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お知らせ
I N F O R M A T I O N

　マイナンバーカードの臨時窓口
◇マイナンバーカードの申請・受け取り、
　電子証明書の更新・暗証番号の再設定
時　10月16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

　大切にします
　ほほえみ・まごころ・おもいやり
市では 10月をさわやか窓口月間とし、
より一層親切で真心のこもった市民サー
ビスを目指します。期間中に窓口業務
のアンケート調査を行います
ので、ご協力をお願いします。
問　人事課☎ 20-1235

　一日合同行政相談
法務局や税理士などの相談員が、登記
や税金などについての相談を受け付け
ます（要予約・秘密厳守）
※テレビ電話方式による相談受け付け
時　10月29日㈮午後1時～午後4時
所　ふれあい福祉センター
申　10月11日㈪～28日㈭の正午まで、

きくみみ富山へ（申し込み順）
問　きくみみ富山☎076-432-6338、

共創まちづくり課☎20-1327

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
10月14日㈭・21日㈭・28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
10月20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
10月22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

※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　10月12日㈫/市役所7階
電話相談　10月12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
▶10月12日㈫/市役所7階、福岡支所
▶15日㈮/戸出コミュニティセンター
▶18日㈪/伏木コミュニティセンター
▶22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
◇行政書士による相続、各支援金、
　外国人手続等の相談
10月6日㈬10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
10月21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
◇公証人の相続・遺言・契約等相談
10月12日㈫13時30分～16時/市役所7階
問　高岡公証役場☎25-5130
◇税理士の税務相談
10月21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
※14日㈭9時から予約可（初めての人優先）
◇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

　水漏れがないか定期的に確認を

水道メーターで簡単にチェックできます。
①家庭内にある全ての水栓をしっかりと

閉める。
②水道メーターのパイ

ロットマーク（右画像
参照）をチェックする。

少しでもパイロットマークが回っている
場合は、漏水の可能性があります。市
指定の給水装置工事事業者へご連絡く
ださい。最寄りの事業者は
ホームページで確認する
か、水道料金センターまで
お問い合わせください。
問　水道料金センター☎20-1612

　浄化槽を適正に管理しましょう

生活環境の保全や公衆衛生の向上のた
め、法律で義務付けられている下記の
3 つを必ず実施してください。
▶保守点検（処理方式などで決められ

た期間ごとに1回以上）
▶清掃（1年に1回。ただし、全ばっ気

方式は半年に1回以上）
▶法定検査（1年に1回）
問　地域安全課☎20-1353

　市内の環境測定結果
河川の有機物による汚濁の程度を表す
BOD（生物化学的酸素要求量）測定結
果は、環境基準に適合していました。

主な
河川

BOD（生物化学的酸素要求量）
測定結果(㎎/ℓ) 環境基準(㎎/ℓ)

庄川 0.5未満 2.0以下
小矢部川 0.9 5.0以下
祖父川 0.9 2.0以下
千保川 1.0 5.0以下

その他の河川　岸渡川…1.0、地久子
川…1.3、黒石川…1.1、西明寺川…1.5

※大気汚染などの測定結果も概ね環境
基準に適合しており、ここ数年は横ば
いで推移しています。今後も環境保
全のため、ご協力をお願いします。
問　地域安全課☎20-1353

　クマにご注意を
秋はクマがエサを求めて、最も活発に行
動する時期です。人身被害防止のため
下記の取り組みをお願いします。
▪カキなどのクマが好む果物を収穫する
▪クマのエサとなる未収穫の野菜や生
　ごみを自宅や畑の周りに置かない
▪朝夕は山中に入らない
問　農業水産課☎20-1321

※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。
※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。

