
お知らせ
I N F O R M A T I O N

　応急手当普及員再講習
時　8月28日㈯午前9時～正午
所　消防本部
対　応急手当普及員講習を修了してか

ら3年以内で、技能認定の継続を希望
する人
定　30人（申し込み順）
申　消防本部か最寄りの消防署
問　消防本部警防課☎22-3133

　全国一斉子どもの人権110番

いじめ、体罰、不登校、虐待などにつ
いての電話相談を受け付けます。
時　8月27日㈮～9月2日㈭の午前8時

30分 ～ 午 後7時（8月28日 ㈯・29日
㈰のみ午前10時～午後5時）

フリーダイヤル　☎0120-007-110
問　富山地方法務局☎076-441-6376、

共創まちづくり課☎20-1327

　休日・夜間納税相談窓口
時　■休日…8月22日㈰午前9時～午

後1時■夜間…26日㈭午後7時30分
まで
所問　納税課☎20-1277

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
◇電子証明書の更新・暗証番号の再設定
時　8月6日㈮のみ午後7時まで延長
所　市民課
◇マイナンバーカードの申請・受け取り
時　8月29日㈰午前9時～午後1時

　

所　市民課、伏木・戸出・中田・福岡支所
■いずれも、問　市民課

☎20-1337

　水道水で夏を快適に

◇打ち水、霧吹きで暑さ対策を
打ち水には雨水や風呂の残り水を溜め
て使えますが、霧吹きは空気中で口に
入る可能性があるため、安全な水道水
をご利用ください。
◇こまめな水分補給で熱中症対策
熱中症対策には「暑さを避けること」と
「水を飲むこと」が大切です。運動中
や睡眠・入浴の前後には、こまめに水分
を補給しましょう。
問　上下水道局総務課☎20-1623

　危険物取扱者試験
時　10月10日㈰
所　高岡商工ビル
申　電子申請または直接か郵送で消防試

験研究センター（富山県防災センター）
申込期間　8月25日㈬～9月3日㈮
※電子申請の場合、8月22日㈰～8月31日㈫
※願書は消防本部、各消防署で入手可
◇試験準備講習会
時　9月9日㈭・10日㈮（2日間とも受講要）
所　消防本部
定　40人（申し込み順）
￥　6,000円
申　消防本部か各消防署
申込期間　8月25日㈬～9月3日㈮
■いずれも、　問　消防本部予防課
　☎22-3132

　防火管理講習
時　10月14日㈭

・15日㈮（甲種
2日間・乙種14
日㈭のみ）
所　生涯学習センター4階ホール
申　（一財）日本防火・防災協会ホーム

ページまたはファクス（ FAX 03-6274-
6977）

申込期間　8月31日㈫～9月7日㈫
問　消防本部予防課
　☎22-3132

暮　ら　し

Attention

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

平日に来庁が難しい人は
ぜひご利用ください。

問　市消費生活センター☎20-1522

無料や安価で販売される食品や日用品を目当
てに、空き店舗を利用した会場に通っていた
ら、高額な健康食品を勧められた。断り切れ
ず購入したが、解約できるか。

無料で商品がもらえる？
催眠商法に注意！

通い続けて顔見知りになり、言葉巧みに勧誘を受けると、断り切れ
なくなる場合もあります。勧誘方法等によっては、解約や取消しが
できる場合もありますが、安易にそのような場所に行かないことが
大切です。勧誘されても必要なければ、きっぱりと断りましょう。

▶国民生活センター

問　子ども・子育て課☎20-1381

▲日本防火・
防災協会ＨＰ
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相談案内 Consultation

◎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

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
8月19日㈭・26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
8月18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
8月27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

※8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　8月10日㈫/市役所7階
電話相談　8月10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
▶8月10日㈫/市役所7階、福岡支所
▶16日㈪/伏木コミュニティセンター
▶20日㈮/戸出コミュニティセンター
▶27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
◇行政書士相談
8月12日㈭13時～15時/市役所7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
8月19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
◇労働相談
8月10日㈫（労働雇用相談員）・17日㈫

（弁護士）の13時30分～15時30分/市
役所7階
※1週間前までに要予約
申問　労働相談ダイヤル
　☎076-444-9000
◇特殊詐欺など身近な相談
問　県警本部☎#9110

