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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
6月10日㈭・17日㈭・24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
6月16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
6月25日㈮14時～16時/定員8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

※7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　6月8日㈫/市役所7階
電話相談　6月8日㈫/☎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
▶6月8日㈫/市役所7階、福岡支所
▶18日㈮/戸出コミュニティセンター
▶21日㈪/伏木コミュニティセンター
▶25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
6月23日㈬13時～15時/市役所7階
問　県司法書士会高岡支部☎64-1711
◇行政書士相談
6月9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
6月17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
6月17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
※10日㈭9時から予約可（初めての人優先）
◇男女平等推進センター相談室
月～水・金曜日の9時30分～16時30分、
木曜日は14時～20時（祝日・第4月曜日
は除く）/ウイング・ウイング高岡6階
※面接は要予約
問　男女平等推進センター☎20-1811
◇特殊詐欺など身近な相談
問　県警本部☎#9110

暮　ら　し

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。最新の情報は市ホー
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。
▶マスクの着用など感染防止対策の徹
底にご協力ください。

Attention

　マイナンバーカードの臨時窓口
◇マイナンバーカードの受け取り、
　電子証明書の更新・暗証番号の再設定
時　6月4日㈮午後7時まで
◇マイナンバーカードの申請・受け取り
時　6月27日㈰午前9時～午後1時

　

■いずれも、所　市民課、伏木・戸出・
中田・福岡支所
問　市民課☎20-1337

　休日・夜間納税相談窓口
時　■休日…6月20日㈰午前9時～午後

1時■夜間…24日㈭午後7時30分まで
所 問　納税課☎20-1277

　たかおか朝市
時　6月13日㈰・27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
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

　年金所得者の確定申告不要制度
　を利用した人へ

◇個人市・県民税の申告漏れがある人は
申告をしましょう

年金や給与の源泉徴収票に記載されて
いない控除（扶養控除、障害者控除、ひ
とり親控除、寡婦控除、医療費控除、社
会保険料控除、生命保険料控除、地震保
険料控除、寄附金控除など）の適用を受
ける場合は、個人市・県民税の申告を行
ってください。申告がない場合、控除が
追加で適用されない場合
があります。

対　以下のすべてを満たす人
■公的年金等の収入金額が400万円以下
■公的年金等に係る雑所得以外の所得

金額が20万円以下
■令和2年分の確定申告をしていない
持　①個人番号（マイナンバー）確認書

類と身元確認書類※（運転免許証など）
※マイナンバーカード（写真付き）があ

れば、他の身元確認書類は不要です。
②次のうち、申告に必要なもの…公的年金・

給与などの源泉徴収票、社会保険料等
の支払いが分かるもの、生命保険料・地
震保険料などの控除証明書、医療費控
除の明細書、寄附金の受領証明書、障害
者手帳、障害者控除対象者認定書など
所 問　市民税課☎20-1257

※受け取り
　・必ず本人が窓口にお越しください。
　・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。
※電子証明書の更新・暗証番号の再設定
　・マイナンバーカードと本人確認書類（運転免許証、

保険証など）をお持ちください。
※申請　
　・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。

申請方法

※医療機関では予約できません。

予約・問合先　高岡市新型コロナワクチンコールセンター☎30-3840
　　　　　　 （午前9時～午後5時30分。土・日・祝日も受け付けます）

新型コロナワクチン接種医療機関の追加（5月１4日時点）

新型コロナワクチン接種に関するお知らせ

接種医療機関名・住所
伏木 稲尾医院（伏木本町3-20） 最新情報

（市HP）
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暮　ら　し　おとぎの森の催し
◇バラの講習会
内　春花後（梅雨・盛夏期含む）の手入れ
時　6月27日㈰午前

　9時30分
定　40人（申し込み順）
持　筆記用具
申　6月9日㈬午前10

時から、電話で、おとぎの森館へ。
◇山野草展
内　山野草の展示・販売、相談コーナー
時　7月2日㈮～4日㈰の午前9時～午

後5時（4日は午後3時まで）
■いずれも、所 問　おとぎの森館☎28-6500

　男女共同参画について考えませんか

①特設図書コーナー
時　6月1日㈫～30日㈬
所　男女平等推進センター、中央図書館
②企画講座
 「SDGsから考えるジェンダー平等」
時　6月26日㈯午前10時～午前11時30分
所　男女平等推進センター
定　30人（申し込み順）
申　電話かファクス、Eメールで、男女平

