
お知らせ
I N F O R M A T I O N

◎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

　空き地・空き家の雑草の管理について

市では、空き地・空き家の雑草につい
て相談があった場合には、現地確認し
周辺への悪影響が大きいと判断した場
合、所有者の調査を行い、所有者に対
し適正な管理を指導しています。土地
の管理責任者は、定期的な除草など適
正な管理にご協力をお願いいたします。
問　▪空き地・空き家の雑草等の繁茂

に関して：環境サービス課☎22-2144
▪空き家の建屋・工作物の状態等に関

して：建築政策課☎30-7291

　農業用水路・ため池への
　転落事故に気をつけましょう 
秋の収穫時期は水路・ため池に近づく
機会が増えます。事故に注意しましょう。
▶「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・子どもたちとのコミュニケーシ

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います。

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☎20-1317

　市内の公園・緑地での花火使用について

公園・緑地では原則として火気の使用は
禁止されています。公園・緑地内での花
火は他の利用者や近隣の方に迷惑にな
りますので、お控えください。
問　景観みどり課☎20-1419

　令和4年度予算編成に向けた
　国・県への要望事項
国・県の来年度予算編成に向けて、市の
重点事業に関する要望を行いました。
※全46項目。詳しくは市ホー

ムページをご覧ください。
問　都市経営課☎20-1226

　令和3年版
　高岡ミニデータを発行しました
市の人口、経済、福祉、文化など広い分
野の統計データをまとめたポケットサイズ
のリーフレットです。都市経営課などで無
料配布するほか、内容は市ホー
ムページでもご覧いただけます。
問　都市経営課☎20-1539

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　9月3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　9月26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

　休日・夜間納税相談窓口
時　■休日…9月26日㈰午前9時～午後

1時■夜間…30日㈭午後7時30分まで
所問　納税課☎20-1277

　救急・救命講習
◇上級救命講習・心肺蘇生のほか災害

時にも役立つコース
時　9月18日㈯午前9時～午後5時
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
◇救命入門コース予防救急講習・はじめ

ての方でも安心コース
時　9月26日㈰午前10時～正午
対　小学校高学年以上で、高岡市また

は氷見市に住むか勤務する人
◇応急手当普及員講習・応急手当普及

員となることができるコース
時　10月2日㈯・3日㈰・9日㈯の午前9時

～午後5時（3日間の受講が必要です）
対　18歳以上で、高岡市または氷見市

に住むか勤務する人
■いずれも、　定　各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

　危険物取扱者保安講習
時　■一般…11月10日㈬午後、11月11日

㈭午前■給油取扱所…11月11日㈭午後
所　ウイング・ウイング高岡4階ホール
申　9月24日㈮～10月5日㈫に、消防

本部か各消防署へ。
問　消防本部予防課☎22-3132

　野焼きは法律で
　原則禁止されています 
ごみを屋外で燃やす行為（野焼き）は
法律で原則禁止されています。苦情の
原因になるだけでなく、火災につながる
恐れもあり危険です。ごみは正しく分別
し、指定日にごみ集積場に出しましょう。
※野焼き禁止の例外規定とされる行為

でも、指導対象となる場合があります。
問　環境サービス課☎22-2144

　土砂災害ハザードマップを
　更新しました
県の基礎調査結果に基づき土砂災害警
戒区域を更新したほか、災害対策基本
法一部改正に伴い警戒レベル表から避
難勧告を廃止し、避難指示に一本化し
ました。
対象地域　石堤、国吉、万葉、太田、

伏木、古府、赤丸、中田、五位山、
西五位地区
問　土木維持課☎30-7288、

総務課危機管理室☎20-1229

暮　ら　し

Attention

※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。
※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1カ月程度かかります。

申請方法

平日に来庁が難しい人は
ぜひご利用ください。

マイナポイントの申請・取得
はお済みですか？

マイナポイント（キャッシュレス決済サービでチ
ャージやお買い物した額の25%、上限5,000円
分）がもらえる期間は12月末日までです。期間
中は、市役所本庁舎1階ロビー特設会場で、申
し込み支援窓口を開設しています。ぜひご利用
ください。マイナポイントの詳細は、マイナポイ
ント事業のホームページまたは、総合フリーダ
イヤルまでお問合せください。
問　マイナポイント総合フリーダイヤル

☎0120-95-0178（ダイヤル後5番を
選択）、情報政策課☎20-1239

▲マイナポイント事業ＨＰ

▲市ＨＰ ▲市ＨＰ

▲市ＨＰ
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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
9月9日㈭・16日㈭・30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
9月15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
9月24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

