
公共施設白書を公開
　公共施設の老朽化状況、利用状況、
収支状況などをまとめた公共施設白書
を市ホームページに掲載しましたので、
ご覧ください。
問合先　都市経営課☎20-1228

4月からし尿くみ取り手数料
を改定します

　し尿収集体制を安定的に維持してい
くため、平成29年4月1日から、料金
を改定します。皆さんのご理解とご協
力をお願いします。
改定内容

区域 現行料金 改定料金
高岡区域 660 円

800 円
福岡区域 620 円

※100リットル当たり
問合先　環境サービス課☎22-2144

公共下水道への
早期接続のお願い

　上下水道局では、皆さんが衛生的な
環境のなかで快適な暮らしができるよ
う、公共下水道の普及促進に取り組ん
でいます。下水道が整備された地域に
住んでいる皆さんは、下水道への早期
接続にご協力をお願いします。
　工事費を無利子でお貸しする制度が
ありますので、ご利用ください。
くみ取り便所からの改造工事　70万

円以内
浄化槽からの改造工事　40万円以内
問合先　上下水道局営業課
　☎20-1609

図書館の特別整理休館
　蔵書点検作業のため休館します。休
館中の図書の返却は、ブックポストを
ご利用ください。移動図書館車は通常
通り運行します。
休館日（定例の休館日を含む）
中央図書館　1月23日㈪～29日㈰
中田図書館　2月3日㈮～7日㈫
福岡図書館　2月9日㈭～14日㈫
戸出図書館　2月15日㈬～20日㈪
伏木図書館　2月22日㈬～27日㈪
問合先　中央図書館☎20-1818、伏

木図書館☎44-0073、戸出図書館
☎63-1254、中田図書館☎36-0054、

　福岡図書館☎64-1034

マイナンバーカードで
本を借りられるようになります

　2月1日から、市内に住む人は、マ
イナンバーカードを使用して市立図書
館で本や雑誌などを借りることができ
るようになります。事前に図書館での
手続きが必要です。
　手続きの際、マイナンバーカードと、
お持ちの人はたかおか生涯学習カード
も持参してください。
問合先　中央図書館☎20-1818

危険物取扱者保安講習
とき　■一般…2月1日㈬午後、2日㈭

午前■給油取扱所…2月2日㈭午後
ところ　消防本部
申込　1月10日㈫～19日㈭に、各消

防署へ。
問合先　消防本部予防課☎22-3132

＜暮らし＞

平日の午後も
妊婦健診を実施します

　１月から、平
日の午前に加え、
午後も妊婦健診
を実施します。
受付時間　午前

8時30分～午
前11時、午後
2時～午後4時（いずれも要予約）

ところ　市民病院産婦人科外来
問合先　市民病院総務課☎23-0204

地下水を大切に
　冬本番を迎えたこの時期、地下水を
利用した消雪装置が一斉に稼働すると、
地下水が不足して一部の地域で利用で
きなくなることがあります。次のこと
に注意して地下水保全に努めましょう。
〇節水を心掛け、道路や駐車場への過

剰な散水はしない
〇雪が降りやんだら、散水を止める
問合先　地域安全課☎20-1352
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お知らせ
I N F O R M A T I O N

２月末まで延長決定！
新幹線での団体旅行者に2,000円相当の商品券贈呈

かがやき臨時便の継続に向け
新高岡駅の利用をお願いします

特典内容　参加者1人あたり2,000円相当の高岡市共通
商品券を進呈（1団体あたりの上限5万円相当）

条件　①出発日が2月28日までの旅行であること
②市内の旅行会社を通じて手配した旅行であること
③参加人数が3人（3席分）以上であること
④新高岡駅を発着駅とし、往復とも北陸新幹線（東京方

面は少なくとも一方を臨時かがやき）を利用すること
⑤目的地までの片道が100km以上であること
※新幹線まちづくり推進高岡市民会議の旅行商品（市民

と市政12月号裏表紙）との重複利用はできません。
※既に1月以降の旅行を手配した人は、その旅行会社に

お尋ねください。
申請先　平成29年3月31日㈮まで、高岡商工会議所☎

23-5000へ。 
問合先　新幹線まちづくり推進高岡市民会議☎20-

1102、交通政策課☎30-6505

　３月４日改正の春の新ダイヤで、かがやき定期便
停車が見送られたのは大変残念なことでした。今後
の広域交流拡大に向け、速達タイプのかがやき停車
は必須です。
　一方、これまでの市民が一丸となった取り組みの
おかげで、新高岡駅に停車する臨時かがやきは、開
業以来2年にわたり、毎日1往復運行されてきまし
た。皆さんのご協力に、心から感謝申し上げます。
この臨時便は2月末までの臨時運行とされています
が、3月以降も継続されるよう、引き続き、皆さん
のご理解・ご支援をお願いします。

新幹線ででかけよう!!

◀4･5ページすごろく用のコマ。
　実線で切り取り、折り曲げて使ってください。



甲種防火管理者再講習
とき　2月13日㈪
ところ　生涯学習センター
申込　1月13日㈮～19日㈭に、日本

防火・防災協会へ。詳しくは防火・
防災協会のホームページをご覧くだ
さい。

問合先　消防本部予防課☎22-3132

応急手当普及員再講習
とき　1月22日㈰午前9時～正午
ところ　消防本部
対象者　応急手当普及員の認定を受け

てから3年以内の人
申込先　各消防署
問合先　消防本部警防課☎22-3133

コミュニティ助成事業で整備
　自治総合センタ－では、社会貢献広
報事業として、地域コミュニティ活動
の助成をしています。今回は宝くじ助
成金で下記を整備しました。
①祭道具（戸出狼青年団）
②小型動力ポンプ一式
問合先　①都市経営課☎20-1228、

②消防本部警防課☎22-3133
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市民税課からのお知らせ
早めの提出をお願いします
◆給与支払報告書の提出は1月31日㈫までに
提出義務者　個人・法人を問わず、平成28年中に給与・賃金等（専従者給与含む）

を支払った人
提出先　平成29年1月1日現在の受給者の住所地の市区町村。高岡市に提出する

場合は、市役所2階の市民税課（郵送可）
提出書類　総括表（1事業所につき1部）、給与支払報告書（1人につき2部）
※個人事業主の人が窓口で提出する場合、マイナンバーと本人確認書類の提示を

