
祝！高岡の日本遺産ストーリー

「加賀前田家ゆかりの町民文化が花咲くまち高岡―人、技、心―」が

　認定継続さらに重点支援地域に選定されました
問合先　文化創造課☎２０－１２５５　  ２０－１６４４

　４００年前から現代まで続く高岡市の歴史物語は、文化庁が認定する１０４件の
「日本遺産」のひとつです。今年度から、各地域の日本遺産に関するこれまでの取り
組みや、今後の計画を審査・評価する制度が導入され、審査の結果、高岡市が「認定
継続」、さらには他地域のモデルとなる「重点支援地域」に選定されました。
　日本遺産の構成文化財には県内唯一の国宝である瑞龍寺や、平成の大修理が完工し
た勝興寺、金屋町・山町筋・吉久の重要伝統的建造物群保存地区など、本市の誇る魅
力的な文化財が多数含まれています。この機会に、改めて「日本遺産のまち高岡」を
巡ってみてはいかがでしょうか。

◀町民文化の日本遺産
　ストーリー全文はこちら

◀町民文化だけじゃない！
　高岡のもう一つの日本遺産
「北前船」のストーリーはこちら

オンライン会議などに
使用できる背景

文化創造都市高岡のロゴマーク・キャラクターなどをフリー素材として公開しました！

　「日本遺産のまち高岡」の魅力を国内外に広くＰＲするとともに、「文化創造都市
高岡」のさらなる推進を図るため、文化創造都市高岡のロゴマーク・キャラクターな
どを市民の皆様に広く使っていただけるよう、フリー素材として公開しました。
　個人でのご使用はもちろん、商用で使用する名刺や商品パッケージへの活用など、
様々な用途にご使用いただけます。ぜひご活用ください。

 ロゴマーク・キャラクター（一部）

ロゴマーク
町役人御車山

素材のダウンロードは
こちらから

文化創造都市高岡ＨＰ
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高岡駅南北自由通路に
日本遺産大型タペスト
リーを展示しています



幼稚園、保育園、認定こども園及び事業所内保育施
設の３～５歳児の保育料は無料です（私立幼稚園は
上限月額２.５７万円まで無料です）。０～２歳児は
両親の所得に応じて保育料が決まります。保育料は
どの園も同じですが、園によって、教材費やバス代
金などが別途必要となる場合があります。年齢に限
らず、第３子以降の子どもの保育料は無料です（所
得制限あり）。

子育て応援アプリ・ウェブサイト
「ねねットたかおか」でも、
詳しい情報が見られます。

  保育園、認定こども園、事業所内保育施設
受付期 申込書の配布期間 配布時間 申込書の受付期間 受付時間 入園決定書送付 

　一次 ９月６日㈪～１０月６日㈬
午前９時
～午後５時

（月～金曜日）

１０月７日㈭・８日㈮
午前９時
～午後４時

（月～金曜日）

令和４年２月上旬

　二次※ 1 令和４年１月上旬から 令和４年２月２日㈬まで 令和４年２月下旬

　三次※ 1 令和４年２月上旬から 令和４年３月２日㈬まで 令和４年３月下旬

　幼稚園
申込書の配布開始 申込書の受付（配布・受付時間など詳細は、希望する園にお問い合わせください）

９月１日㈬ １０月１日㈮から、各幼稚園へ。定員になり次第、受け付けを締め切ります。

幼稚園（利用時間は、概ね午前９時～午後２時）

満３歳から就学前の子どもに、適切な環境で心身の発達
を助けるための幼児教育を行います。

必ず第一希望の園で申込書を受け取り、提出してください。
年度途中の申し込みは、各園へご相談ください。

高岡市外の園への
入園を希望する場合は、
子ども・子育て課へ
ご相談ください。

※１…一次受付の入園決定後に、定員に余裕がある園で、二次・三次の募集を行います。詳細は、子ども・子育て課までお問い合わせください。
※２…これ以外の時間での受け取りを希望する場合は、事前に各園へご連絡ください。