▲申請方法

平日に来庁が難しい人は
ぜひご利用ください。

▲市ＨＰ

▲市ＨＰ
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暮　ら　し

　休日・夜間納税相談窓口
時　■休日…10月17日㈰午前9時～午後

1時■夜間…21日㈭午後7時30分まで
所問　納税課☎20-1277

　万葉線レトロ車内de
　「パズル＆クイズ」
万葉線車内に設置した合計6種類の QR コ
ードを読み取って表示されるクイズに解答
し応募すると、抽選で万葉線沿線のお店
のお食事・施設利用券などをプレゼント。
時　10月1日㈮から
所　万葉線旧型車両5両
問　総合交通課☎20-1139

　就職・転職希望の人へ
　企業説明・面接会
時　10月21日㈭午後2時～午後4時
※事前申し込み不要
所　御旅屋セリオ 5階
問　ハローワーク高岡☎21-1515（41#）、
　商業雇用課☎20-1297

　住宅用火災警報器を設置しましょう

住宅用火災警報器
をご存じですか。
自宅の設置状況も
チェックできるアン
ケート調査にご協
力ください。
問　消防本部予防課
　☎22-3132

　学校選択制のお知らせ
市内の一部の地域では、隣接する小・
中学校に通学することができます。隣
接校を希望する保護者は、指定学校変
更の申請をしてください。

現
学校区 対象地域 選択可能

な学校

下関小

前田町、大野の一部
（主要地方道高岡青井
谷線以北）

下関小か
定塚小

関大町、上関町、上関 下関小か
博労小

野村小

野村東町、富田町、深田
町、寿町一丁目・二丁目

野村小か
定塚小

出来田、出来田新町、
深沢

野村小か
下関小

五位小 中保 五位小か
千鳥丘小

芳野中

野村東町、富田町、深田
町、寿町一丁目・二丁目

芳野中か
高陵中

野村第五の一部（国道
８号以南）、下石瀬の一
部（国道８号以南）、美
原町、長和里、石瀬東
町、いわせ野、新和町、
ビレッジハウス高岡野
村、野村第四の一部（市
道野村17号線以北）

芳野中か
志貴野中

対　上記表の対象地域に住む人で、
令和4年4月から小・中学校に入学す
る児童・生徒
申　12月28日㈫まで、学校教育課へ。
問　学校教育課☎20-1449

　万葉線を愛する会の会員
特典　回数券進呈、協力店での割引など
会員期間　10月1日～令和4年9月30日
￥　個人1,000円／口、法人1万円／口
申　直接かファクス、Ｅメー

ルで申込書を総合交通課
（ FAX20-1414 Eメール kotsu@
city.takaoka.lg.jp）へ。

※申込書はホームページで入手可
問　総合交通課☎20-1139

　高岡古文書ボランティア
時　10月16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　10月12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

▲アンケート

募　　　集

令和3年社会生活基本調査にご協力をお願いします

▲市HP

▲市HP

※国が指定する一部の地域・世帯が対象となる調査です。
問　都市経営課☎20-1539



納税 Tax

10月の納税 11月1日㈪まで

 ○市県民税（第3期）
 ○国民健康保険税（第4期）

 問　納税課☎20-1276
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75歳までに身につ
けたいシニアのため
の７つの睡眠習慣
遠藤拓郎著
横浜タイガ出版
質の良い睡眠を得ら
れないと、体の不調の
一因になりかねません。
本書は、「睡眠力の老化」をカバーして、朝
までぐっすり眠るための睡眠方法を紹介し
ています。

福沢諭吉が見た150年前の世界
『西洋旅案内』初の現代語訳
福沢諭吉著  武田知弘訳・解説  彩図社

怒れる老人　あなたにもある老害因子
安藤俊介著　産業編集センター

カンロ飴食堂へようこそ
カンロ株式会社著　小学館

脳が目覚めるすごい！クイズ大全
知的生活追跡班編　青春出版社

くらべてわかる英単語図鑑
牧野髙𠮷著　林ユミ絵　主婦の友インフォス

夏井いつきの俳句道場
夏井いつき著　ＮＨＫ出版

としょかんのきょうりゅう
鈴木まもる作・絵　徳間書店

◇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　伏木図書館☎44-0073

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
8月末まで
の交通事故 205件 2人 227人

前年同期と
の比較 ＋4件 0人 ー17人

交通事故 Traffic Accidents

　水道検針票の広告
応募方法、広告の規格、広告料などは
ホームページをご覧ください。
申 問　上下水道局営業課
　☎20-1611

　新成人の集い運営ボランティア

内　▪前日…リハーサルへの協力▪当
日…受付、誘導、片付けなど
時　▪リハーサル…令和4年1月8日㈯
　▪当日式典…令和4年1月9日㈰
所　中学校区ごとに12会場
対　市内に住むか、通勤・通学している人
申 問　11月26日㈮まで電子