お願いします。郵送で提出する場合は、それらの書類の写しを添付してください。
◆確定申告
①高岡税務署の申告相談
とき　2月16日㈭～3月15日㈬の午前9時～午後4時（土・日曜日は除く）
②平成28年分確定申告から、マイナンバーの記載が必要になります
　マイナンバーの記載と、本人確認書類の提示か写しの添付が必要になります。郵
送などで提出する場合は、本人確認書類の写しの添付が必要です。
③便利なe-Taxをご利用ください
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書などの
データは、e-Tax（国税電子申告・納税システム）で自宅から税務署に送信できます。
また、給与・公的年金所得者向けのコーナーも用意されています。
※利用の際には、次のものが必要です
　・電子証明書付き住基カードか署名用電子証明書付き個人番号カード
　・ICカードリーダライタ・・・家電量販店などで購入（3,000円程度）
※e-Tax利用のメリット
　・確定申告期間中は、24時間申告手続き可能
　・医療費、生命保険料などの添付書類を省略可能
　・マイナンバーの本人確認書類の提示か写しの提出を、省略可能

問合先　市民税課☎20-1257、高岡税務署☎21-2501

資産税課からのお知らせ
償却資産・住宅用地の申告は1月31日㈫まで
◆償却資産の申告
　1月1日現在、工場や商店を営んだり、駐車場やアパートの貸し付けをしたりしてい
る会社や個人は、市内の事業用資産（構築物、機械、工具、備品など)の申告をしてく
ださい。
提出物　償却資産申告書と種類別明細書
問合先　資産税課☎20-1266
◆住宅用地の申告
　土地を所有し、次のいずれかに該当する人は、住宅用地申告書（兼非住宅用地申
告書）を提出してください。
○新・増築した住宅の土地を所有する人（新たに住宅を建てる予定の土地は除く）
○住宅を事務所や店舗などに、または事務所を住宅にというように、家屋の用途を

変更した人
○住宅を取り壊し、空き地や駐車場など住宅用地以外の用途となった土地を所有する人
〇住宅敷地の隣地を新たに取得または用途変更し、住宅用敷地として利用する人
問合先　資産税課☎20-1267

改修を行った住宅の申告は改修後３カ月以内まで
要件　①耐震改修…昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
②バリアフリー改修…65歳以上の人、介護保険の要介護認定か要支援認定を受け

ている人、障がい者のいずれかが居住する住宅
③省エネ改修…窓の改修を含む省エネ基準に適合した工事を行った住宅
※いずれも、工事費用が50万円を超えるものが対象。
※減額は改修年度の翌年度の税額に限る。
問合先　資産税課☎20-1274

家屋の異動をお知らせください
○未登記家屋を売買した人や相続を受けた人
○家屋の一部か全部を取り壊した人
問合先　資産税課☎20-1274

・冬期間は、降雪や凍結などにより
新高岡駅立体駐車場の屋上が閉鎖
され、駐車できない場合がありま
す。なるべく送迎や公共交通機関
を利用し、時間に余裕をもってお
越しください。

・新高岡駅周辺市営駐
車場の空き状況・閉
鎖情報は、市ホーム
ページから、いつ
でも確認できます。

・新幹線に乗車する
場合は、高岡中央駐車場の駐車料
金が7日間まで無料になります。
駐車券を忘れずに持ち、新高岡駅
改札内の認証機に通してください。

問合先　都市計画課☎20-1411

新高岡駅を利用する皆さんへ

駐車場空き状況・
閉鎖情報QRコード

① ②
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富山短期大学連携講座
とき　■2月14日㈫…文学作品にみる

子ども観■3月7日㈫…子どもと言葉
あそび

時間　午後2時～午後3時30分
ところ　生涯学習センター
定員　40人（抽選）
受講料　500円（全2回分）
申込・問合先　2月1日㈬まで、直接

かはがき、ファクス、E メールで、
住所・氏名・年齢・電話番号・講座
名を、生涯学習課（〒933-0023高
岡市末広町1-7 ウイング・ウイン
グ高岡内、FAX20-1808、E メー
ルmanabiｰadmin@city.takaoka.
lg.jp）☎20-1802 へ。

博物館からのお知らせ
◇ミニ講座（無料）
　農民魂をもつ大学者・五十嵐篤好
とき　1月12日㈭午後2時～午後2時

40分
◇館蔵品展・新資料展
とき　2月4日㈯～5月7日㈰の午前9

時～午後5時（入館は午後4時30分
まで）

休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）
・展示解説（無料）
とき　2月4日㈯午後2時～午後2時30

分
◇古文書ボランティア募集
とき　1月7日㈯、2月4日㈯の午後2

時～午後3時30分
対象　古文書講座受講経験者、資料調

査・整理の経験のある人
ところ・問合先　博物館☎20-1572

市民大学たかおか学遊塾
市民教授募集

　市民大学たかおか学遊塾は市民が運
営する団体です。あなたも講座を企画
して、市民教授になりませんか。
説明会　1月14日㈯午後2時か午後4

時から／生涯学習センター
申込　1月10日㈫～31日㈫に、郵送

かファクスで、応募用紙を市民大学
たかおか学遊塾（〒933-0023高岡
市末広町1-7、FAX23-0515）へ。
応募用紙は生涯学習センターで入手
できます。

問合先　市民大学たかおか学遊塾☎
22-4252、生涯学習課☎20-1802

御旅屋特定公共賃貸住宅
エルパセオハイツ入居者募集

ところ　御旅屋町1222番地
家賃　2LDK・3DK…4万3,600円～5

万8,100円(所得により異なります)
敷金　2LDK・3DK…21万8,100円
入居資格　①同居親族がいること
②総所得額から扶養控除などを差し引

いた月額収入が15万8,000円～48
万7,000円であること

※ただし基準以下の特例あり。
③地方税等を滞納していないこと
④自分の住宅を持っていない人や遠方

に住宅がある人
⑤暴力団員でないこと
提出書類　申込書、住民票、所得を証

明するもの、納税証明書など
駐車場　市営御旅屋駐

車場の全日定期駐車
を利用する場合、1
台限り助成

申込・問合先　建築住
宅課☎20-1403

高岡市多文化共生プラン
改訂版案への意見募集

　高岡市多文化共生プラン改訂にあた
り、多文化共生のまちづくりを実現す
るための意見を募集します。
閲覧期間　1月6日㈮～26日㈭
閲覧場所　市ホームページ、共創まち

づくり課多文化共生室、情報公開窓
口、地域振興課（福岡庁舎）、伏木
・戸出・中田支所

提出・問合先　所定の様式を、直接か
郵送、ファクス、Eメールで、多文
化共生室（FAX20-1641、Eメール
tabunka@city.takaoka.lg.jp）☎
20-1236へ。様式は市ホームペー
ジから入手できます。

