
お知らせ
I N F O R M A T I O N

　貯水槽水道は点検が大切です
ビルやマンションなどの貯水槽の水質
管理は所有者が行うことになっています。
入居者が安心して水道水を利用できる
よう、日ごろから次のポイントで点検や
清掃、検査などを行ってください。
▶水槽の周囲は清潔に保たれているか
▶水槽のひび割れ、水のあふれ、防虫網

の破れはないか
▶水槽内に沈殿物や浮遊物はないか
▶水槽のふたはしっかり鍵が掛けられ

ているか
▶蛇口から出る水の色、濁り、におい、

味に異常はないか
※水道水に異常が発生した場合、建物

の所有者は直ちに給水を止め、利用
者に知らせるとともに、上下水道局水
道料金センターに連絡してください。
問　水道料金センター給排水係☎30-

7303

　上下水道料金の支払いは
　口座振替が便利です

持 申　通帳・届出印・お客様番号の分
かるもの（検針票など）を持参し、下記
の金融機関か上下水道局水道料金セ
ンターへ。

取扱金融機関　北陸銀行、富山銀行、北
國銀行、福井銀行、富山第一銀行、富
山信用金庫、高岡信用金庫、新湊信用
金庫、氷見伏木信用金庫、砺波信用金
庫、富山県信用組合、北陸労働金庫、
高岡市農協、いなば農協、ゆうちょ銀
行の本店・各支店
問　水道料金センター☎20-1615

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。

　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　7月2日㈮のみ午後7時まで延長
※受け取りは交付場所が市民課の人のみ
所　市民課
◇マイナンバーカードの申請・受け取り
時　7月17日㈯午前9時～午後1時

　

所　市民課、伏木・戸出・中田
・福岡支所
問　市民課☎20-1337

　コンビニ交付サービスを休止します
時　7月11日㈰午後3時から終日
問　市民課☎20-1338

　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、少年消防クラブの防災教育に必
要な資機材として訓練用水消火器25個
を整備しました。
問　消防本部予防課☎22-3132

　普通救命講習
◇心肺蘇生法を学べるコース
時　8月7日㈯午前9

時～正午
所　氷見消防署
対　中学生以上で、高

岡市または氷見市に
住むか勤務する人
定　30人（申し込み順）
申　消防本部か各消

防署へ。
問　消防本部警防課☎22-3133

　休日・夜間納税相談窓口
時　■休日…7月18日㈰午前9時～午後

1時■夜間…29日㈭午後7時30分まで
所 問　納税課☎20-1277

　　環境サービス課からのお知らせ
正しい捨て方でごみを出しましょう
▶スプレー缶などを捨てる際には、中身

を使い切り空にした後、穴を開けて、
燃やせないごみの日（月２回）に出す。

▶使用済みマスクやティッシュなどを捨
てる際には、ごみ袋をしっかりしばって
封をし、ごみを捨てた後は手洗いする。

資源持ち去り行為を見かけたら連絡を
▶集積所に出された資源物は市の所有

物です。持ち去り行為は違法で警察と
連携して対処します。

▶持ち去り行為を見かけたら最寄りの
警察署や交番または環境サービス課
へお知らせください。
問　環境サービス課☎22-2144

暮　ら　し

Attention

※受け取り
　・必ず本人が窓口にお越しください。
　・交付場所や必要書類は、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

問　市消費生活センター☎20-1522

　災害時の備蓄として、数年前に購入したカセットボンベを使用
してもよいか。

長期保管のカセットボンベ　
の取扱いに注意！

　使用期間の目安は、製造後約7年とされています。カセットボン
ベは製造から長期間経過したり、保管状況が悪かったりすると、内
部パッキンの劣化などにより、ガス漏れする可能性があ
ります。使用時は製造年月日を確認し、製造年月日が分
からないもの、金属部分に変形やサビが見られるもの
など危険だと思ったら使用をやめましょう。 国民生活センター

平日に来庁が難しい人
はぜひご利用ください。
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相談案内

◎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

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
7月8日㈭・15日㈭・29日㈭・8月5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
7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
7月21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

