
お知らせ
I N F O R M A T I O N

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
▶お知らせした内容が変更となる可能

性があります。最新の状況は市ホー
ムページを確認するか、担当課など
へお問い合わせください。
▶催しなどに参加する際は、マスクの

着用など感染防止対策を徹底しまし
ょう。

Attention

　夜間納税相談窓口
時　4月22日㈭午後7時30分まで
所 問　納税課☎20-1277

　住所異動（転入・転出・転居など）の
　手続きを忘れずに

選挙・就学・印鑑登録・国民年金・国民健
康保険・後期高齢者医療保険・介護保険
などの手続きや、市からのお知
らせを受け取るために必要です。
必ず届け出をしてください。
転出　窓口、電子申請（マイナンバーカ

ードが必要）、郵送で届け出可
転入・転居　窓口へお越しください（マイ

ナンバーカードをお持ちの人は持参し
てください）
持　本人確認書類（マイナンバーカード、

運転免許証など）
申 問　市民課☎20-1337、伏木支所☎

44-0481、戸出支所☎63-1250、中田
支所☎36-1133、福岡支所☎64-5333

　
　オタヤ市民サービスコーナーの
　開設日時が変わります

変更後の開設時間　月～金曜日の午前
10時～午後4時30分（祝日、年末年
始を除く）

交付できる証明書　住民票の写し、戸
籍全部（個人）事項証明書、印鑑登録
証明書、戸籍附票の写し、身分証明書

※とやま広域窓口サービスも取り扱っ
ています。
問　市民課☎20-1333

　第2期とやま呉西圏域都市圏ビジョン
　（令和3～7年度）を策定しました

高岡市・射水市・氷見市・砺波市・小矢部
市・南砺市の6市が連携し、圏域全体の
住民サービスの向上などに
取り組みます。詳しくはホー
ムページをご覧ください。
問　都市経営課☎20-1231

　農業用水路・ため池への
　転落事故に気をつけましょう

この時期は、用水路やため池の水量が
増すため、注意が必要です。
事故にあわないために
●「自分は大丈夫」という意識を改め、余

裕を持った行動を！
●高齢者・子どもたちとコミュニケーショ

ンをとって、家庭内でも声かけを！
●慣れた道でも、水路沿いは安全確認を！
●草刈りや水管理など一人での作業は極

力避けて、見かけたときは声かけを！
●水路は昼と夜で危険度が違う。暗いと

ころは特に注意を！
問　県農村整備課☎076-431-4111、

農地林務課☎20-1314

　産後ヘルパーを派遣します
出産直後の一番心身がつらい
時期に、家事サポートを行う
ヘルパーを派遣します。
内　在宅時の家事、
　育児の援助
　（1回2時間以内）
時　平日の午前9時
　～午後5時
　（祝日、年末年始を除く）
利用回数　5回まで
対　出産後2カ月以内の母親
￥　1,500円/回
申　4月1日㈭から、申請書を子ども・子

育て課へ。
※申請書は市ホームページから入手可
問　子ども・子育て課☎20-1393

　きずな子ども発達支援センター
　保護者サロン
子どもの発達に関する悩みや情報を共
有しながら、日々の子育てについて話し
合う場です。センター利用の有無に関わ
らず、どなたでも参加できます。

とき 対象

偶数月の
第2水曜日

未就学児の保護者

奇数月の 小学生の保護者

※第1回は4月14日㈬で、未就学児の保
護者が対象です。
所　きずな子ども発達支援センター研

修棟
持　マスク着用
申　電話で、きずな子ども発達支援セ

ンターへ（当日参加も可）
問　きずな子ども発達支援センター
　☎21-3685

暮　ら　し

不適切なごみの混入は、ごみ収集車やごみ処理施設の火災・爆発事故の原因となり、
大変危険です。住民や作業員に危険が生じたり、ごみの収集・処理ができなくなったり
する可能性がありますので、次のことにご注意ください。
▶スプレー缶・カセットボンベなど　中身を使い切り、穴を開けて出してください。
▶電化製品　電池・バッテリーなどを外して出してください。
▶ライター、乾電池（アルカリ・マンガン）　専用の回収かごに出してください。
▶ボタン型電池・充電式電池など　市では処理できないごみなので、販売