大伴家持生誕1300年記念
二上山・射水川・雄神川俳句募集

　万葉集でも題材となった二上山・射
水川（小矢部川の古称）・雄神川（庄
川の古称）にちなんだ俳句を募集しま
す。応募作品は氏名を添えて、市ホー
ムページに掲載します。1人3首まで。
本人が創作した未発表作品に限ります。
応募・問合先　2月28日㈫(消印有効)

まで、応募用紙かはがきに、作品
（ふりがな）･住所･氏名･電話番号
を記入し、生涯学習課(〒933-
0023高岡市末広町1-7) ☎20-
1802へ。応募用紙は市ホームペー
ジから入手できます。

◇ドライハーブリース教室
とき　1月25日㈬午前9時～午前

11時30分
定員　25人（申し込み順）
受講料　3,000円（ハーブティ、

マドレーヌ付）
◇グラスアート教室
　かぶと or こいのぼり
と き　2月4日 ㈯ 午 後1時30分 ～

午後3時30分
定員　20人（申し込み順）
受講料　2,500円

農業センターの教室・催し
◇農産加工教室
①お父さんの料理
とき　1月18日㈬・19日㈭
②味

み そ

噌作り
とき　1月20日㈮・26日㈭ ･27日㈮、

2月4日㈯・8日㈬・15日㈬
③今が旬・冬野菜料理
とき　1月25日㈬
④恵方巻きとすしに合うおかず
とき　2月1日㈬・2日㈭

■いずれも、時間　午前10時～
正午（②は午前10時30分から）

定員　20人（申し込み順）
材料費　1,000円（②は 3,000円）
持ち物　エプロン、三角巾、筆記

用具（②は 15 リットルの容器）

ところ・申込・問合先　1月6日㈮午前8時30分から、農業センター☎63-1818 へ。



●弁護士法律相談
1月12日㈭・19日㈭・26日㈭の1時30分
～4時30分/市役所7階/定員各6人
※電話での申し込み順。初めての人の

み
▷申込・問合先　共創まちづくり課
※各相談日の前日から予約受付
●多重債務弁護士相談
1月18日㈬1時30分～3時/市役所7階/
定員3人
▷申込・問合先　共創まちづくり課
●女性弁護士の法律相談
1月27日㈮2時～4時/定員4人（電話で
の申し込み順）
▷ところ・申込・問合先　男女平等推進

センター相談室（ウイング・ウイング高
岡6階）☎20-1811（6日㈮12時30分
から予約受付）
●人権相談・行政相談・消費生活相談
1月10日㈫/市役所8階、福岡健康福祉
センター（消費生活相談なし）
16日㈪/伏木コミュニティセンター
17日㈫/戸出コミュニティセンター（消
費生活相談のみ）
20日㈮/戸出コミュニティセンター（行
政相談のみ）/福岡健康福祉センター

（消費生活相談のみ）
27日㈮/ふれあい福祉センター（人権相
談なし）
※いずれも、1時30分～4時（消費生活

相談は3時30分）
▷問合先　共創まちづくり課
●消費生活相談
月～金曜日（祝日は除く）の9時～5時
▷ところ・問合先　共創まちづくり課
　☎20-1522、28-1141
●司法書士・行政書士の合同法律相談
1月18日㈬1時～3時/市役所8階
▷問合先　県司法書士会高岡支部☎

26-3700、県行政書士会高岡支部☎
27-3700
●社会保険労務士の労働相談
1月19日㈭1時30分～4時/市役所8階
▷問合先　県社会保険労務士会
　☎076-441-0432
●税理士の税務相談
1月19日㈭1時～4時/定員6人（申し込
み順）
▷ところ・申込・問合先　北陸税理士会

高岡支部（商工ビル）☎076-422-
4034（12日㈭9時から予約受付）
●交通事故相談
月～金曜日（祝日は除く）の9時～4時/
市役所7階
▷問合先　地域安全課☎20-1342
●教育相談
月～金曜日（祝日は除く）の9時～4時
面接は要予約
▷ところ・問合先　教育センター（京町）

☎20-1243

　海外の人にどうしたら高岡の魅力が伝わる
のか、市国際交流員と一緒に考えます。
とき　1月18日㈬午後2時～午後3時30分
ところ　エルパセオ
定員　30人（申し込み順）
受講料　無料
申込　1月13日㈮まで、高岡市観光協会へ。
問合先　高岡市観光協会☎20-1547、観光交流課☎20-1301

下記の相談はすべて無料です。
このほかの相談についてのお問
い合わせは、共創まちづくり課
☎20-1327へ。

13　たかおか市民と市政 2017.1.1

高岡市職員募集（平成29年度採用）

申込受付期限　1月11日㈬（必着）
第１次試験日　１月22日㈰
第１次試験場所　市役所
申込用紙　市ホームページから入手できるほか、人事課に直接または郵便で

請求できます。郵便で申込用紙を請求する場合は、封筒の表に「○‐○○職
試験申込用紙請求」と朱書きし、120円切手を貼った宛先明記の返信用封筒

（A4判大）を同封のうえ、人事課まで請求してください。
申込・問合先　人事課☎20-1221（〒933-8601高岡市広小路7-50）

公民館研究大会（4日午後1時30分～午後3時30分）
〇事例発表　若富町自治公民館、矢田自治公民館
作品展示（4日午前10時～午後5時、5日午前10時～午後4時30分）…書道、絵

画、写真、絵手紙、生け花、ガラス工芸など約610点
ホール発表（5日午後零時30分～午後4時）…民踊、大

正琴、詩吟、コーラス、社交ダンス、能楽囃子など
お茶席（5日午前10時～午後3時）…お茶券500円
◇体験教室・豆笠＆菅コースターづくり
とき　5日午前10時～正午、午後1時～午後3時
豆笠づくり定員　午前・午後各20人（申し込み順、コースターは申し込み不要）
参加費　豆笠200円、菅コースター150円
申込・問合先　1月6日㈮から、はがきか電話、ファクスで、氏名・

電話番号・希望時間を生涯学習課（〒933-8601高岡市広
小路7－50、FAX20-1644）☎20-1456へ。

公民館フェスタ　2月4日㈯・5日㈰／生涯学習センター

採用職種 採用予定数 受験資格

A－技術職（土木） １人程度

昭和 51 年 4 月 2 日以降に生まれ、次のい
ずれかの要件を満たす人
■平成 29 年 3 月までに学校教育法に基づく
大学、短期大学、高等専門学校及び専修学
校（修業年限 2 年以上のものに限る）にお
いて土木に関する専門課程を修めて卒業ま
たは卒業見込みの人
■一級土木施工管理技士、技術士（建設部門）
もしくは技術士補（建設部門）の資格を取
得している人または平成 29 年 3 月までに
実施の国家試験により当該いずれかの資格
を取得する見込みの人

