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お知らせ
I N F O R M A T I O N

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

　コンビニ交付サービスを
　休止します
◇戸籍の附票のみ発行を停止
※戸籍・住民票・印鑑登録証明書は取

得できます。
時　1月7日㈮～11日㈫終日
◇すべての証明書の発行を停止
時　1月14日㈮～16日㈰終日
■いずれも、問　市民課☎20-1338

　テレビ映像に影響が出た場合は

1月20日㈭以降、携帯電話事業者によ
る新しい電波の利用開始に伴い、この
電波によりテレビ映像に影響が出た場
合は、無料で回復作業を行います。
問　（一社）700MHz 利用推進協会☎

0120-700-012、
☎050-3786-0700
（有料）

　蔵書点検作業のため、
　中央図書館を休館します
休館中の図書の返却は、ブックポスト
をご利用ください。
時　2月2日㈬～8日㈫
所問　中央図書館☎20-1818

　マイナンバーカードの臨時窓口

◇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　1月23日㈰午前9時～正午
所　市民課、伏木・戸出・中田・福岡支所

問　市民課☎20-1337

　納税相談窓口
時　■休日…1月23日㈰午前9時～午後

1時■夜間…27日㈭午後7時30分まで
所問　納税課☎20-1277

　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

広報紙「たかおか市民と市政」は市ホームページでも閲覧できます。
また、広報紙の配送スケジュールなどもご確認いただけます。

広報紙「たかおか市民と市政」 ▲市HP

暮　ら　し

※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、マイナ

ンバー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

お仕事などで、平日に市役所へ
来れない人におすすめです！

　詐欺の電話にご注意 ！

　通話録音装置を無料で貸し出します

着信時に相手に「会話内容が録音され
る」と警告メッセージを流し、録音を
行う装置です。利用して、特殊詐欺の
被害を防ぎましょう。

貸出期間　1年（1回延長可）
対　市内に住む、65歳以

上の高齢者世帯など
定　100台（申し込み順）
申　直接か郵送で、申請

書を共創まちづくり課
（〒933-8601高岡市広小路7-50）へ。
もしくは、電子申請で申し込みくだ
さい。

※申請書は市ホームページで入手可
問　共創まちづくり課☎20-1552

アンケート▶

　自治会役員の皆さまへ
　自治会役員の変更届は
　電子申請が便利です

「自治会役員が変わった」
「班数や世帯数が増えた
（減った）」「広報配布部数
が増えた（減った）」…
こんなときは、速やかに
届け出てください。
※認可地縁団体の会長変更があった

場合、別途告示事項変更の手続きが
必要です。

※直接か郵送での提出も可能です。
（様式はホームページで入手可）

提出先　〒933-8601
　高岡市広小路7-50 

共創まちづくり課
問　共創まちづくり課

☎20-1326

▲電子申請

▲①（市HP）

▲住居確保
　給付金
　（市HP）

詳細については、各問合先にご確認ください。
時　3月31日㈭まで
①「緊急小口資金等の特例貸付」の申請期間
内　緊急小口資金、総合支援資金（初回貸付）の特例貸付
問　社会福祉協議会☎23-2917
②「住居確保給付金の再支給」の申請期間
内　住居確保給付金の支給が終了した方に対して、3カ月間の再支給
問　社会福祉課☎20-1368
③「住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給」可能期間
問　社会福祉課☎20-1368、ハローワーク高岡☎21-1515

▲電子申請

　新型コロナウイルス感染症によって、生活資金にお困りの方へ

　以下の支援策の期間が、３月末まで延長されます
　



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。

相談案内 Consultation

◇弁護士の法律相談
1月13日㈭・20日㈭・27日㈭、2月3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
1月19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
1月28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　1月11日㈫/市役所7階
電話相談　1月11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
▶1月11日㈫/市役所7階、福岡支所
▶17日㈪/伏木コミュニティセンター、
　戸出コミュニティセンター
▶28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
1月19日㈬13時～15時/市役所8階
問　県司法書士会高岡支部☎64-1711
◇相続・遺言・後見　司法書士相談会
2月5日㈯10時～16時/ふれあい福祉
センター
問　県司法書士会☎076-431-9332
◇行政書士相談
1月12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
1月20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
1月20日㈭13時～16時/商工ビル5階/定員6人
所 問　北陸税理士会富山県連事務局
　☎076-422-4034
※13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
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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