申請フォームから、または電
話か E メールで住所・氏名・
生年月日・電話番号・希望する会場を
生涯学習・スポーツ課（☎20-1454 Eメール
syou-spo@city.takaoka.lg.jp）へ。

　NPOや市民活動団体の活動PR

パネル展への参加やサポナビたかおか
Webへの動画掲載を募集します。活動
紹介やスタッフ募集、イベントの告知
にお役立てください。
対　市内を拠点に活動する

NPO・市民活動団体
定　15団体（申し込み順・無料）
申　10月11日㈪まで直接か郵送、Eメ

ールで応募用紙を共創まちづくり課
（〒933-8601高岡市広小路7-50 Eメール
kyosomachi@city.takaoka.lg.jp）へ。

※応募用紙は市ホームページで入手可
問　共創まちづくり課☎20-1328

　とやま呉西圏域
　ビジネス交流交歓会の参加企業

時　10月27日㈬午後4時～午後6時
所　名古屋マリオットアソシアホテル
（愛知県名古屋市）
定　150人（申し込み順・参加無料）
申　10月8日㈮まで申込書をファクス

かEメールまたは電子申請
フォームで産業企画課（FAX
20-1287 Eメール sangyo@city.
takaoka.lg.jp）へ。
問　産業企画課☎20-1293

　未来につながる事業作り 創業講座

事業開始に向けた心構えやマーケティ
ング・税務・経理などの経営に必要な基
礎知識から事業計画書の作成まで一貫
して学びます。
時　11月21日㈰・28日㈰・12月5日㈰・12

日㈰の午後1時30分～午後4時30分
所　高岡商工ビル会議室
対　創業予定、創業に興味の

ある人など
定　20人（申し込み順）
￥　2,000円（全4回分）
申　11月12日㈮まで参加申し込みフォ

ームから、または申込書を直接かファ
クス、Ｅメールで高岡商工会議所中小
企業相談所（FAX 22-6792 Eメール soudan@
ccis-toyama.or.jp）へ。

※申込書はホームページで入手可
問　高岡商工会議所中小企業相談所

☎23-5007、産業企画課☎20-1395

高岡熱中寺子屋で学びませんか
「もう一度7歳の目で世界を…」をコンセプトに開催する、大人の学び場です。今期は、
「SDGsを知り、実践につなげよう！」をテーマに、全国の熱中小学校のネットワークから、
企業経営者や大学等の研究者など第一線で活躍する講師を招き授業を開催します。
時　10月～令和4年3月の第3土曜日の午後1時～午後4時

30分（全6回）と、課外授業2回（11月と令和4年3月の第1
土曜日を予定）
所　御旅屋セリオ6階フリースペースほか
定　現地参加50人、リモート参加100人（申し込み順）
※リモート参加の場合、課外授業は後日、録画視聴となります。
￥　1万円（リモート参加のみで、前期までの授業の録画

視聴を希望しない場合は 5千円）…全8回
※単発参加…同日2 コマで 2千円、学生は無料（学生証の提示必要）
申　申し込みフォームまたは、ファクスかEメールで、住所・氏名・連絡先を高岡

熱中寺子屋運営委員会（FAX 54-5133 Eメール info@necchu-terakoya.com）へ。
問　高岡熱中寺子屋運営委員会☎54-5122、道路整備課☎30-7280

▲市HP

▲電子申請

▲市HP

▲参加申し込み
フォーム

▲市HP

▲申し込みフォーム