※9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　9月14日㈫/市役所7階
電話相談　9月14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
▶9月14日㈫/市役所7階、福岡支所▶17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▶24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
9月15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
9月8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
9月16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
9月16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
※9月9日㈭9時から予約可（初めての人
　優先）
◇少年なんでも相談
月～金曜日の9時～17時（少年専門相談員）、火
・木曜日の10時～17時（臨床心理士・要予約）
※いずれも祝日は除く
所 問　少年育成センター☎20-1653
◇特殊詐欺など身近な相談
問　県警本部☎#9110

市独自で、妊娠・出産に不安を抱えた妊産婦の方を支援する給付金を支給します。
対　高岡市に住民登録があり、高岡市又は他の市区町村で母子手帳の交付を受
け、次の要件のいずれかに該当する人。
　①令和３年４月２日から同年７月31日までに生まれた新生児の母親
　②令和３年７月31日時点で母子手帳の交付を受けている人
　③令和３年８月１日から令和４年３月31日までに母子手帳の交付を受けた人
　※令和３年４月１日までに出産等で妊婦でなくなった人は対象外。
　※他の自治体で類似の給付金を受給された人は対象外。
給付額　新生児又は母子手帳の交付を受けた妊婦の胎児１人につき３万円
申　令和４年３月31日㈭まで、申請書と必要書類をそろえて、直接か
郵送で、子ども・子育て課（〒933-8601高岡市広小路7-50）へ。
※申請書は対象の妊産婦の人に、順次、配付します。（子ども・子育て
課、市ホームページでも入手可）
※受給要件や必要書類、申請方法など、詳しくは市ホームページでご確認ください。

新生児・おなかの赤ちゃん臨時特別給付金
問　子ども・子育て課☎20-1393

▲市ＨＰ

接種の予約状況やワクチンの供給状況などに応じて、年齢の高い
人から順に接種券を発送しています。接種券がすでに届いている
人で、接種を希望される人は、3週間後の2回目接種のご予定も確
認いただき予約をお取りください。
予約方法については、接種券と同封してある「高岡市新型コロナワ
クチン接種のお知らせ」または市ホームページをご覧ください。ワ
クチン接種のスケジュールは、ワクチン供給量や予約状況などによ
り随時変更しています。また、LINEの高岡市公式アカウントでも最
新の情報をご案内しています。

新型コロナワクチンの接種券がお手元に届いている人へ

新型コロナワクチン接種に関するお知らせ

▲市HP

問　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）

▲高岡市
LINE

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るためにも、

不要不急の移動の自粛、普段の生活や会食時の感染防

止対策の徹底を改めてお願いいたします。感染症から身

を守るためには、これまで以上に“感染しない”“感染させ

ない”意識と行動を徹底して日常生活を過ごすことが何

より大切です。ご自身を守るだけでなく、大切な家族や

職場の同僚、友人の命を守るためにも、引き続き、緊張

感を持った行動をお願いします。

　　　新型コロナウイルス感染症
　感染拡大を防止する行動の徹底をお願いします！

問　新型コロナウイルス感染症対策本部☎20-1229

市長メッセージ
はコチラ
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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

申　いずれも、9月1日㈬～8日㈬に、直接か電話、ハガキで、住所・氏名（ふりが
な）・生年月日・電話番号・講座・教室名を、ふれあい福祉センター（〒933-0935
高岡市博労本町4-1）へ。

※身体障がい者教養講座の申し込みは、障がいと等級も記入してください。
※申し込み多数の場合は、9月10日㈮午前10時に公開抽選します。

　災害に備えて水の確保を
①飲料水の確保
清潔なポリタンクやペットボトルなどに、
空気が入らないよう水を入れてふたを
閉め、日の当たらない涼しい場所に保
管しましょう。1人あたり 9 リットル（3
リットル×3日分）を備蓄し、3日間（夏
季）から 5日間（冬季）を目安に交換
してください。
②生活用水の確保
トイレや洗濯などに使うため、日頃から
風呂の残り湯などはすぐに捨てないで
おきましょう。
③応急給水
断水時に、給水車などから配る水道水
を受け取れるよう、ペットボトルやポリ
タンクを用意しておきましょう。
◇災害に強い水道づくりを進めます
地震による被害を抑えるため、浄水場
や配水場などの耐震化を進めるととも
に、老朽管路を耐震性に優れた水道管
に取り替えています。
問　上下水道局総務課☎20-1623