店の回収をご利用ください。
▶注射針などの医療系廃棄物　注射針や点滴針は、処方された医療

機関か薬局へお返しください。輸液バッグなどは、燃やせるごみと
して指定袋に入れて出してください。
問　環境サービス課☎22-2144

事故防止のため、

ごみ分別の徹底 にご協力ください

とやま
呉西圏域

産後
ヘルパー

住所異動

4月から

住民票の写しなどは、マイナンバー
カードがあればコンビニでも取得で
きるよ！（詳しくは裏表紙へ）
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す
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持…持ち物、申…申し込み、チ…チケット、問…問合先、FAX …ファクス、
Eメール…Ｅメールアドレス相談案内 Consultation

次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。

◇弁護士の法律相談
4月8日㈭・15日㈭・22日㈭の13時30分
～16時30分/市役所7階/定員各6人
申問  　共創まちづくり課☎20-1327
※各相談日の前日8時30分から予約可
※電話での申し込み順。初めての人のみ
◇多重債務弁護士相談
4月21日㈬13時30分～15時/市役所7
階/定員3人
申 問 　市消費生活センター☎20-1522
◇女性弁護士の法律相談
4月22日㈭14時～16時/定員4人
所 申 問　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分から予約可
※電話での申し込み順。初めての人のみ
◇人権相談
対面相談　4月13日㈫/市役所7階
電話相談　☎20-1519
※いずれも、13時30分～16時
問　共創まちづくり課☎20-1327
◇行政相談
▶4月13日㈫/市役所7階、福岡支所
▶16日㈮/戸出コミュニティセンター
▶19日㈪/伏木コミュニティセンター
▶23日㈮/市役所7階
※いずれも、13時30分～16時
問　共創まちづくり課☎20-1327
◇消費生活相談
月～金曜日（祝日は除く）の9時～17時
所問　市消費生活センター☎20-1522
◇司法書士相談
4月21日㈬13時～15時/市役所8階
問　県司法書士会高岡支部☎28-2707
◇行政書士相談
4月14日㈬13時～15時/市役所8階
問　県行政書士会高岡支部☎27-3700
◇社会保険労務士の労働相談
4月15日㈭13時30分～16時/市役所7階
 問　県社会保険労務士会☎076-441-0432
◇税理士の税務相談
4月15日㈭13時～16時/商工ビル5階/
定員6人
申問　北陸税理士会富山県連事務局
　☎076-422-4034
※8日㈭9時から予約可
◇特殊詐欺など身近な相談
問　県警本部☎#9110

　危険物取扱者試験
時　6月12日㈯■午前…乙種第4類■午

後…甲種、乙種第1～6類、丙種
所　商工ビル
申　4月21日㈬～30日㈮に、消防試験

研究センター富山県支部へ。
※願書は各消防署で入手可
◇試験のための準備講習（任意）
時　5月13日㈭・14日㈮
所　消防本部
申　4月21日㈬～30日㈮に、消防本部