※7月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　7月13日㈫/市役所7階
電話相談　7月13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
▶7月13日㈫/市役所8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
※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
7月21日㈬13時～15時/市役所8階
問　県司法書士会高岡支部☎64-1711
◇行政書士相談
7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
7月15日㈭13時30分～16時/市役所8階
 問　県社会保険労務士会☎076-441-0432
◇税理士の税務相談
7月15日㈭13時～16時/定員6人
8月5日㈭13時～16時/定員6人
所　高岡商工ビル5階
申問　北陸税理士会富山県連事務局
　☎076-422-4034
※各相談日の1週間前の午前9時から予
　約可（初めての人優先）
◇弁護士・県宅地建物取引業協会
　相談員の不動産相談
7月16日㈮13時～16時／市役所8階
問　県宅地建物取引業協会高岡支部

☎25-0021（電話相談可）
◇特殊詐欺など身近な相談
問　県警本部☎#9110

　障害者継続雇用奨励金
補助金額　12万円／人（同一年度内1

事業所につき4人まで）
対　市内に住む障がい者を、

国の特定求職者雇用開発
助成金の受給満了後も引
き続き1年間雇用し、以後も
継続して雇用する市内の事業者
問　商業雇用課☎20-1297

　勤労者小口資金融資
融資　4年以内（限度額100万円）
貸付利率　年2.1％(固定金利)　
償還方法　融資期間内の元利均等月賦
対　次の要件をすべて満たす人　
　▪20歳以上▪市内に2年以上居住▪

同一事業所に2年以上勤務▪扶養親
族がいる▪北陸労働金庫の定める保
証協会の保証が得られる
申　電話で北陸労働金庫高岡支店☎

21-1323かローンセンター高岡☎
0120-140-002まで。
問　商業雇用課☎20-1297

　行政相談員を紹介します
国の行政機関などへの苦情や要望を受
け付け、その解決のための助言や関係
行政機関に対する通知を行っています。
市内の行政相談委員　小林紀孝さん
（醍醐）、須賀泉美さん（中川上町）、坂
廣志さん（伏木国分）、矢野深雪さん（鐘
紡町）、大野智仁さん（福岡町福岡新）
問　共創まちづくり課☎20-1327

　事業主、労務・経理担当者の人へ

◇働き方改革推進支援センター出張相談会
同一労働同一賃金への対応、労働関係
助成金の活用、長時間労働の是正など、
労務関係全般のお悩みにお答えします。
（予約優先）
時　原則、毎月第4木曜日（7月は29日

の第5木曜日）
所　御旅屋セリオ5階 マル

チスペース
対　事業主、労務・経理担当者
申 問　電話で商業雇用課☎20-1278へ。

　射水市コミュニティバス
　（牧野地区）の変更について
時　8月1日㈰から
◇ダイヤが変わる路線
①新湊・大門線／②新湊・本江線／⑤新

湊・越中大門駅線／⑦新湊・小杉線
◇ルート・ダイヤが変わる路線
③七美・作道経由庄西線／④塚原・作道

循環線
◇廃止されるバス停
下牧野西口・下牧野中・下牧野東口・中曽
根神社前・中曽根公民館前・中曽根東口・
上牧野の７つのバス停が廃止されます。
※改正後の時刻表は、牧野地区連絡セ

ンターで配布しています。
問　総合交通課☎20-1139、射水市生

活安全課☎51-6623

高岡市マンホールカード第２弾
「勝興寺版」を配布しています！

4月から市第2弾★として勝興寺版ができました。カードには勝興寺を
イメージしたマンホールのふたや、デザインの由来などが記されてい
ます。カードは勝興寺で1人1枚限り無料配布いたします。勝興寺周辺
には、実物のマンホールのふたも設置されています。勝興寺を拝観
した後は、カードを片手に、足元に隠れたマンホールのふたも探して
みてはいかがですか。
★第１弾は雨晴版で、道の駅雨晴で配布しています。
◇勝興寺版マンホールカード
配布場所　雲龍山勝興寺拝観受付
配布時間　午前10時～午後3時30分
※電話での予約や、郵送は行っていません。
問　上下水道局総務課☎20-1623

▲市HP

▲市HP

▲市HP
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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

　万葉のふるさと高岡フォトコンテスト
　作品を募集します

「越中万葉の山と川」をテーマとした作品
を募集します。
応募期間　7月1日㈭～10

月31日㈰必着
申応募票を記入し、作品裏

面に貼り付け、直接か郵
送で万葉歴史館「フォトコ
ンテスト」係(〒933-0116　伏木一宮
1-11-11)へ。応募規定・応募票は、万
葉歴史館ホームページから入手可。

