
お知らせ INFORMATION

　マイナンバーカードの臨時窓口

◇電子証明書の更新・暗証番号の再設定
時　3月5日㈮午後7時まで
所　市民課
持　マイナンバーカード、本人確認書類
（運転免許証、保険証など）

◇マイナンバーカードの申請・受け取り
時　3月20日㈯午前9時～午後1時
所　市民課、市民生活課（福岡庁舎）、

伏木・戸出・中田支所

■いずれも、問　市民課☎20-1337

　夜間納税相談窓口
時　3月25日㈭午後7時30分まで
所問　納税課☎20-1277

　コミュニティ助成事業で整備

自治総合センターでは、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
①須田自治会の公民館設備②三日市自
治会と南星町4区自治会の祭道具を整
備しました。

問　都市経営課☎20-1226

　
有効期限のない

　福岡町共通商品券をお持ちの人へ

3月31日㈬までにご利用ください。それ以
降は、資金決済に関する法律第20条第1
項に基づき、払い戻し手続きを行います。
払戻期間　4月1日㈭～6月30日㈬
所　商工会福岡支所
持　商品券、払い戻しを受け

る口座情報が分かるもの
申　窓口で所定の用紙を記

入・提出してください。後日、
指定された口座へ振り込みます。

※詳しくは加盟店の店頭チラシか商工
会ホームページをご覧ください。
問　商工会福岡支所☎64-3088、産業

建設課☎64-1426

暮　ら　し

※申請について
　・郵送やインターネットでも行えます。
　・出来上がるまで、2カ月程度かかります。
※受け取りについて
　・本人が窓口にお越しいただく必要があります。
　・受取場所や必要書類は、個人番号カード交付通

知書で確認してください。

申請方法

問　資産税課☎20-1266

◇課税内容を確認してください
4月12日㈪に、令和3年度の固定資産税の納税通知書を発送します。令和3年度から
様式が変わりますのでご注意ください。第1期の納期限は4月30日㈮です。
◇審査申出
固定資産税の評価額に不服がある場合、固定資産評価審査委員会（納税課内☎20-
1281）に審査の申し出ができます。
時　4月1日㈭～納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内

固定資産税の縦覧・閲覧

◆縦覧…自分の土地・家屋の価格（評価額）が適正か、他の土地・家屋と比較できます。
時　4月1日㈭～30日㈮（土・日・祝日を除く）
所　資産税課　　対　土地・家屋の固定資産税の納税者
◆閲覧…通年で、自分の資産や借用物件の評価額などを確認できます。
所　資産税課（縦覧期間のみ）、市民税課、市民生活課（福岡庁舎）、伏木・戸出・中田支所
対　固定資産税の納税者、借地・借家人　　￥　300円/件（縦覧期間中は無料）
■いずれも、持　本人確認ができるもの（納税通知書、運転免許証など。借地・借家人

は本人確認ができるものと賃貸借契約書）

払い戻し
手続き

　改正高年齢者雇用安定法が
　４月から施行されます

改正点　65歳までの雇用確保（義務）に
加え70歳までの就業確保（努力義務）
対　次のどちらかに該当する事業主

■定年を65歳以上70歳未満に定めている
■65歳までの継続雇用制度（70歳以上
まで引き続き雇用する制度を除く）を
導入している
問　ハローワーク高岡☎21-1515、商

業雇用課☎20-1297

　修学で転出する人に学生用の
　国民健康保険証を交付します

持　国民健康保険証、在学を証明する
もの（合格通知書と入学金振込領収
書、在学証明書、学生証など）

※就職し、勤務先の保険に加入したと
きは、勤務先の保険証と国民健康保
険証を持参し、脱退の手続きをして
ください。
申 問　保険年金課☎20-1374

下水道事業受益者負担金の受益者申告をお願いします

検定満期の水道メータを交換します

計量法に基づき、8年ごとに水道メータを交換しています。該当のお宅には事前に
お知らせし、４～11月に上下水道局が委託した業者が伺い、無料で交換します。
◇交換時のお願い
・作業前に声掛けしますが、不在でも交換します（作業員は身分証明書を携帯）
・メータ周りに物を置かないなど、作業に支障のないようお願いします。
・敷地内に入り、15分程度作業します。その間は水を使用できません。
・交換後は、水を少し流してから使ってください。