か各消防署へ。
問　消防本部予防課☎22-3132

　「たかおか市民と市政」5月号は
　配送が遅れます

印刷・配送業者の決定手続きが必要な
ため、大変ご迷惑をおかけしますが、通
常よりも配送が遅くなります（4月下旬か
ら配送予定）
問　広報広聴室☎20-1331

所　高岡市福岡町大滝12　
※詳しくは、福岡支所か各課（室）へお問い合わせください。

これまでの福岡総合行政センターの組織・業務は、
４月から次のとおりとなります

課（室）名・問合先 主な業務

福岡支所
☎ 64-5333

■戸籍、住民異動届、印鑑登録に関すること ■市税の証明発行
■国民健康保険などの各種申請受け付け
■児童手当、各種医療費助成の申請受け付け

地域振興交流課
☎ 64-1426

■山村振興計画、中山間地域事業
■福岡地域のイベントに関すること
■特産品（菅笠・鯉・ゆず・竹の子）などの振興団体との連絡調整

福岡駅前土地区画整理
推進室☎ 64-1440

■福岡駅前土地区画整理事業

  上下水道の使用開始・中止の申し込みが、インターネットから可能に

  給排水工事関係業務を民間委託します
4月から、これまでの水道料金などの徴収業務に加え、給排水工事関係の窓口・立
会業務や漏水調査業務などを、民間委託します。
委託先　ヴェオリア・ジェネッツ㈱北陸支店（富山市花園町3-2-15）
委託期間　4月1日～令和6年3月31日
訪問の際は　作業員は制服を着用し、「上下水道局が発行する証明書」と「会社の

従業員証」を携帯しています。
※検針の日程や方法、料金徴収の方法はこれまで通りです。
問　■水道料金などについて…ヴェオリア・ジェネッツ㈱北陸支店☎20-1612、20-1613

■給排水工事関係について…ヴェオリア・ジェネッツ㈱北陸支店☎30-7303、30-
7306■業務委託について…上下水道局営業課☎20-1617

※受付時間　午前8時30分～午後5時15分（土・日曜日、祝日を除く）

上下水道局からのお知らせ

携帯版スマートフォン版

4月1日㈭から、パソコンや携帯電話から24時間いつでも
上下水道の使用開始・中止を申し込めるようになります。
※申し込み後、確認の電話をもって受付完了となります。
問　水道料金センター☎20-1619

▼申し込みはこちら▼
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　新幹線で通学・通勤する人へ
　定期券購入費用の一部を補助します

◇通学定期券
対　休学中でない、次の条

件をすべて満たす人
①高岡市に住民登録がある
②新高岡駅から新幹線通学定期券で通

学する
③世帯員全員が市税などを滞納してい

ない
◇通勤定期券
対　市内に住むか勤務し、次

の条件をすべて満たす人
①新高岡駅発着で、新幹線通

勤定期券で通勤する
②「定期券購入額－勤務先から支給され

た通勤手当額」が補助金額を超える
③世帯員全員が市税などを滞納してい

ない
■いずれも、補助金額　■1カ月定期券

…1万円■3カ月定期券…3万円
申　申請書と必要書類を、総合交通課へ。
※申請書などは市ホームページで入手可
問　総合交通課☎30-6505

　新社会人の皆さんへ
　国保の脱退手続きを忘れずに
国民健康保険の脱退手続きをしないと、
会社の保険料と市の国民健康保険税の
両方を納めることになります。
対　国民健康保険加入者で、会社など

の健康保険に加入した人
持　会社などの健康保険証、国民健康

保険証、マイナンバーカードなどの本
人確認書類
申 問　保険年金課☎20-1374

　60歳未満で退職した人は
　国民年金の加入手続きを

対　20歳以上60歳未満で、厚生年金
保険に加入しており、退職した人

※扶養されている配偶者も同様の届け
出が必要です。
持　退職を証明する書類、マイナンバ

ーが分かるものか年金手帳
申　保険年金課、伏木・戸出・中田・福

岡支所、高岡年金事務所
問　高岡年金事務所☎ 21-4180（窓口

は要予約）、保険年金課☎ 20-1362

　　登録　生涯1回
生後91日以上の犬は、登録が必要です。
￥　3,000円
また、以下の場合も地域安全課への届け出が必要です。
■犬の所在地や飼い主の氏名・住所などに変更があったとき
■犬が死亡したとき

　　狂犬病予防注射の接種　毎年1回
右記表の集合注射か、動物病院で接種してください。
￥　3,300円

■生後91日以上の犬には、狂犬病予防注射を必ず毎年接種させてください。
■鑑札・注射済票は犬の首輪に付けてください。
■注射済ステッカーは玄関などの見やすい場所に掲げてください。