※サイズはワイド四つ切りのみ
※作品は返却不可
※1人2点まで応募可
問　万葉歴史館☎44-5511

　自衛官を募集します
募集種目　①航空学生(海)②航空学生

(空)③一般曹候補生④
自衛官候補生
対　①高卒(見込含)23

歳 未 満 ② 高 卒 ( 見 込
含)21歳未満③④18歳
以上33歳未満

第一次試験日　①②9月
20日㈪③9月16日㈭～19日㈰予定
④受付時にお知らせ
申　①② 7月1日㈭～9月9

日㈭③7月1日㈭～9月6
日㈪④通年　■いずれも、
自衛隊高岡地域事務所へ。 
問　自衛隊高岡地域事務所☎21-2411
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　菅笠づくり後継者育成講座
①笠骨づくり　

竹を割ったり削ったりして、角笠や富士
笠などの笠骨を作ります。
時　8月18日㈬～令和4年3月9日㈬ま

での水曜日午前9時～正午（毎月2～
3回・全20回）
定　2人（申し込み順）
②笠縫い

菅の選り分けから始め、大野笠や立山
笠を縫います。
時　8月19日㈭～令和4年3月4日㈮ま

での木・金曜日午前9時～午後3時
（毎月2～4回・全20回）
定　8人（申し込み順）
■いずれも、　所　福岡支所　
対　14回以上参加できる人　
￥　無料
申 問　7月21日㈬まで、直接か電話で

地域振興交流課☎64-1426へ。

　高岡古文書ボランティア　

時　7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　7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。
問　博物館☎20-1572

　遅咲きウチョウラン展
遅咲きウチョウランの展示・即売
時　7月10日㈯～7月11日㈰の午前9

時～午後5時（11日は午後4時まで）
所 問　おとぎの森館☎28-6500

　生涯学習センター講座
　～歌って踊ってリフレッシュ～

歌の基本を学びながら、みんなと一緒に
歌ったり、音楽に合わせて身体を動かし
て、全身で表現する楽しさを感じてみま
しょう。コロナ禍でも音楽で上手にストレ
スを発散しましょう。
時　8月6日㈮、20日㈮、27日㈮の午前

9時30分～午前10時45分（全3回）
所　生涯学習センター
定　10人（申し込み順）
￥　1,500円
申　8月3日㈫まで住所・氏名・年齢・電

話番号・講座名を直接か郵送、ファク
ス、Ｅメールで文化振興事業団（〒
933-0023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。

　※電話での申し込みは不可
問　文化振興事業団☎20-1450

　高岡七夕まつり
大型七夕、願い短冊の杜、児童クラブ手
作り行灯が街を彩ります。
※ステージ・路上イベントは行いません。
※新型コロナウイルス感染状況により中

止の場合があります。
時　8月1日㈰～7日㈯
所　末広町通り、御旅屋通り、ウイング・

ウイング高岡前など
問　高岡七夕まつり実行委員会（末広開

発）☎20-0555、観光交流課☎20-1301

募　　　集学　　　ぶ

クマにご注意を！
夏はクマにとって食物が乏しい季節で、餌を求めて人里に出没することが

想定されます。人身被害防止のため、次の取り組みをお願いします。

①クマの隠れ場所をなくすため、草刈りやヤブ払いを地域ぐるみで行う。

②利用する予定のない果樹の木を伐採し、クマの誘引物を除去する。

③クマの家屋侵入を防ぐため、住宅・車庫・倉庫などの戸締まりを徹底する。

④クマは朝夕に活発に活動するため、山里の集落では、その時間帯の外出

　や農作業などは控える。

⑤クマの出没箇所を確認し、危険な場所に近づかない。

　【ツキノワグマ出没情報地図（クマっぷ）ＱＲコード▶】

問　農業水産課☎20-1321

催　　　し

▲市HP

▲万葉歴史館HP



納税 Tax

7月の納税 8月2日㈪まで

 ○固定資産税（第2期）
 ○国民健康保険税（第1期）

 問　納税課☎20-1276
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難しい本をどう読むか
齋藤孝著　草思社
本書は、古今東西の難
解とされる名著を読む
ための方法を解説して
います。新型コロナ感染
症拡大防止のため、家
にいることが多くなったこの時こそ、「難しい
本」の読破にチャレンジしてみませんか。
古文書を学ぶ　市川海老蔵の証文から
関口博巨著　御茶の水書房
災害から家族と自分を守る「災害心理」
の基礎知識
野上達也著　セルバ出版
トコトンやさしい天文学の本
山口弘悦、榎戸輝揚著　日刊工業新聞社
辻留の盛り付け　茶懐石からお弁当まで
平晴彦著　淡交社

