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　川遊びが楽しいこれからのシーズ
ン。川には急な増水などとても危険な
一面もあります。次のことに注意して、
安全に川を楽しんでください。
◆こんな時は川に入らず、入っていれ
ばすぐに出ましょう。
▷大雨や洪水の注意報・警報が発表さ
れているとき
▷雨が降ってきたとき
▷川の上流の空に雨雲や入道雲が見え
るとき
▷雷が鳴りだしたとき
▷水かさが増えてきたとき
　また、岸から見ると穏やかな場所
も、実際は、「急な流れの変化」や「川
底へ強く引き込まれる流れ」により、
危険な場合があります。川へ入るとき
は、ライフジャケットをきちんと着け
ましょう。
●岐阜県川の防災情報
岐阜県の雨量や水位をリ
アルタイムでチェック！
●ぎふ川と道のアラームメール
地域別の大雨や洪水、通行止めなどの
情報があなたの携帯電話
やスマートフォンへ自動
送信！
問合先▷
　岐阜県下呂土木事務所
　☎ 0576-52-3111（内線 308）

危機管理課　☎ 24-2222 内線 272

川を安全に楽しむために

問

◆下水道への接続のお願い
　下水道は、下呂市の美しい水環境の
保全やまちづくりに欠かせない施設で
す。下水道の整備は、世代間で負担し
支え合いながら、長期間にわたって実
施することで、水環境の保全とまちづ
くりを一緒に担う、とても大切な事業
です。下水道が整備された区域にお住
まいの全ての人に、下水道へ接続して
いただくことにより、その効果はより
発揮されます。それぞれご事情はある
と思いますが、下水道の趣旨をご理解
いただき、早期に接続をしていただき
ますようお願いします。
◆下水道が果たす役割
　家庭から出た生活排水を微生物の働
きにより、元のきれいな水にして戻す
ことが下水道の役割です。そのために
は、より多くの家庭の生活排水を下水
道へ接続することが大切です。
◆水洗トイレで快適生活
　下水道が使用できるようになった区
域は、3 年以内に「汲み取り式トイレ」
を「水洗トイレ」に換えなければなり
ません。また、トイレの排水のみ処理
が可能な “ 単独浄化槽 ” は、お風呂や
台所の生活排水がそのまま河川へ流れ
てしまい、水質悪化の原因となります。
単独浄化槽をお使いのご家庭も下水道
への接続をお願いします。
◆接続工事は工事指定店で
　下水道へ接続するための排水設備工
事は、「下呂市排水設備工事指定店」
へ依頼をしてください。工事指定店で
は技術・知識・実績を持った排水設備
工事責任技術者がいますので、安心し
て工事を任せられます。
◆下水道未整備区域では
　合併処理浄化槽の補助金を交付
　下水道の整備がされていない区域
で、住宅や事業所の建物に合併処理浄
化槽を設置する場合に、補助金を交付
します。補助金の額は、浄化槽の種類
と大きさ（人槽）や用途（住宅・事業
所）によって異なります。

上下水道課　☎ 24-2222 内線 178

下水道の早期接続のお願い

問

◆日時　8 月 3 日㈯　9:00 ～
◆場所　下呂中学校
◆参加料　1 人 300 円 2 人以上 500 円
※事前にお申し込みください。申込用
紙は各小学校で配布されます。

市民活動推進課　☎ 24-2222 内線 252

わくわく科学体験教室開催

問

　令和元年 7 月分からの国民年金保険
料の免除申請ができます。
　収入の減少や失業などにより、保険
料を納めることが難しい場合は、未納
のままにしないで、「国民年金保険料
免除・納付猶予制度」の手続きを行っ
てください。（雇用保険受給資格証の
コピーなどを添付してください。）
　免除申請は、2 年 1 カ月前までさか
のぼって行えます。過去に未納の年金
保険料があるときは、ご相談ください。
◆必要な物　年金手帳・印鑑・マイナ
ンバーの分かるもの
◆申請先　市民課または各振興事務所
　　　　　（下呂地域を除く）

市民課　☎ 24-2222 内線 124

国民年金保険料の免除申請

問

市民課　☎ 24-2222 内線 126

後期高齢者医療制度

問

　現在お持ちの後期高齢者医療制度の
保険証（被保険者証）の有効期限は、
７月 31 日までです。
　７月中に、新しい保険証（うすい紫色）
を郵送しますので、8 月 1 日からお使い
ください。なお、古い保険証はご自身
で破棄してください。　
◆保険料を決定
　平成 30 年中の所得確定に伴い、本
年度の保険料額が決定しました。5 月
末時点で 75 歳以上の人には、「後期高
齢者医療保険料額決定通知書」を 7 月
中旬頃に郵送します。保険料額や納付
方法についてご確認ください。