保育園（利用時間は、概ね午前７時～午後６時）

仕事や病気などで家庭で保育できない保護者の代わりに
子どもを保育します。保育を必要とする事情により、入
園期間などが異なります。

認定こども園
幼稚園と保育園の両方の機能を持った施設です。３歳未
満の子どもには保育を提供し、３歳以上の子どもには教
育・保育を一体的に提供します。

事業所内保育施設
主に事業所の従業員の子どもを預かる保育施設です。
０～２歳児が利用でき、地域の子どもも利用できます。

▶

※2

幼稚園・保育園・認定こども園などの入園案内
令和４年度

各施設の特徴は

入園の申し込み方法は

問合先　子ども・子育て課☎２０－１３７７　  ２０－1665

保育料は

給食費  は

０～２歳児…保育料に含む
３～５歳児…保護者負担（実費徴収など）
おかず、おやつ代などの副食費は世帯所得、第３子
以降などの条件により、免除または減免となる場合
があります。詳しくは、「入園のご案内」をご覧
ください（入園のご案内は申込書と一緒にお渡ししま
す）。

FAX

二塚保育園
年長児のみなさん
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■申し込み対象施設一覧

※いずみ幼稚園は、０歳児は入園できません。

■在園している子どもが対象のサービス

預…預かり保育（幼稚園の延長保育）
時間は施設によって異なります。

延…延長保育
延 …午前７時～午後７時
(延) …午前７時～午後８時

〈延〉…午前７時～午後１０時
〔延〕…午前７時３０分～午後９時

■そのほかの預かり施設
▶幼稚園型の保育施設
　NPO 法人 親と教員の会こどものその（大町）☎２５－２２３１
▶ベビーホテル（夜間保育可能施設）
　スマイルキッズ託児ルーム（清水町）☎２４－９０７０
▶企業主導型保育施設
　高岡オフィスパークなのはな保育園（戸出）☎６３－０４１５
　あさひキッズ（鷲北新）☎２９－１０５５

私立幼稚園
施設名 所在地 保育サービス 電話番号
高岡第一学園
第一 本郷２丁目 預 22-6338

高岡第一学園
第三 佐野 預 21-0630

高岡第一学園
第五 中曽根 預 82-4177

高岡第一学園
福岡ひばり※ 福岡町江尻 預 64-6811

公立保育園
施設名 所在地 保育サービス 電話番号
中央 丸の内 一 22-2554
西部 横田本町 延・体 22-2054
伏木古府 伏木矢田 延・一・体 44-0336
佐野 佐野 22-4096
太田 太田 44-1672
二塚 二塚 23-5758
川原 内免 1 丁目 22-3705
戸出 戸出町３丁目 延・体 63-0072
戸出東部 戸出大清水 63-0628
はおか 波岡 22-3676
万葉なかよし 二上町 延・体 22-1881
牧野かぐら 姫野 延・体 82-2325

公立認定こども園（幼稚園部と保育園部あり）
施設名 所在地 保育サービス 電話番号
福岡あおぞら 福岡町土屋 預・延 64-2509

事業所内保育施設
施設名 所在地 保育サービス 電話番号
あさひ 鷲北新 070-2825-8513
済生会高岡
なでしこ 二塚 〔延〕・一・病 21-7504

私立保育園
施設名 所在地 保育サービス 電話番号
さくら 東上関 延・一・体 23-4196
南部 清水町２丁目 延・一 22-4698
成美 京町 延・一・体 22-3975
正徳 木町 延・一・体 22-4668
伏木 伏木本町 延・一 44-0404
吉久ひなどり 吉久 2 丁目 延・一 84-2729
国吉光徳 細池 延・一 22-7810
石堤 柴野 延・一 31-2922
立野 立野 延・一・体 31-1551
市野瀬 戸出市野瀬 延・体 63-1233
戸出北部 戸出町６丁目 延 ･一・体 63-2483
すみれ 米島 延・一・体 21-8407
つくし 木津 延 ･一 25-5132
福岡ひばり※ 福岡町江尻 延・一・体 64-6811
戸出西部 戸出町５丁目 延・一・体 63-0015
牧野みどり 中曽根 延・体 82-5730