確定申告や市・県民税の申告準備をしましょう

　保険税（料）は社会保険料控除として申告できます

納付した国民健康保険税（国保）や後期高齢者医療保険料（後期高齢者医療）は、社
会保険料控除として確定申告などで申告できます。令和3年中に納付した額は、領収
証や通帳で確認できます。不明な場合は、お問い合わせください。
※申告時に証明書の添付は不要です。
問　保険年金課☎20-1357（国保）、☎20-1481（後期高齢者医療）、
　　納税課☎20-1276

　医療費控除の適用を受ける場合は、
  「医療費のお知らせ（国保加入者）」をご活用ください

国保加入者に送付する「医療費のお知らせ」は、確定申告などで医療費控除の適用を
受ける際、「医療費控除の明細書」の添付資料として使用できます。ただし、申告期間
までに通知できない11・12月の診療分は、領収書にもとづき申告してください。
問　保険年金課☎20-1361

住宅や土地に関する申告をお忘れなく！

　改修を行った住宅の申告は改修後3カ月以内に

対　次のいずれかに該当し、工事費用が50万円を超える住宅
　■耐震改修…昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
　■バリアフリー改修…65歳以上の人、介護保険の要介護認定か要支援認定を受け
　ている人、障がい者のいずれかが居住する住宅
　■省エネ改修…窓の改修を含む省エネ基準に適合した工事を行った住宅
※減額は改修年度の翌年度の税額に限ります。
申 問　資産税課☎20-1274

　家屋の異動があった場合は、速やかにお知らせください

対　次のいずれかに該当する人
　■未登記家屋を売買した■相続を受けた■家屋の一部か全部を取り壊した
申 問　資産税課☎20-1274

　住宅用地・償却資産の申告は、1月31日㈪までに

①住宅用地の申告
対　令和4年1月1日現在、次のいずれかに該当する人
　■新・増築した住宅の土地を所有している（今後、住宅を建てる予定の土地は除く）
　■住宅を事務所や店舗に、事務所を住宅になど、家屋の用途を変更した土地を所有  
　している
　■住宅を取り壊し、空き地や駐車場など住宅用地以外の用途に変更した土地を所有
　している
　■住宅用の敷地として利用するため、住宅敷地の隣地を新たに取得した
②償却資産の申告
対　令和4年1月1日現在、工場や商店を営んだり、駐車場やアパートの貸し付けをし

たりしている会社や個人
提出書類　①住宅用地申告書（兼非住宅用地申告書）②償却資産申告書・種類別明細書
申 問　資産税課①☎20-1267②☎20-1266
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　男女平等・共同参画の推進のために、
　あなたの力をお貸しください

①男女平等推進プラン情報誌の編集員
内　情報誌「ありーて」（年1回発行）の

企画・取材、原稿作成など
②男女平等推進市民委員会
内　男女平等・共同参画の推進に関す

る市の施策などの調査・審議・提言
③男女平等推進センターネットワーク

会議
内　男女平等推進センターの運営や事

業などへの提言・助言
定　①4人②2人③3人
対　20歳以上で、平日の日中の会議（①

月1回②年1回③年2回程度）に参加で
きる人※②③は市内に住む人に限る。

任期　①4月1日～令和6年3月31日
　②③2月28日～令和6年2月27日
申　1月31日㈪まで、直接か郵送、ファ

クス、Eメールで、応募用紙を、①男女
平等推進センター（〒933-0023高岡
市末広町1-7 FAX 20-1815 Eメール gec@
city.takaoka.lg.jp）②③男女平等・共
同参画課（〒933-0023高岡市末広町
1-7 FAX 20-1815 Eメール gender@city.
takaoka.lg.jp）へ。