等推進センター（FAX20-1815 Eメールgec@
city.takaoka.lg.jp）へ。

■いずれも、
問　男女平等推進センター☎20-1810

　消防設備士試験
時　■甲種第1・2・5類、乙種第1・2・4・5

・7類…8月21日㈯■甲種特類・第3・4
類、乙種第3・6類…8月22日㈰
所　富山国際会議場
申　6月30日㈬～7月9日㈮に、直接か

郵送で、申込書を消防試験研究セン
ター（〒939-8201富山市花園町4-5-
20富山県防災センター2階）へ。

※申込書は各消防署で入手可
問　消防本部予防課☎22-3132

　Ｂ1勉強カフェ
　入会金無料キャンペーン
通常5,500円の入会金が　
無料になります。
時　6月1日㈫～30日㈬
※高校生の入会・無料体験

には「保護者同意書」が必要です。
※別途カード発行手数料1,100円（税

込）が必要です。
所 問　B1勉強カフェ☎50-8266

　市議会のYouTubeチャンネルを
　開設しました

◇議会報告会を配信します
配信日　6月1日㈫
新型コロナウイルス感染拡大防
止の観点から、YouTubeで録画
配信します。ぜひご覧ください。
問　議事調査課☎20-1531

　改修を行った住宅の
　固定資産税を軽減します
◇耐震改修
対　昭和57年1月1日以前に建てられ

た住宅
◇バリアフリー改修
対　次のいずれかの人が居住する住宅
　■65歳以上■介護保険の要介護か要

支援認定を受けている■障がい者
◇省エネ改修
対　省エネ基準に適合した工事を行っ

た住宅（窓の改修を含む）
■いずれも、
※工事費用が50万円を超えるものが対

象で、改修後3カ月以内に申告する必
要があります。

※減額は改修の翌年度の税額に限ります。
問　資産税課☎20-1274

　いっしょに一歩、ふみだそう
　「交流会＆セミナー」

若年無業者とその家族の想いを事業所
や支援者と共有し、社会的自立に向けて
何ができるかを考えます。
時　6月23日㈬午後2時～午後4時
所　男女平等推進センター 会議室
対　①若年無業者とその家族②事業所

経営者・採用担当者③支援者など
定　①②③あわせて20人（申し込み順）
申　6月19日㈯まで、電話かファクス、E

メールで、氏名・電話番号・所属（支援
機関・事業所名など）を、高岡地域若者
サポートステーション（FAX 24-4466 Eメール
info@takasapo.com）へ。
問　高岡地域若者サポートステーション

☎24-4466、商業雇用課☎20-1297

　サンライフの教室
内　❶リフレッシュヨガ❷簡単ストレッ

チ＆フットマッサージ❸美・温活リン
パストレッチ❹自彊

きょう

術❺パンチエク
ササイズ❻健康リズム体操❼機能改
善体操❽マットピラティス❾姿勢改善
ストレッチ❿健康ヨガ⓫ひざ・腰スト
レッチ体操⓬美姿勢★コアトレ⓭ダイ
エットヨガ⓮ウォーキング・健康リズム
体操⓯ストレッチ・健康リズム体操⓰
セルフ整体⓱からだ改善ヨガ⓲シェ
イプアップ体操⓳太極
拳⓴効果的トレーニン
グ いろいろフィットネ
スチャレンジ
時　7～9月
※日時や料金などは、ホームページをご

確認ください。
申　6月8日㈫から、受講料を添えてサ

ンライフ高岡へ。
※無料体験もできます。詳しくはお問い

合わせください。
所 問　サンライフ高岡☎44-7073

　オタヤ子ども広場に
　新しい遊具が仲間入り
木製の雲

う ん て い

梯と滑り台を、新たに導入しま
した。
所　オタヤ子ども広場（御旅屋セリオ3階）
対　未就学児（保護者の同伴が必要）
※入場無料、申し込み不要
問　商業雇用課☎20-1592

子育て世帯の皆さんへ

遊びに来てね♪

京田（南）
交差点

下黒田
交差点

新高岡駅北口
交差点

北陸新幹線
新高岡駅

城
端
線

京田地下道
開通区間

イオンモール
高岡

周辺道路の渋滞が予想されますので、ご理解ご協
力をお願いします。
問　道路整備課☎30-7281

現在の踏切平面交差から地下道へ、車線が切り
替わります。
▶午後2時30分～午後3時は車線の切替作業の

ため通行止めになります。作業終了後に通行
可能となります。

B1勉強カフェ

市議会
YouTube
チャンネル

サンライフ高岡

京田地下道が開通します
6月13日㈰午後3時以降、



納税 Tax

６月の納税 ６月30日㈬まで

 ○市県民税（第1期）

 問　納税課☎20-1276
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和食の地理学
金田章裕著　平凡社
我々が普段口にしてい
る和食。何気ない日常
の食事にも、過去から
受け継がれてきた文
化的背景があります。
本書は、和食の食材
やその生産及び加工のルーツを地理学の
観点から解説します。
精神科医・モタ先生の心が晴れる言葉
斎藤茂太著　あさ出版
田中角栄上司の心得
小林吉弥著　幻冬舎
世界史は化学でできている
左巻健男著　ダイヤモンド社
ドラッグストア拡大史
日野眞克著　イースト・プレス
ギャグ語辞典
高田文夫〔ほか〕文　佐野文二郎絵
誠文堂新光社
車窓の風に吹かれて 作家たちの鉄道旅
「旅と鉄道」編集部編　天夢人
山と溪谷社（発売）
もしかして．．．
クリスホートン作　木坂涼訳　ＢＬ出版