■在園していない子どもも対象のサービス

一…一時預かり（半日･1日単位で保育を行うサービス）
  　   一   …平日
　  〈一〉…平日、土・日曜日、祝日

残業があって…
病院に行かないと…
そんなときに
便利だね

便利な保育サービスをご紹介

休日…休日保育　
　  日曜日・祝日の午前８時３０分～午後４時３０分

私立認定こども園（幼稚園部と保育園部あり）
施設名 所在地 保育サービス 電話番号
福岡 福岡町福岡新 預・延・一・休日 64-3755
かたかご 伏木古国府 預・延・体 44-0200

こばと 蓮花寺 預・延・体
幼）25-5810
保）26-8103

坂ノ下 大手町 預・延 ･一 24-4422
ふたば 永楽町 預・（延）・一・（病）・体 24-2359
中田 中田 預・延・一・体 36-1008
みつば 荒屋敷 預・延 ･〈一〉･ 休日・体 31-2848
いずみ※ 上黒田 預・一・体 21-3840
国吉ちくば 国吉 預・延・一・体 31-0749
般若野 若杉 預・延・一 36-1328
高岡 南幸町 預・（延）・〈一〉・休日・（病）・体 22-2748
若葉 野村 預・延・一・体 24-7722
上関 泉町 預・延・一・休日・体 25-1542
能町 鷲北新 預・延・体 22-2055
高岡第一学園
第二 伏木古府元町 預・延・体 44-2250

和田 羽広 1 丁目 預・延・一・体 23-1321
野村 野村 預・〈延〉・体 24-7405
定塚 中川上町 預・（延）・体 21-6061
ひかり 野村 預・延 22-2323