問　総務課危機管理室☎20-1229
　　北陸電力送配電㈱ネットワークサービスセンター
　　☎0120-83-7119

▲北陸電力ツイッター・アプリ

7月から10月は、台風が日本列島に最も多く接近する時季です。台風が
発生し、北陸地方に進行するときは、いつでも避難できるようにハザー
ドマップで避難場所を確認するとともに非常持ち出し袋や備蓄品を準備
しましょう。台風が接近し、市内で災害発生の恐れがあるとき、市は警
戒レベル3「高齢者等避難」又は警戒レベル4「避難指示」を発令する
ので、危険な所にいる人は指定緊急避難場所のほか、自宅の安全な所や
安全な親戚宅などに避難しましょう。
また、台風は停電を引き起こすこともあります。北陸電力送配電公式
TwitterやHP、スマホアプリでは災害発生時の注意事項や停電時に、町
域単位での停電戸数、復旧見込時刻などを確認することができます。台
風の接近に備え、事前にフォローやダウンロードをしておくと便利です。

子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外の子育て世帯分）

新型コロナウイルス感染症の影響を多く受ける子育て世帯を支援するた
め、給付金を支給します。

対象者　①令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を
受けている人で、令和3年度分の住民税均等割が非課税の人②対象児
童（令和3年3月31日時点で18歳未満の子（特別児童扶養手当の認
定を受ける児童については20歳未満））の養育者で、⑴令和3年度
分の住民税均等割が非課税の人、もしくは、⑵令和3年1月以降に新
型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分
の住民税均等割が非課税の人と同様の事情にあると認められる人
（家計急変者）

対象児童　平成15年4月2日（特別児童扶養手当の認定を受ける児童は
平成13年4月2日）から令和4年2月28日までの出生者

給付額　1児童当たり一律5万円
申し込み　①の人は7月に手当の支給口座へ振り込みました（手続き不要）

※令和3年1月1日に高岡市に住民票がなかった人は申請が必要
     ②の人は令和4年2月28日㈪まで（必着）に申請が必要で

す。申請書と必要書類を直接か郵送で、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。
　※申請書は市ホームページ、または子ども・子育て課の窓口で入手可。

子育て世帯の皆さんへ

台風に備えよう

問　子ども・子育て課☎20-1381

災害への備え
▶非常用持ち出し品の
　点検
▶ドアの施錠、
　窓ガラスの補強
▶火の始末
▶避難場所までの経路
　の確認など

▲防災マップ（市ＨＰ）

▲市ＨＰ

▲防災情報メール

▲yahoo!防災速報
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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

　人権啓発講演会
時　8月25日㈬午後2時～午後3時30分
（開場は午後1時30分）
所　高岡文化ホール
演題　人権と差別～新型コロナウイル

スに関連して～
講師　渡辺哲雄（日本福祉大学中央福

祉専門学校専任教員）
￥　無料
問　共創まちづくり課☎20-1327

　多文化共生プランのアンケートの
　ご協力をお願いします

本市では、外国籍市民が地域の一員と
して安心して生活し、共に住みよいまち
づくりを進めるため、多文化共生プラン
を策定しています。第3次プランを策定
するにあたり、本市に住む外国籍の人に
アンケートを行います。
調査方法　18歳以上の外国籍市民がい

る世帯に、高岡市での暮らしについて
の、アンケートを郵送します。（8月中）

※インターネットでの回答も可
問　多文化共生室☎20-1236
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　高岡古文書ボランティア
時　8月21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　8月17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

　令和3年度 防衛大学校、
　防衛医科大学校（医学・看護）

募集種目　①防衛大学校学生②防衛医
科大学校医学科学生③防衛医科大学
校看護学科学生

資格　①～③高卒（見込含）又は高専3
年次修了（見込含）で、21歳未満の人

（自衛官は23歳未満）
受付締切　①10月27日㈬②10月13日

㈬③10月6日㈬
※詳しくはホームページをご

確認いただくか、下記へお
問い合わせください。
申 問　自衛隊高岡地域事務所☎21-2411、

総務課☎20-1242

　二上霊苑墓地使用者（随時募集）
募集区画は随時、市ホームページを更
新します。
対　次のすべての要件を満

たす人
①本市に住所を有している
②現在、墓地を持っていない
③配偶者・親・子（養子縁組を含む）・2親等

の血族（兄弟姉妹については同居に限
る）の遺骨があり、その祭

さ い し

祀を継いでいる
④使用許可後、3年以内に墓碑を建立できる
申　申込書類を直接、地域安全課へ。
※提出後、説明・聞き取りなどを行います。
※申込書は、地域安全課や市ホームペ

ージから入手可。
問　地域安全課☎20-1351

　不要になった七夕を回収します

時　8月7日㈯午後7時～午後10時
所　テクノドーム、西条・定塚・成美・博

労・牧野・能町小学校、福田公民館、
伏木本町公園、国条橋河川敷
問　観光交流課☎20-1301

募　　　集

高岡市職員採用試験（令和4年4月1日採用）

申込期間　8月20日㈮まで（必着）
第1次試験日　9月19日㈰　　第1次試験会場　①②④⑤⑥⑦市役所本庁舎③消防本部
※詳細は、市役所総合案内、人事課、伏木・戸出・中田・福岡支所、消防本部総務課（③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　人事課☎20-1221