犬の登録と狂犬病予防注射の接種
時    所　狂犬病予防集合注射日程
4月 時　間 会場名

4日
㈰

9:00～ 9:45
10:10～10:40
11:00～11:30

高 岡 厚 生 センター
中 田コミュニティセンター
戸 出コミュニティセンター

8日
㈭

 9:00～ 9:20
 9:40～10:00

10:15～10:30
10:45～11:00
11:15～11:35

市 立 太 田 公 民 館
市 立 古 府 公 民 館
吉 久 公 民 館
下 牧 野 公 民 館
市 立 牧 野 公 民 館

11日
㈰

9:00～10:00
9:40～ 9:50

10:20～10:30
10:20～10:35
10:55～11:10
11:25～11:40

福 岡 支 所 西 側 駐 車 場
小 野 集 会 所
旧 JA 高 岡 西 広 谷 出 張 所
市 立 赤 丸 公 民 館
市 立 国 吉 公 民 館
長 慶 寺 室 内プ ー ル

14日
㈬

9:00～  9:20
 9:40～ 9:50

10:10～10:30
10:50～11:05
11:20～11:40

戸 出 6 丁 目 公 民 館
山王トレーニングセンター
高 岡 西 部 総 合 公 園 東 駐 車 場
市 立 佐 野 公 民 館
市 立 木 津 公 民 館

18日
㈰

9:00～ 9:30
10:00～11:30

伏 木コミュニティセンター
市役所西側職員駐車場

狂犬病は、犬だけではなく人にもうつります。発症した場合、ほぼ100％死に至る
恐ろしい病気です。狂犬病の発生を防ぐため、犬の登録と狂犬病予防注射の接
種は、法律で飼い主に義務付けられています。
問　地域安全課☎20-1351

暮　ら　し

問　市消費生活センター☎20-1522

ドライブレコーダーに録画されているはずの映像が記録されてい
なかった。何が問題だったのだろうか。

ドライブレコーダーの映像は
定期的に確認しましょう

ドライブレコーダーは初めに取扱説明書をよく読み、正しく使いまし
ょう。データを記録する SD カードは取扱説明書に記載されているも
のを選んでください。なお、SD カードの状態により、映像が記録さ
れていないケースがあります。SD カードは繰り返し使用
することにより劣化していく消耗品ですので、定期的に交
換しましょう。また、本体に異常が生じていないかの確
認も含め、映像が正常に記録されているか確認しましょう。 国民生活

センター

通学定期

通勤定期



納税 Tax

４月の納税 ４月30日㈮まで

 ○固定資産税（第1期）

 問　納税課☎20-1276
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　介護サービス相談員
介護保険施設などを訪問し、市民の立
場で利用者の疑問や困りごとなどを聴
き、施設や市役所との橋渡しをします。
※養成研修（9月頃予定）受講後、相談

活動を行います（月２回程度訪問）
任期　4月1日～令和4年3月31日
　　　（継続可）
対　市内に住み、高齢者福祉に関心と

理解があり、自動車運転免許のある人
（介護保険サービス事業所の従事者は
除く）
定　2人
申　4月30日㈮まで、郵送かEメールで、

住所・氏名・年齢（生年月日）・性別・電
話番号・地域の福祉活動などと、応募
動機についての作文（600字程度、様
式自由）を、高齢介護課（〒933-8601
高岡市広小路7-50 Eメール kaigo@city.
takaoka.lg.jp）へ。
問　高齢介護課☎20-1365

　博物館の活動に参加しませんか
◇令和3年度博物館に親しむ会会員募集
特典　博物館行事・親しむ会イベント情

報の提供、会報誌の送付、講座などの
受講料割引、（賛助会員のみ）図録進呈
￥　年会費■一般会員…1口1,000円 

■賛助会員…1口5,000円
申　申込書に会費を添えて、

博物館へ。
※申込書は博物館やホーム

ページで入手可
◇高岡古文書ボランティア
時　4月17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　4月13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。
■いずれも、所 問　博物館☎20-1572

　国民年金保険料の納付は
　口座振替や納付書での前納がお得

令和3年度の国民年金保険料は、月額1
万6,610円です。口座振替で当月末の引
落しにすると、月々50円の割引（早割り）
があります。また、納付書で4月30日㈮ま
でに、金融機関やコンビニで1年前納す
ると、年額で3,540円の割引があります。
申 問　高岡年金事務所☎21-4180（窓