◇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　中田図書館☎36-0054

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
４月末まで
の交通事故 96件 0人 108人

前年同期と
の比較 ー12件 ー1人 ー24人

交通事故 Traffic Accidents

  ①児童扶養手当
対　父親か母親のいない児童（18歳

の 3月31日まで）を監護している親
か養育者

※どちらかの親に一定以上の障がいが
ある場合や、生死が明らかでない場
合などにも支給します。

支給月額   ■全部支給…4万3,160円　
■一部支給…1万180円～4万3,150円

※別途多子加算有

  ②特別児童扶養手当
対　精神か身体に障がいのある児童

（20歳未満）を監護している父母か
養育者

支給月額　■1級…5万2,500円■2級…
3万4,970円

  ③ひとり親家庭等医療費助成制度
対　ひとり親家庭などの親（養育者）

と児童（18歳の 3月31日まで）
助成額　保険診療費の自己負担分

（注）①〜④は、所得制限により受給で
きない場合があります。

   ④母子・父子家庭の経済的自立の
  　 就労支援（要事前相談）

◇自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の親が、県内の職業能力
開発講座を受講した場合、受講料の一
部を支給します。
◇高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の親が、市の定める養成機
関で 6 カ月以上修業し、下記の対象資
格を取得しようとする場合、支給します。
対象資格　看護師・介護福祉士・保育士・

理学療法士・美容師・調理師などの国家
資格や、デジタル分野などの民間資格

◇高等学校卒業程度認定試験合格支援
ひとり親家庭の親・児童が、高等学校卒
業程度認定試験合格のための講座を受
講する場合、費用の一部を支給します。

  ⑤貸付制度
対　ひとり親家庭の親、寡婦

  ⑥助産施設の入所
対　生活保護世帯か非課税世帯で、

経済的理由がある人（入所負担金が
必要な場合有）

児童・母子・父子の手当や制度

児童手当の現況届をお忘れなく

該当者には 6月上旬に案内を郵送します。
提出がないと、手当が受けられない場
合があるのでご注意ください。
※公務員は勤務先で行って

ください。
提出期間　6月30日㈬まで
提出場所　市役所7階704会議室、伏木

・戸出・中田・福岡支所
※郵送（〒933-8601高岡市広小路7-50子ども・子育て課家庭支援係）や電子申請

でも提出できます。

区分 児童手当の額
第1・2子 第3子以降

3歳未満
（3歳の誕生月まで） 1万5,000円

3歳以上
小学校修了前 1万円 1万5,000円

中学生 1万円
所得制限超過世帯 5,000円

子育て世帯の皆さんへ■いずれも、申 問　子ども・子育て課☎20-1381

ひとり親世帯を支援するため、給付金を支給します

◇子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）
給付額　対象児童1人につき 5万円
対　①令和3年4月分の児童扶養手当受給者②公的年金などを受給し

ているため 4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人（ひとり
親家庭等医療費助成制度のみの利用者）③新型コロナウイルス感染
症の影響を受けて、収入が児童扶養手当の受給者と同じ水準となった（児童扶養
手当の資格要件を満たす）世帯

①の人は　5月に、児童扶養手当の支給口座へ振り込みました（手続きは不要です）
②の人は　個別に案内を送付しました。内容に従い、手続きしてください。
③の人は　令和4年2月28日㈪まで（必着）、直接か郵送で、申請書と必要書類を

子ども・子育て課（〒933-8601高岡市広小路7-50）へ。
※受給要件や必要書類など、詳しくは市ホームページをご確認ください。
※申請書は子ども・子育て課か市ホームページで入手可。

電子申請

子育て世帯
生活支援

特別給付金



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

　高岡市民美術展
絵画Ⅰ（日本画）、絵画Ⅱ（洋画）、彫刻、
工芸、書、写真の6部門の入選・入賞作品
や、招待作品を展示します。
時　6月19日㈯～7月3日㈯の午前9時30

分～午後5時（入館は午後4時30分まで）
◇出品する場合
下記の搬入日（部門ごとに異なります）
に作品を搬入し、申し込んでください。
■絵画Ⅰ（日本画）、絵画Ⅱ（洋画）、書…