Ｂ－看護師・助産師 １人程度

昭和 51 年 4 月 2 日以降に生まれ、看護師若
しくは助産師の免許を取得している人又は平
成 29 年３月までに実施の国家試験により当
該いずれかの免許を取得する見込みの人

Ｃ－技能労務職
( 清掃業務 ･ 学校用
務 ･ 土木作業など )

３人程度 昭和 56 年 4 月 2日から平成 11 年 4 月1日
までに生まれた人

市民おもてなし講座参加者募集
インバウンドツーリズム・海外の観光客の心をつかむ方法
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消防出初式
とき　1月7日㈯午前9時～午前10時

20分
ところ　市役所前通り、本丸町（池之

端）地内
内容　検閲・分列行進、消防音楽隊と

カラーガード隊の演奏、消防団の裸
放水、はしご乗り、木遣り唄、まと
い初振り、腕
用ポンプの初
放水、はしご
車隊の特別演
技、一斉放水、
防火キャンペ
ーン
◇消防艇出初式
とき　1月12日㈭午前11時～午前11

時40分
ところ　伏木富山港国分3号岸壁
問合先　消防本部警防課☎22-3133

里山交流イベント
寒餅・ストロー細工

とき　1月15日㈰午前9時30分～午後
3時

定員　30人（申し込み順）
参加料　中学生以上1,000円、小学生

700円、未就学児500円
ところ・申込・問合先　1月7日㈯午

前10時から、里山交流センター☎
31-6617 へ。

とやま呉西圏域
環境保全体験ツアー

とき　3月2日㈭
午前9時～午後
5時30分（高岡
駅集合）

見学先　新湊かま
ぼこ、夢テラス海王、氷見市海浜植
物園、高岡広域エコ・クリーンセン
ター、若鶴酒造大正蔵、大建工業井
波工場など（予定）

定員　50人(申し込み順)
参加料　1,000円（昼食代込み）
申込・問合先　1月10日㈫から、地域

安全課環境政策室☎20-1352へ。

サンライフ高岡の教室
◇古布を使ったおひなさま作り教室
とき　1月26日

㈭、2月2日㈭
の午後1時30
分～午後3時

定員　各15人
　（申し込み順）
◇効果的ストレッチ教室
とき　1月21日㈯～3月25日㈯の土曜

日（全6回）
時間　午前10時～午前11時
定員　20人（申し込み順）
持ち物　内履き
■いずれも、受講料　3,000円
申込・問合先　1月6日㈮から、受講

料を添えて、サンライフ高岡☎44-
7073へ。

クルン高岡のイベント
＠日本海高岡なべ祭り

とき　■１月14日㈯午後1時30分…島
香織さんスペシャルライブ■1月15
日㈰午後1時…怪魚ハンター・小塚
拓矢さんトークイベント

ところ　クルン高岡B1ステージ
問合先　B1インフォメーション☎50
　-8868、商業雇用課☎20-1289

山町筋の天神様祭
　土蔵造りの家々や山町筋の店先が天
神様のギャラリーに。ぜんざいも販売。
とき　1月21日㈯・22日㈰の午前10

時～午後5時
◇講演会／ユネスコ無形文化遺産登録
・高岡御車山祭

とき　1月21日㈯午後2時
ところ　御車山会館
◇寺子屋天神講
とき　1月22日㈰午前11時
ところ　土蔵造りのまち資料館
定員（参加費）　中学生以上15人
　（500円）、小学生20人（無料）
申込　1月6日㈮から、土蔵造りのあ

る山町筋まちづくり協議会へ。
問合先　土蔵造りのある山町筋まちづ

くり協議会☎23-2623、商業雇用
課☎20-1289

とき　1月8日㈰午前10時
30分

ところ　中学校区ごとに
12会場（左表）

対象者　平成8年4月2日～
平成9年4月1日に生まれ
た人

問合先　生涯学習課
　☎20-1454

　当日、会場に入場する際に、招待状が必要
です。届いていない場合は、お問い合わせく
ださい。

新成人の集いの招待状は届いていますか サークル活動などで
ふるさと高岡を
歌いませんか

　合併10周年を記念し、作家の
林真理子さんが作詞、作曲家の三
枝成彰さんが作曲した高岡市民の
歌・ふるさと高岡。立山連峰の風、
万葉、古い街並、御車山など、高
岡の情景が歌詞に含まれ、ふるさ
とを思う心が込められています。
みんなで覚えて、各種行事やサー
クル活動などで歌いませんか。
CD販売所　情報公開窓口（市役

所2階）、生涯学習課（ウイン
グ・ウイング高岡3階）

価格　500円
問合先　生涯学習課☎20-1802

校区名 会　　場
高陵中    高岡文化ホール

高岡西部中　 生涯学習センター
南星中   ふれあい福祉センター

志貴野中 高岡商工ビル
芳野中   高岡エクール会館
伏木中   伏木コミュニティセンター
国吉中   里山交流センター
牧野中   高周波文化ホール
五位中   高岡西部総合公園野球場会議室
戸出中   戸出コミュニティセンター
中田中   中田コミュニティセンター
福岡中   Ｕホール



●世界史MAPS　歴史を動かし
た72の大事件
　DK社編
　主婦と生活社
　数々の戦争は、
どう変転したの
か。 世 界 各 国、
激動の時代の
人と事件の動きがひと目でわか
る美しいイラスト歴史地図。
●決定版人工知能超入門
　東洋経済新報社
●図解働き方
　稲盛和夫著　三笠書房
●子どもを本好きにする10の秘訣
　高濱正伸　平沼純著
　実務教育出版
●夜空と星の物語　日本の伝説編
　森山晋平著
　パイインターナショナル
●はじめての水引アレンジ
　長浦ちえ著　世界文化社
●縁側のある家と暮らし
　エクスナレッジ
●ドラえもんはじめての論語
　藤子 ･F･ 不二雄まんが原作　
　小学館

◇読み終えた本を譲ってください。
　高岡市に関する郷土資料や人
気のある児童書を譲ってくださ
い。図書館の資料として活用し
ます。

問合先　伏木図書館☎４４-００７３

■納税課☎20－1276

1月31日㈫まで

1月の納税1月の納税
○市県民税（第4期）
○国民健康保険税（第7期）
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万葉のふるさと高岡
フォトコンテスト入賞作品展