口は要予約）、保険年金課☎20-1362

　後期高齢者医療保険料の納め方

特別徴収（年金天引き）と普通徴収（口
座振替か納付書払い）があります。2月に
特別徴収開始通知があった人は、4月以
降に特別徴収となります。なお、申請によ
り特別徴収から普通徴収（口座振替）に
変更できます。
申 問　保険年金課☎20-1481

　住宅用太陽光発電高度利用促進補助

次の場合に、補助金を交付します。補助額
などは市ホームページでご確認ください。
対　市内の住宅に、蓄電池を併設した

太陽光発電システムか、太陽光発電シ
ステムと電気自動車を組み
合わせたV2H（ビークル・ト
ゥ・ホーム）システムを設置
する人

要件　居住用に使用される住宅である
こと、市税の滞納がないこと　など
問　地域安全課☎20-1352

　たかおか朝市が4月11日㈰から
　始まります

青果物、塩干物などを販売します。

時　4～10月の第2・4日曜日の午前5
時30分～午前8時
所　坂下町通り
※市営御旅屋駐車場は、午前5時30分

から午前8時30分まで無料。
※出店者も募集しています。
問　たかおか朝市実行委員会（午前10

時～午後4時、水曜休み）☎090-6811-
3137、共創まちづくり課☎20-1552

賢く歳をかさねる人間の品格
坂東眞理子著　ＳＢクリエイティブ
コロナ禍の中で人生100年時代を生きる、
60代以上のプラチナエイジ
と言われる世代に向けて書
かれた新書。若い人をサポ
ートしつつ自分自身も錆び
つかないように働く。社会貢
献なども含め、志を持って一
日一日を丁寧に生きて欲し
いと綴る。
たまたま、図書館長。
―それはドイツからはじまった―
鳥越美奈著　郵研社
みみずのたわごと
―徳川慶喜家に嫁いだ松平容保の孫の半生―
徳川和子、山岸美喜著　東京キララ社
ひきこもり、自由に生きる
―社会的成熟を育む仲間作りと支援―
宮西照夫著　遠見書房
捨てればいいってもんじゃない
―暮らしと生き方を簡素化して人生が変わった
僕のシンプリストライフ―
エヌケン著　ＫＡＤＯＫＡＷＡ
移動貧困社会からの脱却 
―免許返納問題で生まれる新たなモビリティ・
マーケット―
楠田悦子編著　時事通信出版局
ジブリの鈴木さんに聞いた仕事の名言。
鈴木敏夫言葉　木村俊介選
Ｋａｎｙａｄａ写真　ＫＡＤＯＫＡＷＡ
キス・スキ
越野民雄作　高畠純絵　講談社

◇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絵本などの
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　中央図書館☎20-1818

図書館からの
お薦め新刊情報

新刊 Books

令和3年 交通事故状況（市内）

区　分 件 数 死 者 傷 者
2月末まで
の交通事故 50件 0人 59人

前年同期と
の比較 ー11件 ー1人 ー15人

交通事故 Traffic Accidents

暮　ら　し募　　　集

促進補助

親しむ会



お知らせ INFORMATION

◎記号 時…とき、所…ところ、対…対象、定…定員、￥…料金、内…内容、
持…持ち物、申…申し込み、チ…チケット、問…問合先、FAX …ファクス、
Eメール…Ｅメールアドレス

　ワーク・ライフ・バランス推進事業所
　認定申請を受け付けます

仕事と生活の調和に配慮した職場環境
づくりに積極的に取り組んでいる事業所
を認定し、その取り組みを市ホームペー
ジや情報誌などで紹介します。
対　次のうち3つ以上に取り組んでいる

市内の事業所
①働く意欲がわく職場づくり
②心と体の健康づくり
③家庭と仕事のバランスづくり
④ワーク・ライフ・バランスを実現するた

めの独自の取り組み
申　直接か郵送、ファクス、Eメールで、

申込書を男女平等・共同参画課（〒
933-0023高岡市末広
町1-7 FAX 20-1815 Eメール
gender@city.takaoka.
lg.jp）へ。