　市職員の給与支給明細書に

　広告を掲載しませんか
掲載位置　裏面一面（A4判）
発行枚数　約2万枚
掲載期間　12月～令和4年5月
掲載料　税込4万円以上（見積もりによ

り決定します）
※申込用紙は市ホームページから入手可
申　9月1日㈬～10月12日㈫に、人事課へ。
問　人事課☎20-1222

　Ｂ1勉強カフェ
　定期券割引キャンペーン 
勉強カフェを30日間ご利用できる定期券
を通常13,750円（税込）のところ10,000円

（税込）で販売します。
※購入日から30日間利用可
※有人営業時間帯（正午～）のみ利用可
※高校生の購入には「保護者同

意書」必要
期間　9月1日㈬～9月30日㈭
所 問　B1勉 強カフェ☎50-

8266

募　　　集

講座名 とき 時間 料金（円）定員（人） 申込期間
①ふるさと再発見物語
－高岡を広く知る－ 10/5㈫、12㈫、19㈫ 14:00～15:30 1,000 30 9/5㈰～

9/30㈭

②勝興寺あれこれ １0/13㈬、20㈬ 14:00～15:30 500 50 ９/５㈰～
１０/8㈮

③料理講座
　「ポーランド料理」 １0/30㈯ 10:00～12:30 1,500 12 ９/５㈰～

１０/22㈮

④勝興寺現地講座 11/9㈫、10㈬
（どちらか1日選択） 13:30～15:00 1,000 各日

30
９/５㈰～
１０/26㈫

涯学習センター自主講座 問　文化振興事業団☎20-1450

所　①②③生涯学習センター、④勝興寺
申　申込期間内に、ハガキかファクス、E メールで、住所・氏名・年齢・電話番号・講座

名を、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）か生涯学習センターカウンターへ。

※電話や申込期間前の申し込みは不可。講座の詳細はお問い合わせください。
※①②は受講票は発行しません。受講不可の場合は連絡いたします。

対　市内に住む、60歳以上の人か身体障害者手帳の交付を受けている人

対　市内に住む60歳以上の人
◆高齢者教養講座

◆高齢者・身体障がい者教養講座(身体障がい者優先)

教室名 期間 曜日 時間 回数 定員（人） 受講料（円）
ヨーガ 9/27㈪～11/29㈪ 月 13:00～14:00 8 20 2,000

ヨーガ 9/22㈬～12/  1㈬ 水 13:00～14:00 8 20 2,000

料　理   9/30㈭～12/16㈭ 木 10:00～12:30 4 20 3,500

教室名 期間 曜日 時間 回数 定員（人） 受講料（円）
陶　芸 9/15㈬～11/10㈬ 水 10:00～12:00 8 16 3,000

自
じきょうじゅつ

彊 術 10/ 4㈪～11/22㈪ 月 10:00～11:30 8 20 2,000

れあい福祉センターの教養講座 所 問　ふれあい福祉センター
　 ☎21-7888

　人権標語コンクール作品

対　小学生以上で、市内に住むか通勤
・通学する人

応募方法　9月30日㈭（消印有効）まで、
応募用紙を直接か郵送、ファクス、Eメ
ールで、共創まちづくり課（〒933-8601
高岡市広小路7-50 FAX 20-1641 Eメール
kyosomachi@city.takaoka.lg.jp）か応
募箱へ。※1人1点まで

応募用紙・応募箱　市役所本庁舎、伏
木・戸出・中田・福岡支所、富山地方法
務局高岡支局にあります。

※応募用紙は市ホームページ
からも入手可
問　共創まちづくり課
　☎20-1327

　「高岡市子ども・子育て会議」委員

子ども・子育て支援施策に関することを
審議するための次期委員を募集します。
任期　2年間：11月25日㈭～令和5年
　11月24日㈮
資格　次の要件をすべて満たす人
　▪市内在住で満20歳以上（9月1日現在）
　▪小学生以下の子どもを育てる保護者
　▪年に数回の会議に参加可能
定　2人程度
申　応募用紙を直接か郵送、

ファクス、Ｅメールで子ども
・子育て課（〒933-8601高岡市広小路
7-50 FAX 20-1665 Eメール kodomo@city.
takaoka.lg.jp）へ。（9月30日㈭必着）

※応募用紙は市ホームページから入手可
問　子ども・子育て課☎20-1393

生

ふ

▲詳細は市ＨＰ

暮　ら　し

▲B1勉強カフェ
ＨＰ

▲市ＨＰ

▲市ＨＰ
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納税 Tax

9月の納税 9月30日㈭まで

 ○国民健康保険税（第3期）

 問　納税課☎20-1276

土木の仕事ガイドブック　日常をつくる
プロフェッショナル
柴田久編著　学芸出版社
普段何気なく利用してい
る道路、公園や水道。さま
ざまな形で私たちの日常
生活を支えているインフラ
と、それに携わるプロフェッ
ショナル達の仕事を紹介
します。
『名将言行録』に学ぶリーダー哲学
川﨑享著　東洋経済新報社
私が作って私がときめく自家発電ブローチ集
光浦靖子著　文藝春秋
子どもと食べたいレンチン作りおき
中村美穂著　世界文化ブックス
４００年前なのに最先端！江戸式マーケ
川上徹也著　文藝春秋
”無人地帯”の遊び方
高橋庄太郎〔ほか〕編著　グラフィック社
Ｄａｙ　ｔｏ　Ｄａｙ
講談社編　相沢沙呼〔ほか〕著　講談社
おふろひえてます
とよたかずひこ作・絵　ひさかたチャイルド