問　水道料金センター☎20-1612

下水道整備で利益を受ける皆さんに建設費の一部を負担していただいています。令和
3年度から新たに負担金をいただく土地の所有者には、3月下旬に申告書を送付します。
地番・地積などを確認し、申告をしてください。申告に基づき 6月から徴収します。
主な賦課区域　荒見崎、志貴野しらとり台、下麻生、十二町島、頭川、常国、戸

出石代、戸出西部金屋、戸出吉住、戸出吉住新、西広上、福岡町矢部、二塚
申告　3月22日㈪～4月5日㈪に、上下水道局下水道工務課へ。

問　上下水道局下水道工務課☎20-1744

②①
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◎記号

　職場でのトラブル無料相談会

解雇や賃金カット、パワハラなどで悩ん
でいませんか。専門の委員が親身にアド
バイスします（申込不要・秘密厳守）
時　3月13日㈯午前10時～午後3時
所　県民会館
対　県内に住む労働者と事業主
問　県労働委員会事務局☎076-444-

2172、商業雇用課☎20-1297

　学用品費などを援助します

経済的な理由でお困りの人に、小・中・
義務教育学校の就学に必要な費用の一
部を援助します。
対　次のいずれかに該当する人

■生活保護を受けている
■市・県民税が非課税
■市・県民税の減免を受けている
■児童扶養手当か、ひとり親家庭等医療

費助成を受けている
■収入の程度により援助の必要がある
援助するもの　学用品費、校外活動費、

修学旅行費、学校給食費など
問　学校教育課☎20-1451

　火の取り扱いにご注意を
3月20日㈯～26日㈮は春季火災予防運
動期間です。空気が乾燥し、火災が発生
しやすくなるので、十分注意しましょう。
問　消防本部予防課☎22-3132

　景観計画を変更しました
景観形成重点地区（池の端通り・旧北陸
街道福岡）の景観づくりの基準を見直し
ました。この地区内で建築物・工作物の
新築などを行う場合は、行為着手の30
日前までに届け出が必
要です。
問　都市計画課
　☎20-1407

　テレビ映像に影響が出た場合は

3月18日㈭以降、携帯電話事業者による
新しい電波の利用が開始されます。この
電波によりテレビ映像に影響が出た場
合は、無料で回復作業を行います。
申 問　（一社）700MHz利用推進協会
　☎0120-700-012、☎050-3786-