「農地転用の手続」何をするかがわかる本
若子昭一著　セルバ出版
名作椅子の由来図典　歴史の流れが
ひと目でわかる　年表＆系統図付き
西川栄明著　坂口和歌子イラスト　誠文堂新光社
名前のないことば辞典
出口かずみ著　遊泳舎

◇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
5月末まで
の交通事故 126件 0人 142人

前年同期と
の比較 2件 ー2人 ー8人

交通事故 Traffic Accidents

　
　里山交流センターの催し
◇じゃがいも掘り・藍染
時　7月18日㈰午前9時30分～正午
◇里山散策・腕カバー作り
時　8月8日㈰午前9時30分～正午
■いずれも、　所　里山交流センター
定　20人（抽選）
￥　①中学生以上1,000円②小学生

700円③未就学児500円　
申　「じゃがいも掘り・藍染」は7月11日

㈰、「里山散策・腕カバー作り」は7月30
日㈮まで直接か郵送、Eメールで住所・
氏名・電話番号・区分を里山交流セン
ター（〒933-0968 国吉1324-1 Eメール
satoyama@p2.tcnet.ne.jp）へ。

※電話での申し込みは不可
※当日の天候により、中止する場合があります
問　里山交流センター☎31-6617

　夏の収穫体験ツアー
高岡産のとうもろこしの収穫体験とメロ
ンの農場見学を行います。
時　8月9日（月・祝）午前9時～午前11時30分
所　(農)横越下集落営農組合・(農)ファーム貞杉
対　小学生以上（小学生は保護者同伴）
定　20人（抽選）
￥　1,000円
持　長靴、軍手、雨がっぱ（雨天の場合）
申　7月19日㈪まで、はがき・ファクス・Eメー

ルで参加者全員の氏名・年齢・代表者の住
所・電話番号を農業水産課（〒933-8601
広小路７-50FAX  20-1476 Eメールnosui@city.
takaoka.lg.jp）へ。
問　農業水産課☎20-1310

　企画展・つまみ細工のアクセサリー展

時　7月1日㈭～31日㈯の午前10時～
午後6時
所 問　わろんが（水曜定休）☎21-6300

　ものづくり開発・
　経営支援セミナー＆相談会
時　８月25日㈬午後1時30分～午後4時
所　富山県産業技術研究開発センター

ものづくりライブラリー
定　20人（申し込み順）
￥　無料
申　７月30日㈮まで郵送・フ

ァクス・Eメールで申込書を産業企画課
（〒933-8601広小路７番50号 FAX  
0766-20-1287 Eメール sangyo@c i ty.
takaoka.lg.jp）へ。

※申込書はホームページで入手可
問　産業企画課☎20-1395

　たかおか朝市

野菜やお菓子など約50店舗が出店します。
時　7月11日㈰、25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☎090-

6811-3137（午前10時～午後4時、
水 曜 休 み ）、共 創まち づくり課 ☎
20-1552

　平和チャリティ色紙展・長崎原爆展

県内有名作家の色紙や被災資料を展示
します（色紙展は①のみで開催）
時　①7月9日㈮～11日㈰午前9時～

午後6時(最終日は午後4時30分まで)
　　②7月12日㈪～16日㈮
所　①ウイング・ウイング高岡1階
　　②市役所1階ロビー
問　生涯学習・スポーツ課☎20-1312

次の条件を満たした人に道の駅雨晴特製「雨晴サンデー」を進
呈（300個限定・なくなり次第終了）します。
条件　JR氷見線でお越しの人で、JR氷見線車内で撮影した
　「車内」または、「車窓からの風景」の写真を道の駅「雨晴」
　２階カフェレジにて提示した人
時　７月6日㈫～８月31日㈫（8月13日㈮から16日㈪は除く）
所　道の駅「雨晴」
問　城端・氷見線活性化推進協議会（総合交通課内）☎20-1488

▲市HP

JR氷見線に乗って「道の駅雨晴」へ出かけませんか

▲雨晴サンデー（イメージ）