　越中万葉歌に詠
まれた植物をテー
マに募集した作品
の中から、入賞作
などを展示。
とき　1月25日㈬～

3月13日㈪の午前9時～午後5時
（入館は午後4時15分まで）

休館日　火曜日
入館料　一般210円、65歳以上160

円、中学生以下無料
ところ・問合先　万葉歴史館
　☎44-5511

わろんがの企画展
初春のたより

とき　1月10日㈫～31日㈫の午前10
時～午後6時

定休日　水曜日
問合先　わろんが☎21-6300、商業

雇用課☎20-1289

高岡・氷見・七尾広域観光事業
促進連絡協議会からのお知らせ

◇七尾湾能登かき祭
　殻付き焼かきやカキフライ、かき飯
などを楽しめます。
とき　2月25日㈯午前10時～午後4時、

26日㈰午前9時～午後3時
ところ　能登演劇堂前特設会場
問合先　鹿北賑わい創出交流実行委員

会☎0767-66-0001

◇平成27年度応募作品展
①市役所本庁舎…1月10日㈫～31日㈫の平日
◇平成28年度受賞作品展
②ミュゼふくおかカメラ館…2月25日㈯～4月

9日㈰（3月6日～10日を除く）
③市役所本庁舎…3月6日㈪～24日㈮の平日
ミュゼふくおかカメラ館の入館案内
時間　午前9時～午後5時（入館は午後4時30

分まで）
休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）
入館料　一般300円、高校・大学生200円、小

・中学生100円

問合先　情報政策課☎20-1238

　多数の応募の中から選ばれた受賞作品や、見
どころ満載の作品を展示。自然豊かな景色やお
祭り、新たなビューポイントなど、高岡の魅力
が詰まった作品をお楽しみください。

高岡“いいね”フォトコンテスト写真展

平成２８年 交通事故状況（市内）

区　分 件 数 死 者 傷 者
11月末まで
の交通事故 568件 9人 662人

前年同期と
の比較 −8件 −4人 13人

冬期間はスリップ事故に注意
○道路状況に応じた速度で走行し、

車間距離をとりましょう。
○急発進、急加速、急ハンドル、

急ブレーキは慎みましょう。
○歩行者の動きに注意して徐行運

転をしましょう。

春節のつどい
中国のお正月を祝う交流会

　本場の水餃子・豚汁などを作り、お
祝いします。
とき　1月28日㈯午前10時30分～午

後2時30分
①調理開始…午前10時30分
②春節飾り付け・会場準備…午前11

時30分
※①②どちらからでも参加可
ところ　ふれあい福祉センター
定員　50人(申し込み順)
参加料　1,000円(会員・中国の人は

500円。小学生以下無料)
申込　1月20日㈮まで、日中友好協会

へ（日曜日・祝日休み）
問合先　日中友好協会☎27-1856、

多文化共生室☎20-1236

石川賢治月光写真展
宙
ソ ラ

の月光浴
　満月の夜の月明
かりに照らされる
国内外の美しい自
然、宇宙を感じる
圧倒的な風景。美
しい地球を、深く、
静かに感じることのできる写真展です。
とき　1月4日㈬～15日㈰（1月10日

㈫を除く）
時間　午前9時～午後5時(入館は午後

4時30分まで)
ところ・問合先　ミュゼふくおかカメ

ラ館☎64-0550

27年度年間グランプリ
冬の瑞龍寺・前田達治さん

27年度特別賞
雅楽の里のお花見・杉山邦雄さん

塩の大地・ウユニ塩湖
©石川賢治

27年度万葉大賞
川口正光さん撮影



たかおか市民と市政  2017.1.1　16

後期高齢者医療の高額医療・
高額介護の合算制度

　世帯内の後期高齢
者医療加入者全員が、
1年間（8月～翌年7
月）に支払った医療
保険と介護保険の自
己負担額の合計が、
下表の基準額を超え
た場合、申請により
払い戻しされます。
基準額

区分 限度額
現役並み所得者 67 万円

一般 56 万円
区分Ⅱ 31 万円
区分Ⅰ 19 万円

※医療費・介護サービス費のいずれか
の自己負担額が0円の場合と、支給
額の合計が500円を超えない場合は
対象外です。
◇平成27年8月～平成28年7月に異
動した場合、お知らせが届かないこ
とがあります

　払い戻しの対象となる人には、2月
中旬に富山県後期高齢者医療広域連合
からお知らせが届きます。ただし、次
に該当する人にはお知らせできない場
合がありますので、保険年金課へお問
い合わせください。
・市町村の住所を変更した人
・他の医療保険制度から後期高齢者医

療制度に移った人
問合先　保険年金課☎20-1481

国民年金のスタートは
20歳から

　国民年金は老後の生活を支えるだけ
でなく、万が一病気やけがなどで障が
いを持ったときなどにも、家族みんな
の生活を社会全体で守ります。加入の
届け出や保険料の納め忘れがあると年
金が受けられないことがあるので、忘
れずに加入しましょう。
※既に厚生年金に加入している人は、

届け出の必要はありません。
問合先　高岡年金事務所☎21-0057、

保険年金課☎20-1362

国保・後期高齢者医療保険の人は
交通事故にあったら届出を

　交通事故や他人の飼犬にかまれるな
ど、第三者の不法行為でけがなどを負
った場合に、国民健康保険や後期高齢
者医療の保険証を使って治療を受ける
ときは「第三者行為による被害届」を
保険年金課に提出してください。
問合先　保険年金課国保給付・健診係

☎20-1361、後期高齢者医療係☎
20-1481

高岡地区広域圏からのお知らせ

　氷見市

◇氷見市海浜植物園の催し
・コーヒーとチョコレート展
　コーヒーノキやカカオノキ、製品と
して私たちの手に届くまでの過程を紹
介します。試食や体験教室も予定。
とき　1月13日㈮～2月27日㈪の午前

9時～午後4時30分
入場料 高校生以上200円、中学生以

下無料
・押し花絵額づくり体験教室
とき　1月28日㈯・29日㈰、2月5日

㈰の午前10時～午後2時
定員　各10人
材料費　2,500円
申込締切　1月20日㈮
ところ・申込・問合先　氷見市海浜植

物園☎91-0100

　小矢部市

◇ホールシネマ上映会・天地明察
　高岡市出身の滝田洋二郎さんが監督
・脚本を務めた映画の上映会です。映
画の舞台は江戸時代前期。将軍に囲碁
を教える名家に生まれたものの、出世
欲のない男、安井算哲をV6の岡田准
一さんが演じます。その他、出演は宮
崎あおいさんや佐藤隆太さんなど。
とき　1月15日㈰午後2時
入場料　無料（整理券が必要）
ところ・問合先　クロスランドおやべ
　☎68-0932