◇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　戸出図書館☎63-1254

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
7月末まで
の交通事故 182件 2人 202人

前年同期と
の比較 ＋6件 0人 ー12人

交通事故 Traffic Accidents

No. 講座名
① 初心者大歓迎 !!　楽しもう: 詩吟
② 現代川柳（基礎編）
③ 健康体操と民謡おどり
④ 仕舞（能）を楽しむ
⑤ ヨガで体のバランスを整えよう

⑥ 納富介次郎と4 つの工芸学校 ･4 つの工芸都市
～工芸都市高岡の歴史と未来を探る～

⑦ だら～り　すとれっち～ほぐそう！心と体～
⑧ ゆる～り太極拳で楽しく体力 up !（午前）
⑨ ゆる～り太極拳で楽しく体力 up !（午後）
⑩ ゆる～り太極拳で楽しく体力 up !（夜間）
⑪ 笑顔満開バルーンアート ( 中級 )
⑫ 笑顔で体操習慣、楽しく歩こう !
⑬ 日本史を大学入試問題から学ぶ
⑭ 前田利常の波乱万丈な生涯
⑮ Windows10 の基本操作と新たな機能　その 1
⑯ Windows10 の基本操作と新たな機能　その 2
⑰ おしゃれに歌おう ! あのシャンソン
⑱ おしゃれなハガキアート教室
⑲ EXCEL で確定申告書を作成する

⑳ 大人のための藤子不二雄講座 : 藤子不二雄ゆかりのまち歩き
･ 古城公園～定塚町　

㉑ クリスタルボウル Xmas 演奏会・癒しの音
㉒ 押し花を入れたキラキラのフレーム作り

民大学たかおか学遊塾
問　市民大学たかおか学遊塾☎22-4252、生涯学習・スポーツ課☎20-1312

所　生涯学習センター　※⑳のみ博物館
申　9月30日㈭まで、市民大学たかおか学遊塾へ。
※詳しくは、市民大学たかおか学遊塾ホームぺージか生涯学習セ

ンター内のパンフレットをご覧ください。

市

たかおか
学遊塾HP

講座名 とき 回数 定員（人）受講料（円）
①地元企業をもっと知ろう
　～バスで往く「助野株式会社」～ 10/8 ㈮ 12:30 ～ 15:30 1 10 1,000

②木版画を楽しもう 11/17 ㈬、11/25 ㈭、12/1 ㈬
　13:30 ～ 15:00 3 6 1,000

（3 回分）

③そば打ち体験教室～宮島そば道場～ 11/5 ㈮、12/10 ㈮　10:00 ～ 13:00 2 9 2,000
（2 回分）

④ノルディックウォーク～中級編～ ▪ 10/25 ㈪ 13:30 ～ 15:30 ※1　　　
▪ 11/  8 ㈪ 12:00 ～ 16:00 ※2 2 15

ポールを
借りる場合、
1 回 500 円

⑤草木染体験～玉葱の皮でストー　
　ルを染めてみよう～

10/15 ㈮ 9:30 ～ 13:00　 1 8 1,200

⑥簡単スモークチーズに挑戦しよう 11/12 ㈮ 10:00 ～ 11:30 1 8 800
⑦元気はつらつ倶楽部～健康寿命を伸ば
　してピンピンコロリを目指そう！～ 11/19 ㈮ 13:30 ～ 14:30 1 15 なし

⑧福岡の菅を使った正月飾り 12/22 ㈬ 13:30 ～ 15:30 1 10 1,000

くおかカレッジ・教養講座

所　①Ｕホール・助野株式会社、②⑧Ｕホール、③⑤⑥福岡ふれあい交流センター、
④※1古城公園、※2城端桜ケ池、⑦福岡健康福祉センター
申　9月8日㈬～9月28日㈫に、直接か郵送、電話、ファクスで、住所・氏名・年齢・電話

番号・講座名を、Ｕホール（〒939-0132高岡市福岡町大滝44FAX64-1035）へ。
　※申し込み多数の場合は抽選

問　福岡中央公民館（Ｕホール内）☎64-1031ふ
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