0700（有料）

　高岡古文書ボランティア
時　3月13日㈯午後2時～午後3時30分
対　親しむ会会員で、古文書調査・整理

経験のある人、講座受講経験者など
定　10人（申し込み順）
持　筆記用具
申　3月9日㈫午前9時から、電話で、住

所・氏名・電話番号を、博物館へ。
※来館時に検温を実施します。
※マスク着用のうえ、ご参加ください。
所問　博物館☎20-1572

　市営福岡駅西駐車場の定期利用

月単位で、随時申し込みできます。
※融雪装置はありません。
※詳しくは市ホームペー

ジをご覧ください。
￥　月額4,700円
問　都市計画課☎20-1411

　市民美術展に出品しませんか

展示期間　6月19日㈯～7月3日㈯
対　次のいずれかに該当する高校生以上

■市内に住むか勤務・通学する
■市内の美術教室やサークルなどに所属
■帰省先が市内にある学生
応募作品　絵画（日本画）、絵画（洋画）、

彫刻、工芸、書、写真の6部門
出品点数　各部門1人1点（未発表の作

品に限る。複数部門に出品可）
￥　2,000円/点（高校生は出品無料）
搬入受け付け　6月10日㈭頃を予定
※応募要項・応募用紙は、3月下旬から

美術館、文化創造課、市内画材店、写
真店などで入手可
所 問　美術館☎20-1177

　市職員の給与支給明細書に
　広告を掲載しませんか

4万円以上で最も高額な申し込みをした
者に決定します。
掲載位置　裏面一面（A4判）
発行枚数　約2万枚
掲載期間　6月～11月
※申込用紙は市ホームペー

ジから入手可
申　3月2日㈫～4月14日㈬に人事課へ。
問　人事課☎20-1222

募　　　集 暮　ら　し　男女平等推進センター活動登録団体

センターを団体の拠点施設として使用
できます。交流スペースやロッカーが無
料になるなどの特典があります。
対　男女平等・共同参画を推進するか、

しようとする次のすべてを満たす団体
①目的・計画を持ち、センターと連携を

図りながら事業を実施する
②メンバーが5人以上
③代表者が市内に住むか、通勤・通学し

ている
④営利を目的としない
⑤登録団体懇談会とセンターでの事業

への参加
申　直接か郵送、ファクス、Eメールで、

申請書を男女平等推進センター（〒
933-0023高岡市末広町1-7 FAX 20-
1815 Eメールgec@city.takaoka.lg.jp）へ。

※申請書は男女平等推進センターか市
ホームページで入手可。

※審査の上、登録団体を決定
します。
問　男女平等推進センター

☎20-1810

　令和3年度
　人づくり奨学資金奨学生
対　次の4つをすべて満たす人
①高校を卒業し（高等学校卒業程度認

定試験合格者含む）、学校教育法に基
づく短期大学、専修学校（専門課程に
限る）、大学、大学院に在学するか進
学予定

②保護者（親権者、未成年後見人、その
他これらに代わる人）が市内に住む

③学業成績が優秀で、学費支払いが困難
④他の奨学金制度を利用していない（給

付奨学金・授業料減免制度は除く） 
貸与金額（年額）
大 　 学
大 学 院

国公立 50万円
私　立 70万円

短 期 大 学
専 修 学 校

国公立 40万円
私　立 70万円

※奨学資金を返還する際、市内に住む
などの条件を満たした場合、返還額の
一部を減免する優遇制度があります。
定　3人程度
申　4月1日㈭～5月7日㈮に、

4月に入学・在学する学校
を通して、申請書類を教育
総務課へ。

※募集要項・申請書類は教
育総務課か市ホームページで入手可
問　教育総務課☎20-1443

団体登録

広告募集
人づくり

奨学資金

景観計画
（3月1日更新予定）

福岡駅西駐車場
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お知らせ INFORMATION

■令和2年11月1日㈰現在で市内に住民登録のあった人、招待状の送付を希望
する旨の連絡があった人には、改めて招待状を送付します。　

■市外に住民登録のある人で招待状の送付を希望する人や、
　3月末までに招待状が届かない人は、お問い合わせください。
■最新の情報は、随時、市ホームページでお知らせします。

問　生涯学習・文化財課☎20-1454

◇会場が変更となった校区があります
高岡西部…生涯学習センター➡ホテルニューオータニ 高岡  万葉・二上の間
芳　　野…竹平記念体育館➡ホテルニューオータニ 高岡  鳳凰の間