●求職者支援訓練受講者募集
◇経理・パソコン事務科
とき　3月24日㈮～6月23日㈮
ところ　アルファデータパソコン

スクール富山校
定員　10人(選考)
受講料　無料(テキスト代等別途

必要)
申込　2月20日㈪まで、ハローワ

ーク高岡☎21-1515へ。
※ハローワークでの求職申込が必

要
問合先　ポリテクセンター富山
　☎28-6900

●越中万葉かるた大会
　参加者募集
　大伴家持生誕1300年にちなみ
参加者1,300人を募集します。か
るた参加最多人数としてギネスに
挑戦。
とき　1月15日㈰
ところ　Uホール
申込　1月10日㈫まで、高岡古城

ライオンズクラブ☎21-7079
へ。

●みんなのマーケット＆ショップ
・ホーウルウルの森

とき　1月14日㈯・15㈰の午前
10時～午後4時

ところ　ウイング・ウイング高岡
問合先　ホーウルウルの森実行委

員会(大谷) ☎090-5681-4626

●劇団ひまわり一座
　新春お楽しみ会
　新舞踊やマジック、民謡などの
ステージショー。入場無料。
とき　1月23日㈪午後1時15分～

午後2時30分
ところ　スポーツ健康センター
問合先　劇団ひまわり一座（板

垣）☎25-8587
●万葉線・新酒おでん電車
　運行開始（団体貸し切りのみ）
とき　1月23日㈪～3月11日㈯
コース　■Aコース…高岡駅発着

（高岡午後6時40分発）■Bコ
ース…中新湊発着（中新湊午後
6時30分発）

※いずれも、所要時間は約2時間
申込・問合先　万葉線☎25-4139



　足のウオノメが痛く、市販のスピール膏
を貼ったりしていますが、痛みがなくなり
ません（20代女性）

皮膚は外からのいろいろな刺激から、
体を守っています。皮膚の最も外側

には、死んだ細胞で構成される角質層があ
り、角質層を厚くして、体重などの強い力
から防ぐのも、その役割の１つです。かか
とのほうが土踏まずより厚いのは、このた
めです。
　歩き方や骨の出っ張りなどで、ある程度
以上角質層が厚くなったものをタコといい
ます。そのタコの一部が部分的にさらに厚
くなり、芯（根っこ）のように下に深くな
ると、小石を踏んだときのように神経を圧
迫するので、痛みを感じるようになります。
これがウオノメです。
　ウオノメの多くは、無理をして歩く足に
生じます。ケガなどで足が変形している場
合のほか、ハイヒールなど足に合わない履
物を無理に履き続けたような場合にも生じ
ます。足全体で体重を支える歩き方や、足
にあった無理のない履物を選ぶようにして
ください。痛みを我慢して歩き続け、腰な
どを痛める人もよく見かけます。
　一度厚くなることを覚えた皮膚は、原因
がなくなっても、厚くなることをなかなか
忘れてくれません。厚くなった角質層を元
に戻さないと、痛みはなかなかとれません。
　スピール膏は角質を溶かし、ふやかして
厚くなった部位を取ろうとするものです。
しかし、正常な角質を痛めやすく、当科で
はお勧めしていません。カミソリなどで厚
くなった角質層を除去することが、最も確
実ですが、慣れないと難しいです。最寄り
の皮膚科で処置をしてもらってください。

市民病院　服部邦之皮膚科主任部長

■健康Q&Aでは、皆さんからの質問を募
集しています。詳しくは、市民病院総務
課☎23-0204へ。
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うんどう大好き教室
ところ　市民体育館
受講料　5,000円（全10回）
持ち物　内履き、飲み物など
定員　各12人（申し込み順）
申込先　体育協会
問合先　体育協会☎26-5225、体育保健課☎20-1458

ウオノメが痛い

相談内容　介護予防・健康づくりなど
　　　　　基本チェックリスト・血圧測定の実施
受付時間　午前9時30分～午前11時
問合先　高齢介護課☎20-1165

高齢者健康相談
と　き ところ
1月11日㈬ 万葉社会福祉センター
1月12日㈭ スポーツ健康センター
1月17日㈫ 西部老人福祉センター
1月18日㈬ 牧野老人福祉センター
1月25日㈬ 東部老人福祉センター
2月 2日㈭ 伏木老人福祉センター

コース と　き

冬
期
短
期
水
泳
教
室

①成人Ａコース
（初級、中級）

1月18日㈬～3月10日㈮の
水・金曜日11：00～12：00

②成人Ｂコース
（初級、中級）

1月17日㈫～3月9日㈭の
火・木曜日14：00～15：00

③成人Ｄコース
（初級、中・上級）

1月17日㈫～3月9日㈭の
火・木曜日20：00～21：00

④女性コース
（初級、中・上級）

1月18日㈬～3月10日㈮の
水・金曜日18：40～19：40

⑤からだ予防
　改善コース

1月18日㈬～3月8日㈬の
水曜日13：30～15：00

⑥児童コース 1月21日㈯～3月18日㈯の
土曜日15：00～16：00

⑦フレッシュテニス 1月18日㈬～3月8日㈬の
水曜日10：00～11：30

⑧ラージボール卓球 1月20日㈮～3月10日㈮の
金曜日10：00～11：30

長慶寺室内プールの教室

定員　①～④⑥は30人⑤は10人⑦⑧は20人（⑥以外は
先着順、⑥は抽選）

受講料　①～④は全16回で8,000円（一方の曜日のみは8
回で5,000円）、⑤⑥は全8回で5,000円、⑦⑧は全8回で
4,000円

ところ・申込・問合先　1月10日㈫午前9時（⑥のみ1月14日
㈯午後3時より抽選受け付け）から、受講料を添えて、長慶
寺室内プール☎25-6044へ。

とき　2月5日㈰午前9時30分（開始式）
ところ　極楽坂スキー場
◇スキー
　成年男子（35歳以下、36～49歳、50～59歳、60歳

以上）、一般女子、少年（高校生）男女、中学生男女、
小学生男女（1～3年生、4～6年生）
◇スノーボード
　成年男子、一般女子、少年（高校生）男女、ジュニア

（小・中学生）男女
対象者　市内に住むか通勤・通学する人、または市スキ

ー連盟に所属する人で、アマチュアの人（小・中学生
は保護者の同意と当日の成人の同伴が必要）

申込　1月13日㈮まで、申込用紙を体育協会へ。
※申込用紙は、体育協会ホームページから入手できます。

また、結果はホームページに掲載します。
問合先　体育協会☎26-5225、体育保健課☎20-1458

市民体育大会スキー競技会

対象 曜日 実施日 時間 申込開始
小学１・２年生 火 1/17～3/21 17：00～18:00 1/10㈫ 9:00

年長児 水 1/18～3/22 17：10～18：00 1/11㈬ 9:00
年中児 水 1/18～3/22 16：10～17：00 1/11㈬ 9:00
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商品券の有効期限が迫っております！
お持ちの方はお忘れなくご利用ください。