職　　種 募集人数 受　験　資　格　等 第 1 次試験会場

①事務職
短大・高校卒 1 人程度 平成 12 年 4 月 2 日以降に生まれた人

※卒業見込み含む

市役所本庁舎

障がいのある人 1 人程度 昭和 56 年 4 月 2 日以降に生まれた人
※身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳の交付を受けている人等 ※ 学歴要件あり

②技術職

土
木

大卒
3 人程度

平成 3 年 4 月 2 日以降に生まれた人
※卒業見込み含む建

築 1 人程度

土
木 短大・高校卒 1 人程度 平成 8 年 4 月 2 日以降に生まれた人

※卒業見込み含む

③消防職 短大・高校卒 2 人程度 平成 12 年 4 月 2 日以降に生まれた人
※卒業見込み含む 消防本部

④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）

市役所本庁舎
⑤臨床工学技士 1 人程度 昭和 61 年 4 月 2 日以降に生まれた人

※臨床工学技士免許取得者（見込み含む）

⑥臨床検査技師 1 人程度 昭和 61 年 4 月 2 日以降に生まれた人
※臨床検査技師免許取得者（見込み含む）

⑦診療放射線技師 1 人程度 昭和 61 年 4 月 2 日以降に生まれた人
※診療放射線技師免許取得者（見込み含む）

▲市HP

暮　ら　し

▲市ＨＰ

▲市ＨＰ



納税 Tax

8月の納税 8月31日㈫まで

 ○市県民税（第2期）
 ○国民健康保険税（第2期）

 問　納税課☎20-1276
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文豪たちの住宅事情
住んだ家、住んだ土
地から見えてくる文
豪たちの人生と文学
田村景子編著　小堀洋平著
田部知季著　吉野泰平著
笠間書院
言葉を自由自在に操る、文学史でお馴染
みの30人の「文豪」たち。なぜ文豪たちは、
その「土地」を選び、その「家」に住んだの
か。文豪たちの人生を通し、その事情をエ
ッセイや小説からの引用で紹介します。
あの人が好きって言うから…
―有名人の愛読書５０冊読んでみた
ブルボン小林著　中央公論新社
日本人がよく使う何気ない言葉には、

「美しい生き方のヒント」が隠されている。
小川仁志著　アスコム
子どもと楽しむ草花のひみつ
稲垣栄洋著　ヒダカナオト絵　エクスナレッジ
人生がキラめく靴選び
ストレスなく歩ける！スタイルも整う！！
森千秋著　河出書房新社
ターシャ・テューダー　人生の楽しみ方
食野雅子著　海竜社
１０代からのＳＤＧs
いま、わたしたちにできること
原佐知子著　井筒節・堤敦朗監修　大月書店
すてきなひとりぼっち
なかがわちひろ作　のら書店

◇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
6月末まで
の交通事故 150件 1人 168人

前年同期と
の比較 4件 ー1人 ー7人

交通事故 Traffic Accidents

　高岡を元気にするプロジェクトを
　募集します　　　　　
ふるさと納税の仕組みを活用し、市が資金集め（クラウドファ
ンディング）を支援します。
◇クラウドファンディングたかおかプロジェクト
対象事業　▪地域の課題解決や活性化に資するもの
　　　　　▪市内で実施されるもの
支 給 額　 目標額は概ね50万円～75万円で、応募者が任意に設定。　
　　　　　（寄附目標額を下回った場合、支給はありません）
支給時期　令和4年3月
申　9月30日㈭までに提出書類を直接か郵送、Eメールで都市経営課
（ Eメールkeiei@city.takaoka.lg.jp）へ。

◇はじめてのクラウドファンディングセミナー
時　8月20日㈮（基礎編）、9月8日㈬（応用編）
　※「クラウドファンディングたかおか」プロジェクトへの応募に関係なく