※福岡ひばり保育園は、令和４年度に認定こども園に移行を予定しています。

※福岡ひばり幼稚園は、令和４年度に認定こども園に移行を予定しています。

■病気の子どもの保育サービス

病…病児・病後児対応型

病 …病気・けがなどで登園できない子どもを、看護師
　　  と保育士が保育します（病児保育）。

(病) …病気の回復期で保育園に登園できない期間に
　　  看護師と保育士が保育をします（病後児保育）。

体…体調不良児対応型

保育中に体調不良となった在園児を、保護者の迎え
の時間まで看護師が看護します。



このページで紹介できなかった出来事も
随時掲載しています。

もっとホット高岡ニュース

たかおか市民と市政  2021.9.1　8

北陸最古の寺院「御
お

亭
ちん

角
かど

廃
はい

寺
じ

」

　
　勝興寺の南側（図１参照）には、「御

お ち ん か ど

亭角」とい
う字

あ ざ め い

名が残っており、かつて勝興寺の御
お

亭
ちん

（休憩所
や茶室のようなもの）があったと考えられています。
さらに、この地からは、奈良時代以前の瓦が多く出

土していて、瓦の形や焼いた窯の
年代から、７世紀後半（６６０～６９０
年頃）のものと考えられます。こ
の時期の瓦葺き建物は寺院のみで
あり、後世の字

あざめい

名から「御
お

亭
ちん

角
かど

廃
はい

寺
じ

」と呼ばれています（福井
県越前市の深草廃寺とともに北陸
最古）。
　では、この寺院は誰が築いたの
でしょうか？最も有力な説は、
伊
い

弥
み

頭
ずの

国
くにのみやつこ

造 ※の末裔と言われ
る豪族 射

い み ず

水臣
のおみ

です。越中の豪族を統括していた
射水臣は、一族の繁栄祈願と、権威を示す象徴と
して、寺院を建立したと思われます。

問合先　文化財保護活用課☎２０－１４６３

おん こ ち しん
文化財再発見コーナー

たかおか 温故知新

※３８０～６００年頃に地方支配のため任命された者を
「国

くにのみやつこ

造」と呼び、越中国に関連する国
くにのみやつこ

造として唯一
記載されているのが伊

いみずのくにのみやつこ

弥頭国造。

　　　　　　　　　　　地図

▲御亭角で出土して
　いる古代の瓦

▲古代寺院のイメージ図
(『史跡上野国佐位郡正倉跡
 保存活用計画』より引用）

▲図１：御亭角の位置（点線の範囲が古い地名で御亭角）

勝興寺
約200m

約150m

７月２８日風鈴の涼しげな音色でお出迎え
　ﾞ銅器の街らしさﾞと涼しげな音色で観光客をおもて
なししようと、新高岡駅に高岡銅器製の風鈴が設置さ
れました。毎年、高岡銅器協同組合が実施しており、
風鈴には高岡第一幼稚園の園児が願いを込めた短冊を
付けました。園児たちは自分の書いた短冊がチリンチ
リンとなるきれいな音色に笑顔いっぱいの様子でした。

　高岡市出身の向翔一郎選手が銀メダルを獲得した、
東京２０２０オリンピック大会柔道混合団体競技のパブ
リックビューイングが高岡駅地下で行われました。観
戦した高岡市在住の菅原麗さんは「とても迫力のある
試合で感動した」と話しました。出場選手の皆さん、
勇気と感動をありがとう！

勇気と感動をありがとう 　 ７月３１日
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■右のアイコンがついているものは、無料
アプリ・カタログポケットで、動画やス
ライドショーを視聴できます。  動画 スライド

ショー
※アプリのインストールは裏表紙下部をご参照ください。

◇北陸新幹線で快適な日帰り旅行を
　まだまだ暑い日
が続いていますが、
新高岡駅から新幹
線で避暑地「軽井
沢」への日帰り旅
行はいかがですか。昨年も好評だった「先着２００
名限定！新高岡駅発着！軽井沢日帰りの旅」を今
年も販売しています。新高岡駅発着の北陸新幹線
往復切符に軽井沢街あるきクーポンが２枚付いた
日帰りプランです。対象期間は９月３０日まで。
詳しくは、以下へお問合せいただくかQRコード
を読み取ってご確認ください。
問合先　日本旅行TiS富山支店☎０７６ー
　４４４－７５００、総合交通課☎３０－６５０５

　　　　　　　　　　　　　　　　VOL.７8　 　

　北陸新幹線や高速バスに乗ってお得にお出かけ

◇高速バスでお得に飛騨へ能登へ
　４月から実施中の「新高岡駅から飛騨へ能登へ
バスでお得にお出かけキャンペーン」の対象期間
を１２月３１日まで延長します。
　新高岡駅から飛騨・能登地域へアクセスできる
「高山―白川郷―高岡線」「世界遺産バス」「わ
くライナー」に割引価格で乗車できます。また
「高山―白川郷―高岡線」とInformation Café 
RYU(イルカ交通㈱高山支店)では、飛越交流プ
レゼントキャンペーンを開催しています。この機
会に意外と近い飛越能地域に出かけてみませんか。
詳しくは、市HPをご確認ください。
問合先　総合交通課☎３０ー６５０５

日本旅行
TiS富山支店

市ＨＰ

※北陸新幹線・高速バスでは、車内の消毒・除菌や換気
等の新型コロナウイルス感染症対策を実施しています。

世界の舞台を目指して ７月２８日～７月３１日

七夕に願いを☆
　今年の高岡七夕まつりは、コロナの早期終息の祈願
と、医療従事者などへの感謝の思いで開催されました。
例年行っているイベントや各種催事は中止となりまし
たが、高岡駅周辺には市内の幼稚園児や保育園児、小
学生の思いの込められた七夕が設置され、まちなかを
明るく彩りました。みなさんの願いが叶いますように。

８月１日～８月７日

　世界トップクラスのスペインのサッカーチーム「Ｆ
Ｃバルセロナ」。そのアカデミーサマーキャンプがス
ポーツコアで開催され、県内外の小学１年～６年生７３
人が参加しました。参加した小学６年生の渡大駕君は
「ここで学んだことを活かして活躍できる選手になり
たい」と充実した様子で目を輝かせていました。　