この商品券の有効期限は

22-7553 【お問い合わせ】(協)高岡市商店街連盟

平成 29 年 3 月 31 日(金)まで 

お早めにご利用ください！

※有効期限が切れた商品券はご利用いただけませんので
ご注意ください。また、使用されなかった商品券の払い
戻しはできませんので、必ず期間内にご利用ください

【 広 告 】

●フレンドリータイム（予約不要）
　〜体操・手遊び・パネルシアター〜

※17日戸出児童センターは、高岡子育て支援セ
ンターによる活動日

時間　午前10時45分～午前11時30分
対象　0～3歳児

●赤ちゃんにこにこ教室
　（子育てフリートーク、手遊び、おもちゃ作り、

事故予防のお話。予約不要）

対象　乳児と保護者、妊婦
持ち物　母子健康手帳、バスタオル
問合先　健康増進課☎20-1344

●らっこクラブ
　（ボランティアによる手遊び、読み聞かせなど。

予約不要）

対象　乳児～3歳未満、保護者
参加料　無料
問合先　健康増進課☎２０-１３４４

ところ とき(1月) 問合先☎
伏木児童館 10・17・24日 44-0595
野村児童センター

17・24・31日
23-3893

西部児童センター 26-1347
戸出児童センター 63-2370

【 広 告 】

生活と介護が一体となり、
家庭的な雰囲気の中で
暮らしていただけるのが私たちの
「はぴねすグループホーム」です。

☎0766-25-9555 
グループホーム太陽 担当:坂本北陸福祉会 検 索

★高岡市指定介護保険事業所★

グループホーム入居者様募集

は ぴ ね す グ ル ー プ ホ ー ム
い ず み

はぴ ね す グ ル ー プ ホ ー ム
高 岡 南

はぴ ね す グ ル ー プ ホ ー ム
太 陽

と　き 時　間 ところ
1月17日㈫ 10：30～12：00 博労公民館
1月26日㈭ 10：00～11：00 戸出コミュニティーセンター
1月30日㈪ 10：00～11：00 保健センター
2月 3日㈮ 10：00～12：00 太田公民館

育児相談・遊びの広場
交流サロン

高岡子育て支援センター（御旅屋セリオ８階。午前10時～午後4時。水曜日休み）
福岡子育て支援センター（福岡健康福祉センター内。月～金曜日の午前9時～午後4時）

と　き 時　間 ところ
1月23日㈪ 10：30～11：30 保健センター

●学童保育の指導員募集
　放課後、児童の遊びや生活の支援に、経験や
知識を生かしたい人を募集します。年齢、資格
の有無は問いません。
申込・問合先　子ども・子育て課☎20-1377

●家庭教育推進サポーター募集
　子育ての悩みや不安を軽減するため、公民館
で開催している子育て情報交換会で、子育て中
の親の気軽な相談相手になれる人を募集します。
活動期間　1年間
※2月に4回の研修を行い、その後の面接で選

考を行います。
申込・問合先　1月20日㈮まで、生涯学習課☎

20-1802 へ。

内　　容 と　き ところ 対　象 定員
①歯っぴい教室
　（歯のはえはじめ、お口の
　衛生、虫歯予防について）

1月16日㈪
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター

8カ月～
3 歳児 30組

②救急教室 1月18日㈬
10:30～11:30

福岡子育て
支援センター 0～3歳児 30組

③すくすく
　（健康相談と身体計測）

1月19日㈭
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター 0～3歳児 30組

④親子でヨガ 1月19日㈭
10:30～11:30

福岡子育て
支援センター 5～8カ月児 20組

⑤パパのつどい
　（講話、育児相談）

1月22日㈰
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター 0～5歳児 20組

⑥タッチケアコミュニケーション 1月23日㈪
14:00～15:30

高岡子育て
支援センター 2～7カ月児 25組

⑦身体計測と健康相談 1月24日㈫
10:00～11:00

福岡子育て
支援センタ－ 0～3歳児 30組

⑧リトミック・ぷち
　（リトミック、リズム遊び）

1月27日㈮
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター

1歳～
1歳11カ月児 25組

⑨8 カ月赤ちゃんのつどい
　（手遊び、ふれあい遊び、危険予測）

1月30日㈪
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター

平成28年
5月生まれ 40組

⑩SOS 救急セミナー
　（心肺蘇生法、応急処置）

2月2日㈭
10:00～11:30

御旅屋セリオ
5F 会議室

0～3歳児
※7カ月児～
3歳託児可

20組

⑪お話広場 2月3日㈮
10:00～11:00

高岡子育て
支援センター 0～3歳児 30組

⑫離乳食セミナー
　（離乳食に関する話、試食）

2月13日㈪
10:00～11:30 保健センター 8カ月～

1歳未満児 30組

申込・問合先　1 月 6 日㈮から、①③⑤⑥⑧⑨⑩⑪⑫は高岡子育て支援セン
ター☎28-4114、☎21-7876 へ ｡ ②④⑦は福岡子育て支援センター☎
64-2090 へ。申し込み順（初回の人を優先する場合があります）

学童保育・家庭教育を
応援してくれる人を
募集しています



問合先　富山県赤十字血液センター
☎０７６－４５１－５５５５
社会福祉課☎２０－１３６７

8日㈰･22日㈰･29日㈰
イオンモール高岡
午前１０時～午後４時３０分

1月は
6日㈮
市役所
午前１０時～午後４時

街頭献血にご協力を

愛の献血
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→
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●

【 広 告 】【 広 告 】
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●親と子の健康づくり
項　目 と　き 受付時間 対象者 ところ 持ち物・費用 問合先