　参加可。
申　8月13日㈮までに申込書をファクスかEメールまたは電子申請で都

市経営課（FAX20-1670 Eメールkeiei@city.takaoka.lg.jp）へ。

問　都市経営課☎20-1231

　令和4年度 指定管理者
指定期間が令和4年3月末で満了となる
施設の次期指定管理者を募集します。

募集施設 問合先

勤労者余暇活用センター 商業雇用課
☎20-1297

おとぎの森公園
景観みどり課
☎20-1417

古城公園（動物園施設除く）

文化芸能館
生涯学習・
スポ-ツ課
☎20-1454

市民体育館

生涯学習・
スポ-ツ課
☎20-1458

弓道場

城光寺野球場

城光寺陸上競技場

長慶寺室内プール

ＳＲホーム

万葉スポーツセンター

テニスコート（スポーツコア）

サッカー・ラグビー場
（スポーツコア）

イベント広場（スポーツコア）

竹平記念体育館

　女性のキャリアデザインセミナー

働くうえでのキャリアビジョン、仕事と生
活の調和について一緒に考えます。
時　9月7日㈫午後1時30分～午後3時

30分
所　生涯学習センター4階ホール
対　働く女性、これから働きたい女性
定　50人（申し込み順）
￥　無料
申　電子申請またはファク

スで商業雇用課 FAX 20-
1496か男女平等推進セ
ンターFAX20-1815へ。
問　商業雇用課☎20-1297、男女平等

推進センター☎20-1810

　庄川緑地分区園（畑）利用者募集

時　11月～令和4年10月
定　10区画
￥　2,200円/年
申　8月2日㈪～6日㈮に、景観みどり課へ。
※申し込み多数の場合は抽選
問　景観みどり課☎20-1417

▲市ＨＰ

▲市ＨＰ

▲電子申請
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　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　8月8日㈰・22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

　　夏の親子創作教室 しかけ絵本制作

時　8月14日㈯午前10時～11時
所　ウイング・ウイング高岡
対　市内の小学生とその保護者
定　親子10組（申し込み順）
￥　1人400円
申 問　8月3日㈫から直接か電話で中

央図書館☎20-1566へ。

　平和図書の展示
平和の喜びと尊さの理解を深めるため、
平和に関する図書を展示します。
時　8月3日㈫～9月5日㈰まで（8月9日

㈪・16日㈪・23日㈪・30日㈪は休館）
問　中央図書館☎20-1818

高岡市産の花を半分以上（価格か数量）
含み、2,000円以上（税込）購入する場
合、1,000円の割引が受けられます。
時　8月1日㈰～令和4年2月28日㈪まで
（予算の上限に達し次第、終了）

※対象店舗などは市ホームページをご
確認ください。
問　農業水産課☎20-1310

たかおか
花いっぱい
プロジェクト

市HP

市内産の花をお得に購入して、
農家さんたちを応援しよう！

記念日や日頃の感謝の気持ち、
日々の彩りにいかがですか？

催　　　し　Ｅフェスタ2021
　～みんな集まれ！Ｅぃぃまちつくろ！～

Ｅネット（男女平等推進センター登録活
動団体ネットワーク）による企画です。
◇展示（1階）
時　8月25日㈬～9月2日㈭の午前9時

～午後9時
◇ワークショップ（6階）　
時　9月5日㈰～12日㈰の午前9時～午後9時
■いずれも、所　ウイング・ウイング高岡
問　男女平等推進センター☎20-1810

　わろんが　切り絵体験教室　
時　8月29日㈰午後1時30分～午後3時30分
所　わろんが
定　10人（申し込み順）
￥　700円
申 問　8月10日㈫から、住所、氏名、電

話番号を商業雇用課☎20-1289、ま
たは末広開発㈱20-0555へ。

　重要文化財勝興寺　夏の夕べ
内　本堂ほかのライトアップ、曲水の宴
（消火設備の一斉放水）、「おわら踊
り」の奉納
時　8月21日㈯・22日㈰午後6時
所　勝興寺境内
￥　300円（高校生以上）
問　勝興寺文化財保存・活用事業団☎

45-0008、文化財保護活用課☎20-1453

高岡市では、フードドライブを定期的に開催しています。
フードドライブとは、家庭で使いきれない食品を集めて、必要としている福祉団体などに届
ける活動のことです。今回、アルビス株式会社、市民団体のエコライフを楽しむ市民の会高
岡と共催でフードドライブを実施します。
時　8月6日㈮～8日㈰午前10時～午後5時
所　アルビス美幸町店（高岡市美幸町一丁目255-１）
※6日㈮のみ市役所7階共創まちづくり課、伏木・戸出・中田・福岡支所でも受け付けます。

（午前9時～午後4時30分）
持　以下の要件をすべて満たす食品
①賞味期限まで1か月以上あるもの
②未開封で包装が破損していないもの
③常温で保存できるもの
④日本語表記で説明されているもの

ご家庭で使いきれない食品を大募集　
減らそう食品ロス！　フードドライブ

問　地域安全課環境政策室☎20-1352

　　 環境サービス課☎22-2144

缶詰や飲み物など
1点からでもぜひ、
ご寄付下さい！

食べられなくなる
前に必要としてい
る人に届けよう！
みんなの参加、
待っとっちゃ！

アルビィ®


