相談に応じます。
◆申込方法　こども園、小中学校から
配布される「就学相談申込書」に必要
事項をご記入の上、担任の先生へ提出
してください。

学校教育課　☎ 52-2980

下呂市就学相談会のご案内

問

　有害鳥獣捕獲の担い手確保のため、
新規に狩猟免許などを取得する人へ、
経費の一部を補助します。
◆補助対象者　本年度中に、新規に第
１種・２種銃猟免許に合わせて、わな
猟免許および猟銃の所持許可を取得す
る人。わな猟免許だけ取得する人は対
象外です。
◆補助額　1人当たり 50 万円以内
◆狩猟免許試験（第１種・第２種）
▷開催日　8 月 22 日㈭
▷場所　生活文化センター
▷申込期間　7 月 25 日～ 8月 8日
◆狩猟免許試験（わな）
▷開催日　11 月 16 日㈯
▷場所　飛騨高山高校山田キャンパス
▷申込期間　10 月 18 日～ 11 月 1日
◆猟銃など講習会
　6月 21 日㈮　美濃加茂市
　7月 13 日㈯　関市
　7月 17 日㈬　高山市
　8月 25 日㈰　岐阜市
※各種試験、講習会の開催日を変更す
る場合があります。岐阜県猟友会、岐
阜県警察のホームページをご確認くだ
さい。

農務課　☎ 53-2010 内線 153

狩猟免許などの取得補助や
講習会のご案内

問

◆対象者　平成 28 年に狩猟免許を所
得または更新し、令和元年 9月 14 日
に免許の有効期間が満了となる人。な
お、有効期間の満了日が異なる複数の
狩猟免許を有する場合、合わせてその
免許を繰り上げて更新することができ
ます。
◆日時　8月 9日㈮　9:00 ～ 15:00
◆場所　下呂総合庁舎
◆申込期間　7月 12 日～ 26 日
◆申込書の配布場所　
　岐阜地域環境室または飛騨県事務所
環境課にて配布します。岐阜県自然環
境企画課のホームページから印刷する
こともできます。
◆提出先　申請者の住所地を所管する
岐阜県地域環境室または各県事務所環
境課に提出してください。

農務課　☎ 53-2010 内線 153

令和元年度　狩猟免許更新

問

下呂市へのお問い合わせで、担
当部署が不明な場合は、秘書広
報課へご相談ください。

問合先／秘書広報課
　　　　☎ 24-2222 内線 261

◆ 6 月新規募集の住宅
　募集期間　6月 1日～ 25 日
　入居予定　8月 1日
▷公営・花池団地（萩原町花池）
　築H19 年　木造 2階
　A104 号　2DK（単身可）
　家賃 22,100 円～ 58,600 円
◆継続募集中の住宅
　募集期間　随時
　入居予定　お申し込みから 1カ月程度
▷一般・宮田団地（萩原町宮田）
　築H10年　耐火 5階　複数
　3DK（世帯用）　家賃 38,000 円
※この他にも、継続募集中の住宅があ
　りますので、生活課までお問い合わ
　せください。　

生活課　☎ 24-2222 内線 183

市営住宅の入居者募集

問

健康医療課　☎ 53-2101

歯と口の健康週間　　　　
（６月４日〜６月 10日）

問

　歯と口の健康についての正しい知識
の普及啓発、歯周病疾患を自ら予防す
る習慣の定着を目的とした「歯と口の
健康週間」が始まります。
　歯周病は、糖尿病や心筋梗塞などの
循環器疾患といった “ 全身の病気 ” と
関連しています。そのため、歯と口の
健康を保つことは、将来の生活習慣病
の予防につながります。
　いつまでも健康で楽しく食事をする
ためには、歯と口の健康がとても大切
です。この機会に「歯と口の健康」に
ついてちょっと考えてみませんか？

市民課　☎ 24-2222	内線 122

下呂市国民健康保険人間
ドック助成費用の一部変更

問

　広報げろ５月号でお知らせした下呂市
国民健康保険人間ドック費用の助成につ
いて、県立下呂温泉病院の助成金額が変
更となりましたのでご案内します。
　市立金山病院の助成金額やその他の
内容に変更はありませんので広報げろ
5月号 8ページをご覧ください。
●県立下呂温泉病院の助成金
　～ 20,177 円
自己負担額の例
29,376 円（ 人 間 ド ッ ク（ バ リ ウ
ム）費用）－ 20	,177 円（市助成金）
=9,199 円～（自己負担額）