6月10日㈭
■彫刻、工芸、写真…6月11日㈮
※搬入時間は、いずれも午前10時～午

後6時　（時間厳守）
所 問　美術館（月曜休館）☎20-1177

　わろんがのワークショップ
◇つまみ細工のブローチ作り体験
時　6月19日㈯午後1時30分～午後3時
所　わろんが（水曜定休）
定　10人（申し込み順）
￥　1,000円
持　ピンセット、タオル
申 問　6月7日㈪から、電話で、住所・氏名

・電話番号を、商業雇用課☎20-1289
か末広開発☎20-0555へ。

　農畜水産物の高付加価値化、販路
　拡大に取り組む農業者を応援します

補助対象　①6次産業化などによる高
付加価値化の取り組み②
インターネット販売などに
よる販路拡大の取り組み

補助率　対象経費の50％
補助上限　①20万円②30万円
申　6月30日㈬まで、直接か郵送、ファ

クス、Eメールで、申請書を農業水産
課（〒933-8601高岡市広小路7-50FAX
20-1476 Eメール nosui@ci ty.takaoka.
lg.jp）へ。

※詳細は市ホームページをご覧ください。
問　農業水産課☎20-1310

　ジュニア育成コミュニティ活動を
　支援します

助成額　補助対象経費の1/2以内　
（活動回数に応じて最大7万円）
対　下記のすべてを満たすグループ
　■10家庭・20人以上のジュニア（中学

生以下）で構成
　■18歳以上の指導者がいる
　■市から別の助成を受けていない
要件　ジュニアが中心となり、自ら体験し

たり学習したりする活動を年1回以上
行うこと
申　6月30日㈬まで、直接か郵送で、申

請書を生涯学習・スポーツ課へ。
※申請書は生涯学習・スポーツ課で入手可
問　生涯学習・スポーツ課☎20-1454

　こどもエコクラブに加入しませんか

子どもたちの自主的な環境学
習や実践活動を支援します。
要件　2人以上の仲間（3歳

～高校生）と、活動を支え
る1人以上の大人で構成（家族単位で
のクラブも歓迎）
申　ホームページの登録フォームから、こ

どもエコクラブ全国事務局へ。
問　地域安全課☎20-1353

　高岡古文書ボランティア
時　6月19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　6月15日㈫午前9時から、電話で、

住所・氏名・電話番号を、博物館へ。
所 問　博物館☎20-1572

　視覚障がい者パソコン指導者
　養成講座
視覚障がい者へのパソコンやスマホの
指導方法を学びます。
時　①7月4日㈰・11日㈰②8月1日㈰・8

日㈰の午前9時15分～午後3時45分
※①か②のいずれかに参加ください。
所　ふれあい福祉センター
定　各2人（申し込み順）
申　電話かファクス、Eメールで、住所・

氏名・電話番号・受講希望日を、情報
政策課（ FAX 20-1319 Eメール joho@city.
takaoka.lg.jp）へ。
問　情報政策課☎20-1238

■申込期間…6月9日㈬（必着）まで
■第一次試験…6月20日㈰

職　　種 募集人数 受　験　資　格　等 第一次試験会場
①事務職（大卒） 6 人程度 平成 6 年 4 月 2 日以降に生まれた人※学歴要件あり

市役所本庁舎②技術職
　（大卒）

土木 2 人程度
平成 3 年 4 月 2 日以降に生まれた人※学歴要件あり

建築 1 人程度
③消防職（大卒） 2 人程度 平成 7 年 4 月 2 日以降に生まれた人※学歴要件あり 消防本部
④保健師 1 人程度 昭和 61 年 4 月 2 日以降に生まれた人※保健師免許取得者（見込み含む）

市役所本庁舎
⑤福祉総合職 1 人程度 昭和 61 年 4 月 2 日以降に生まれた人

※社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士のいずれかの資格取得者（見込み含む）

⑥保育士 2 人程度 昭和 61 年 4 月 2 日以降に生まれた人※保育士資格取得者（見込み含む）

⑦薬剤師 1 人程度 昭和 61 年 4 月 2 日以降に生まれた人※薬剤師免許取得者（見込み含む）

⑧看護師・助産師 14 人程度 昭和 56 年 4 月 2 日以降に生まれた人※看護師又は助産師の免許取得者（見込み含む）
※本人の同意を得て、令和 3 年度中に採用する場合があります 市民病院

※詳細は、市役所総合案内、人事課、伏木・戸出・中田・福岡支所、市民病院総務課（⑧のみ）で配布する募集要項か、
市ホームページでご確認ください。また、募集要項の郵送をご希望の場合は下記までお問い合わせください。
申 問　①～⑦人事課☎20-1221、⑧市民病院総務課☎23-0204

募　　　集催　　　し

こどもエコクラブ

農畜水産物
補助金

高岡市職員募集▶

高 岡市職員採用試験（令和4年4月1日採用）
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