　コレクション展
　#リバイバルブームカメラ

時　5月9日㈰までの午前9時～午後5時
（入館は午後4時30分まで）

休館日　月曜日（祝日の場合は翌平日）
￥　企画写真展に含む
所問　ミュゼふくおかカメラ館☎64-0550

　設立50周年記念  高岡巧美会展
高岡が誇る伝統工芸の匠たちの逸品を
ご覧ください。
時　3月11日㈭～14日㈰の午前9時30

分 ～ 午 後 5 時
（14日㈰は午後
4時30分まで）
所　美術館
￥　無料
問　デザイン・工芸センター☎62-0520

　県民の観桜会
古城公園に植えられている桜を、とやま
さくら守が解説・案内します（申込不要）
時　4月4日㈰午前10時～午前11時

30分（雨天決行）
所　古城公園（動物園入口集合）
問　花と緑の課☎20-1417

　山町筋のひなまつり
時　3月13日㈯・14日㈰の午前11時～

午後5時（14日㈰は午後4時まで）
所　山町筋一帯
問　土蔵造りのある山町筋まちづくり協

議会☎090-3886-
1558、商業雇用課
☎20-1289

　男女平等推進センター講座

◇職場をうるおす環境整備のための
　Check&Do
内　パワハラ対策、女性活躍推進
時　3月15日㈪午後2時～

午後3時30分
定　20人（申し込み順）
申　直接か電話、ファクス、E

メールで、男女平等推進センター（ FAX
20-1815 Eメールgec@city.takaoka.lg.jp）へ。

※申込書は市ホームページで入手可
所問　男女平等推進センター
　☎20-1810

　生涯学習センター
　小中学生対象講座  能楽講座

仕舞と謡、笛、太鼓など、能楽を楽しく学
びます。
時　土曜日（月3

回 程 度・全 3 6
回）午前10時～
午前11時

※初回は4月3日㈯
所　文化芸能館
対　小・中学生
定　15人（申し込み順）
￥　月額1,000円
申　直接か郵送、ファクス、Eメールで、

講座名・住所・氏名・年齢・電話番号を、
文化振興事業団（〒933-0023高岡市
末広町1-7ウイング・ウイング高岡内
FAX 20-1658 Eメール kouza@takaoka-
bunka.com）へ。
問　文化振興事業団☎20-1450

　おとぎの森館からのお知らせ

①バラの講習会
内　春の剪定、薬剤散布、鉢バラの植え方
時　3月14日㈰午前9時30分
定　40人（申し込み順）
②もみこ先生の実験教室
内　ギアとてこの力の実験 ほか
時　3月28日㈰午前10時
対　小学生とその保護者
定　親子20組（申し込み順）
■いずれも、￥　無料
持　筆記用具、（②のみ）はさみ、のり
申　①3月7日㈰②3月10日㈬午前10

時から、電話で住所・氏名・電話番号
をおとぎの森館へ。
所問　おとぎの森館☎28-6500

学　　　ぶ

申込書

　博物館 常設展・お宝コーナー
◇またまた発見！渋沢栄一書簡
時　4月11日㈰までの午前9

時～午後5時（入館は午後
4時30分まで）

休館日　月曜日
￥　無料
所問　博物館☎20-1572

　里山交流イベント 椎茸コマ打ち・縄細工

時　3月21日㈰午前9時30分～正午
（雨天決行、昼食なし）
定　20人（抽選、当選者に案内送付）
￥　①中学生以上1,000円②小学生

700円③未就学児500円
※椎茸の原木は1人につき1本支給。追

加は1本1,000円。
申　3月15日㈪まで、直接か郵送、Eメ

ールで、住所・氏名・電話番号・区分
（①②③）を、里山交流センター（〒
933-0968高岡市国吉1324-1 Eメール
satoyama@p2.tcnet.ne.jp）へ。
所問　里山交流センター☎31-6617

　街角クラシック in Little Wing

出演　■ピアノ…中川佳美さん
　（高岡市出身）■チェロ…
　井上貴信さん（富山市在住）
時　3月27日㈯午後2時開演
（午後1時開場）
所　生涯学習センター
定　先着順（入場制限あり）
￥　1,000円（小学生以下無料）
※当日券のみ販売
問　文化振興事業団☎20-1560

新成人のつどい

催　　　し

渋沢栄一肖像
（国立国会図

書館蔵）

中川佳美さん

井上貴信さん

今年はひな人形の
展示のみ行います▶
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　素のものワークショップ
Web会議システム・Zoomを使って工芸
体験教室を開催します。パソコンやスマ
ートフォンなどからご参加ください。申し
込み後、体験キットをお送りします。
◇銅のプレートパン
銅板を叩いて、コンロなどで調理してそ
のまま出せるプレートパンを作ります。
時　3月21日㈰午後1時30分
対　高校生以上
定　4人（申し込み順）
￥　9,000円（送料込）
申　3月12日㈮まで、直接か電話、郵送、フ

ァクス、Eメールで、住所・氏名・電話番号・
メールアドレスを、デザイン・工芸センター

（〒939-1119高岡市オフィスパーク5 FAX
62-0521 Eメール tdcc@suncenter.co.jp）へ。
問　デザイン・工芸センター☎62-0520