7 月は「青少年の非行・被害防止全国強調月間」
～青少年　地域で守ろう　育てよう～

　下呂市は 4 月 5 日㈰に行われる岐
阜県内の聖火リレーの出発地に決定し
ました。聖火リレーはどなたでも応募
できますのでみんなで 2020 年東京オ
リンピック・パラリンピックを応援し
ましょう。
※詳細な通過ルートや時間は組織委員
会や関係機関と現在協議中です。

市民活動推進課　☎ 24-2222 内線 256

東京 2020 オリンピック
聖火リレールートに決定！

問

　2020 年東京オリンピック・パラリ
ンピックでは、飛騨御嶽高原高地ト
レーニングエリアを事前合宿地として
使用予定の日本代表選手やイギリス、
フランスの代表選手などを応援するた
め、合宿のサポートを行います。
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　市では「国勢調査」などの各種統計
調査で、調査票の配布や回答依頼をし
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。
　活動期間中の調査時間は、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

◆職務内容　学校給食調理業務
◆雇用期間　令和 2 年 3 月 31 日まで
◆勤務時間　8:00 ～ 16:45（7 時間 45 分）
◆勤 務 日　週 5 日（土日祝日休み）
◆募集人数　若干名

教育総務課　☎ 52-4800

北部学校給食センター
【調理職員】緊急募集

問

　来年 4 月以降に国・県・市の指定文
化財の保護や修理（看板設置などの公
開活用整備は除く）について事業を検
討している場合は、教育総務課までご
相談ください。 
◆期限　7 月末日まで

教育総務課　☎ 52-4800

指定文化財保護事業補助金

問

　訪問販売や不審な電話など消費生活
全般に関する苦情や問い合わせなど
に、専門的資格を持つ消費生活相談員
が応じます。
◆日時　毎月 第 2 水曜日
　　　　10:00 ～ 15:00
◆窓口　商工課
◆相談方法　電話や面談
◆相談料　無料
　消費者行政担当職員による相談も
行っています。（平日 8:00 ～ 17:15）
　お気軽にご相談ください。

商工課　☎ 24-2222 内線 163

専任消費生活相談員による
相談窓口設置

問

　障がいや病気の早期治療および機能
回復のために、医療機関および障害児
通所支援事業所へ通う児童を持つ保護
者に対し、通院・通所に必要な経費の
一部を助成します。
◆対象者　市内に在住し、身体障害者
手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手
帳・自立支援医療（育成医療）受給者証・
小児慢性特定疾病児童医療受給者証の交
付を受けている満 18 歳未満の児童。
◆助成対象期間
　平成 31 年 4 月～令和元年 7 月分
◆提出するもの
①下呂市障がい児等交通費助成事業助
　成金支給申請書
②通所等証明書または診療明細書
　（通院時のみ）　
③小児慢性特定疾病児童医療を受給し
　ている人は受給者証の写し
◆申請期限　8 月 15 日㈭
◆提出先　社会福祉課（星雲会館内）
または各振興事務所障がい福祉係

社会福祉課　☎ 52-3936 内線 605

下呂市障がい児等
交通費助成のご案内

問

◆日時　
　7 月 22 日～ 28 日、8 月 3 日、4 日
　10:00 ～ 16:00　　※土日は事前予約
◆場所　自衛隊高山出張所
※個別で説明します。都合の良い時間
にお越しください。

自衛隊高山出張所　☎ 0577-32-3028

令和元年度
自衛官採用説明会のご案内

問

　国民健康保険ご加入の 70 歳から 74
歳までの人がお持ちの高齢受給者証の
有効期限は、7 月 31 日までです。
　7 月中に、新しい高齢受給者証を郵
送しますので、8 月 1 日からお使いく
ださい。なお、古い受給者証はご自身
で破棄してください。

市民課　☎ 24-2222 内線 120

国民健康保険
高齢受給者証の更新

問

◆ 7 月新規募集の住宅
　募集期間　7 月 1 日～ 25 日
　入居予定　9 月 1 日
▷特公賃・井尻団地（金山町金山）
　築 H6 年　耐火 3 階
　A104 号　2DK（単身可）
　家賃 34,000 円～ 60,000 円
▷一般・無数原第三団地（小坂町無数原）
　築 H7 年　木造 2 階
　B 棟 2 号　4LDKS（世帯用）
　家賃 30,000 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
　新たな給食センター（下呂市北部学
校給食センター）が完成し、開業準備
前に施設をご覧いただくため内覧会を
開催します。普段は入ることができな
い厨房内などがご覧いただけます。
　この機会にぜひお越しください。
◆日時　7 月 12 日㈮　10:00 ～ 16:00
◆場所　萩原町跡津 1365 番地 3
※参加無料。申込不要。スリッパをご
持参ください。また試食はありません。
※センター敷地内駐車場が満車の場合
は、南側臨時駐車場をご利用ください。

教育総務課　☎ 52-4800

（新）北部学校給食センター
内覧会のご案内（市民向け）

問

受動喫煙対策が始まります
　7 月 1 日から行政機関の庁舎などは
敷地内禁煙となります。
　望まない受動喫煙をな
くすため、市民の皆さま
のご協力をお願いします。