※申込書は市ホームペー
ジで入手可
問　男女平等・共同参画課☎20-1812

　男女平等・共同参画の取り組み
　を応援します

◇講座の企画を募集します
内　市民を対象に、男女平

等・共同参画を啓発・普及
するもの（営利目的のものなどは除く）

※1講座約2時間で、1～3回程度
※1グループにつき1企画
対　市内に住むか通勤・通学する人、市

内を拠点に活動する団体・グループ
◇グループでの学びを支援します
内　男女平等・共同参画へ

の理解をより深めるため
の研修など（支援は1回）
対　市内で活動する団体・

グループ
■いずれも、支援内容　講師にかかる

経費の一部、講師依頼など
申　5月31日㈪まで、申込書を男女平

等推進センターへ。
※申込書は市ホームページから入手可
問　男女平等推進センター☎20-1810

　市民共創チャレンジ事業
市民・団体・企業・地域などが連携し、地
域課題の解決や新たなまちの魅力を創
出するために取り組む事業を支援します

（審査あり）
補助率　対象経費の80％
補助上限　連携する団体が■2つ…10万

円■3つ…15万円■4つ以上…20万円
申　4月30日㈮まで事前相談のうえ、5

月14日㈮まで、申請書を
直接、共創まちづくり課へ。

※申請書は共創まちづくり課
や市ホームページで入手可
問　共創まちづくり課☎20-1328

　「食」の自立支援サービス事業者

内　ひとり暮らし高齢者など
への配食支援や見守りなど
申　4月6日㈫～5月7日㈮

に、直接、高齢介護課へ。
※詳しくは、市ホームページか高齢介護

課にある募集要項をご覧ください。
問　高齢介護課☎20-1165

募　　　集

ワーク・ライフ・
バランス推進

事業所

市民共創
チャレンジ事業

積極的に設備投資を行う中小企業者を強力に後押しします。
対　市から先端設備等導入促進計画の認定を受けて、設

備投資を行った中小企業者
※要件などは市ホームページをご確認ください。
補助率　■市内事業者が製造したか、市内に本店を有する

事業者から購入した設備…20％■その他…10％
限度額　50万円
問　産業企画課☎20-1293

①小規模事業者経営改善資金（マル経融資）利子補給
対　令和4年3月31日㈭までに商工会議所か商工会から、

マル経融資の推薦を受けた小規模事業者
※推薦には事前の経営相談が必要となります。
内　対象利子を融資実行から2年間全額補給
②事業承継特別保証制度保証料補給
対　富山県創業支援資金融資（事業承継支援枠）のうち、事

業承継特別保証制度を利用する中小企業者
内　令和4年3月31日㈭までに実行された融資の保証料を補給
■いずれも、問　産業企画課☎20-1286

生産性向上のための設備投資促進補助利子補給・保証料補給制度を創設

新たな事業展開や業態転換を図る中小企業者の皆さんを、
新たな補助金メニューで支援（未来につなぐチャレンジ事業補助金）

事業者の皆さんを応援します！

補助金名 補助対象 補助率 補助限度額

①創業・事業承継支援補助金 ものづくりを中心とした創業や経営者の交代に連動した新事業展開などの取り組み

対象経費の
1/2以内

50万円

②ものづくりステップアップ
　事業支援補助金 新技術や地域資源の活用などを含む、独創性の高い新商品開発の取り組み 50万円

③新時代販路開拓事業支援
　補助金

見本市出展などの販路開拓活動のほか、ECなどのICT技術を活用した販路開拓の取り
組み 30万円

④産業スマート化支援補助金 IoT・AIの導入など、事業活動の改善や省力化にかかるデジタル化の取り組み 50万円

⑤持続化人材育成支援補助金 事業の継続に必要な人材育成活動としての、経営者向け・技術者向け講座などの受講
による基礎能力向上の取り組み 10万円

問　産業企画課☎20-1395

Pick UP

設備投資
促進補助

利子補給・
保証料補給制度

新たな補助金メニュー▶

「食」の自立
支援サービス

講座の企画

グループでの
学び
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