　高岡・射水 万葉線e旅チャレンジ

万葉線で両市を巡り、eスポーツなどの
体験ができるARスタンプラリーです。
時　3月14日㈰午前10時～午後4時
所　御旅屋セリオ（Takaoka ePark・
　ZIBA）、万葉線㈱本社、クロスベイ新湊
￥　参加費・万葉線乗車無料
問　万葉線e旅チャレンジ実

行委員会（事務局：㈱チュー
リップテレビ）☎26-6000

ワークショップ

　新社会人のつどい
時　4月2日㈮午後2時～午後4時30分
所　生涯学習センター
対　市内の事業所に新たに就職する人
定　200人（申し込み順）
申　3月26日㈮まで、申込書を商業雇用

課へファクス（ FAX 20-1496）か、申し込
みフォームからお申し込み
ください。

※申込書は市ホームページ
で入手可
問　商業雇用課☎20-1297

　わろんがのイベント
◇企画展 春の小物展
時　3月4日㈭～30日㈫の午前10時～

午後6時
◇ワークショップ 脳活リトミック体験
時　3月12日㈮午後1時30分～午後3時
定　10人（申し込み順）
￥　500円
申　3月1日㈪から、電話で住所・氏名・

電話番号を、末広開発㈱へ。
■いずれも、所　わろんが（水曜定休）
問　わろんが☎21-6300、末広開発㈱

☎20-0555、商業雇用課☎20-1289

催　　　し　七尾市・高岡市交流情報
　花嫁のれん展
商家・民家の屋内に百数十
枚もの花嫁のれんが展示
されます。
時　4月29日㈭～5月9日㈰
所　一本杉通り
問　花嫁のれん館☎0767-53-8743

　高岡地区広域圏からのお知らせ

◇ヒミカが運行再開します（氷見市）
氷見市まちなか回遊促進モビリティ・ヒ
ミカで、氷見のまちなかを巡りませんか。
時　3月11日㈭から（10

日㈬までは冬期運休）
貸出場所　氷見市観光

協会（JR氷見駅構内）、
ひみ番屋街
￥　2,000円/３時間
申　無料アプリ・ココシル

ひみモビから要予約
問　氷見市地域振興課☎30-2949
◇酒とり祭り（小矢部市）
時　4月25日㈰午後4時30分（雨天決行）
所　下

し も

後
ご

亟
ぜ

神明宮（小矢部
市下後亟）
問　小矢部市観光協会
　☎30-2266

ひみモビ

酒とり祭り

プレイガイド　文化振興事業団、生涯
学習センター、アーツナビ（高岡文
化ホールなど）、Ｕホールほか
※➋➌は未就学児、➍は3歳未満入

場不可／➋➌➍当日500円高
申 問　文化振興事業団☎20-1560

時　4月30日㈮午後7時　　所　生涯学習センター　　
出演　森雅史さん（バス・高岡市出身）、山本有希子さん（ソプラノ・高岡市出身）、
　小泉詠子さん（メゾソプラノ・石川県出身）
￥　全席指定／一般2,000円、高校生以下1,000円

時　5月1日㈯午後2時　　所　生涯学習センター
出演　佐渡建洋さん
￥　全席指定／一般2,000円、高校生以下1,000円

時　5月2日㈰午後2時　　所　勝興寺　　
出演　かがやきブラス（金管五重奏）　
￥　全席自由／一般1,000円（拝観料500円含む）、中学生以下無料

オープニング・ファンファーレ　　　

佐渡建洋 ピアノリサイタル

オペラ・アリアの世界

風と緑と“かがやきブラス”！

南欧の風に乗って

勝興寺公演

時　4月29日㈭午前11時　　所　ウイング・ウイング高岡
出演　野村小学校ウインドアンサンブル　　￥　無料（事前申し込みが必要）

 
❶

❷

❸

❹

◀➊の申込用紙のダウンロード
ほか、詳しくは文化振興事業
団ホームページをチェック！

森雅史さん 山本有希子さん 小泉詠子さん

佐渡建洋さん

申し込み
フォーム

新社会人の
つどい

撮影：奈良雄一さん
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