３カ月児健康診査
1月12日㈭ 13:00～14:00

※13:20から
　医師講座

平成28年9月2日～13日生
保健センター 母子健康手帳、問診票

健

1月19日㈭ 平成28年9月14日～23日生
1月26日㈭ 平成28年9月24日～10月5日生

１歳６カ月児健康診査
1月10日㈫ 13:00～14:00

※希望者にフッ
　素塗布実施

平成27年6月10日～20日生
保健センター 母子健康手帳、問診票

フッ素塗布料200円1月17日㈫ 平成27年6月21日～7月2日生
1月24日㈫ 平成27年7月3日～13日生

2歳児むし歯予防フッ素塗布教室 1月16日㈪ 14:00～14:30 平成26年12月・平成27年1月生
保健センター 母子健康手帳、タオル、

フッ素塗布料200円2歳6カ月児むし歯予防フッ素塗布教室 1月16日㈪ 13:00～13:30 平成26年6月・7月生

3歳児フッ素塗布（3歳児健康診査会
場にてフッ素塗布のみ行います）

1月11日㈬
14:30～14:50 平成26年1月生 保健センター 母子健康手帳、タオル、

フッ素塗布料200円1月18日㈬
1月25日㈬

3歳児健康診査(3歳6カ月児)

1月11日㈬ 13:00～14:00
※希望者にフッ
　素塗布実施

平成25年6月4日～14日生

保健センター

母子健康手帳、問診票、
健康調査票
子育てアンケート
フッ素塗布料200円

1月18日㈬ 平成25年6月15日～26日生

1月25日㈬ 平成25年6月27日～7月8日生

はじめての離乳食教室（要予約） 1月20日㈮   9:40～10:00 平成28年6月16日～8月15日生 保健センター 母子健康手帳
母乳育児相談（要予約） 1月20日㈮ 13:15～14:45 母乳育児中の女性 保健センター 母子健康手帳、タオル3本

育児と成人の健康相談
1月16日㈪

  9:30～11:00
※保健センター、市役所本庁舎１階

健康相談室、福岡健康福祉センター
内で月～金曜日の午前9時～午後4
時まで相談できます。

戸出コミュニティセンター
母子健康手帳か
健康手帳（所持者）1月18日㈬ 中田コミュニティセンター

1月20日㈮ 伏木コミュニティセンター

幼児保健相談（要予約）
1月13日㈮ 9:15～9:30 発達や行動が心配な3歳未満児、未就園児

保健センター 母子健康手帳
1月27日㈮ 9:00～11:00 発達や行動が心配な3歳以上の就園児

アトピー性皮膚炎相談（要予約） 1月の火曜日
（1月3日を除く） 午後 治療がうまくいかず心配がある人 市民病院皮膚科 なし 市

●成人の健康づくり
項　目 と　き 受付時間 対象者 ところ 持ち物・費用 問合先

健康相談(保健師・管理栄養士相談、要予約) 1月25日㈬ 13:00～15：00 健康について相談したい人 保健センター 健康手帳(所持者)

健心の
健康相談

臨床心理士相談（20日まで要予約） 1月25日㈬ 13:00～14：30 心や体に関する悩みのある人と
その家族 保健センター なし

保健師相談 月～金曜日 8:30～17：15

糖尿病
教室

糖尿病とは、合併症、食事療
法、血糖測定

1月11日㈬
2月  1日㈬

14:00～16：00 成人男女 市民病院2階
講義室

筆記用具、受講料、
別途教材費など 市

糖尿病とは、合併症、運動療
法、薬との付き合い方 1月25日㈬

1歳6カ月健診を受けに訪れた亀井陽太くんと
妹の風花ちゃん、お父さん、お母さん（問屋町）

中堅・中小企業のみなさまを支援します！
〇技術やデザインを権利化したい 〇海外進出するが模倣が心配
〇商品のネーミングを保護したい
〇地域ブランドを商標登録して守りたい
〇技術、ノウハウの流出を防ぎたい　　…など
知財活用支援員と知財専門家（弁理士、弁護士等）が問題
解決をサポートします。お気軽にご相談ください。
【お問い合わせ・申込先】一般社団法人富山県発明協会
高岡窓口:高岡市二上町150富山県工業技術センター内 TEL・FAX0766-25-7259
富山窓口:富山市高田527㈱富山県総合情報センター内 TEL・FAX076-432-1119

相談無料・秘密厳守－富山県知財総合支援窓口－

趣味講座
シニア向け

 

初めてのパソコン
脳トレ

体験無料

高岡市西町トーエープラザ１階

0766-50-9345

カフェ感覚で

会員さん
募集

「頭の健康」

「脳の老化予防」に

予約制個別学習

カルチャーレストラン
高　岡　西　教　室
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に乗ろう!!新高岡駅 臨時かがやきから
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問合先　日本海高岡なべ祭り実行員会(末
広開発内)☎２０－０５５５、観光交流課☎
２０－１３０１

１月１４日㈯・１５日㈰
午前１１時～午後４時
中心市街地周辺

◇高岡すり身ごっつぉ鍋…クルン高岡
◇海鮮シチュー鍋…＠パーク（旧万葉の杜）
◇ご当地自慢鍋２０種…＠パーク、御旅屋
通り、高岡大仏前、ウイング・ウイング
高岡、クルン高岡

　大鍋で豪快に煮込んだ、高岡ならではの
アツアツ鍋をご堪能ください。ととまるや
昆布飯などのグルメ横丁、高山の五平餅や
能登の特産品などの販売、スタンプラリー、
ダンスパフォーマンスなどもあります。

【公共交通機関をご利用ください】
●無料シャトルバス　スポーツコア、新高岡駅、
イオンモールを経由し、午前１０時から３０分
毎に運行。

●万葉線　志貴野中学校前・広小路停留所で、往
復の万葉線無料乗車券を贈呈します。市役所、
ＪＡ会館、高岡商工ビルの駐車場をご利用くだ
さい。

前売り券２枚セット６００円
コンビニなどで販売中
(当日券１枚３５０円)

28年11月中の増減

発行／富山県高岡市（〒933-8601高岡市広小路7-50）☎（０７６６）２０‐１１１１　編集／広報統計課☎20-1331　印刷／キクラ印刷株式会社

２８年１１月中の増減ー３

たかおか市民と市政は再生紙を使用しています。

２８年１１月末現在

人口

男 女

174,333人 世帯数 67,795世帯
84,286人 90,047人

人の動き
区　分 自然増減（出生ー死亡） 社会増減（転入ー転出） 計

ー113 ー94（うち外国人　2,879人） （うち外国人世帯　1,531世帯）19
28年 1月からの増減 ー814 ー543271

高岡御車山祭の御車山行事
ユネスコ無形文化遺産登録
（高岡御車山会館）
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