※応募用紙は男女平等推進センターや
ホームページで入手可
問　①男女平等推進センター☎20-1810、

②③男女平等・共同参画課☎20-1812

募　　　集

　男女平等推進センター
　市民企画講座
◇自分にいいね！自己肯定のすすめ　

～笑顔で体操習慣～
内　笑顔の作り方などの講義、体操
時　1月23日㈰午後1時30分～午後3

時30分
定　20人（申し込み順）
申　電話かファクス、Ｅメールで、男

女平等推進センター（FAX20-1815 Eメール
gec@city.takaoka.lg.jp）へ。
所問　男女平等推進センター☎20-1810

　救急・救命講習
①普通救命講習（小児・乳児・新生児の

救命手当を学べるコース）
時　1月29日㈯午前9時～正午
所　消防本部
②予防救急講習（はじめての方でも安

心コース）
時　2月12日㈯
　午前10時～正午
所　氷見消防署
■いずれも、
対　①中学生以上②小学5年生以上で、

高岡市か氷見市に住むか勤務する人
定　各30人（申し込み順）
申　消防本部か各消防署
問　消防本部警防課☎22-3133

学　　　ぶ

問　市消費生活センター（共創まちづくり課内）☎20-1522

18歳から「大人」に――
悪質商法の被害に注意！

　4月から、成年年齢が 20歳から 18歳に引き下げられます。
未成年は、親権者や後見人の同意を得ずに行った契約の申
し込みは、原則取り消すことができますが、この「未成年
者取消権」は、成年に達すると同時に行使できなくなります。そのため、
成年年齢引き下げによって、法律の保護がなくなる 18・19歳が、悪質
商法のターゲットになるのではないかと懸念されています。
　スマホや SNS の情報をきっかけに、不動産などへの投資やアフィリ
エイト（※）などのもうけ話の勧誘を受け、好奇心やアルバイト感覚な
どから、社会経験の少ない若者がトラブルに巻き込まれるケースは少
なくありません。困った時は一人で悩まずに相談しましょう。

※ web サイトやブログなどに記載された広告を通じて、会員
登録や商品の購入につながった場合、運営者に報酬が支
払われる仕組み。

▲消費者庁
「18歳から大人」

特設ページ

　公共下水道を利用している皆さまへ
　こんなときには必ず届け出を
■公共下水道を使用している家庭で、

水道水以外の水（井戸水や山水、沢
水など）から水道へ切り替えるなど
使用形態に変更があったとき

■水道水以外の水で公共下
水道を使用している家庭
で、世帯人数に変更があ
ったとき
問　水道料金センター
　☎20-1616

　公共下水道への早期接続を
下水道が整備された地域の皆さんには、
下水道への早期接続にご理解とご協力
をお願いします。
問　上下水道局営業課☎20-1609

　事業者の皆さまへ
　給与支払報告書の提出は
　1月31日㈪までに
対　個人・法人を問わず、令和3年中

に給与・賃金など（専従者給与含む）
を支払った人

提出先　令和4年1月1日現在の受給者
の住所地の市区町村

※高岡市は市民税課（〒933-8601高
岡市広小路7-50）へ（郵送可）

提出書類　総括表（1事業所につき1
部）、給与支払報告書（受給者1人
につき2部）

※個人事業主が窓口で提出する場合、
事業主のマイナンバーと本人確認書
類の提示が必要です。郵送の場合は、
それらの写しを添付してください。

問　市民税課☎20-1261

　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助
成をしています。今回は、宝く
じ助成金で東

ひがし

町自治会（中田）
の祭道具の整備を行いました。
問　都市経営課☎20-1226

暮　ら　し



職種区分 募集人数 受験資格

事務職（大卒） 若干名 昭和56年4月2日以降に生まれた人で、民間
企業、官公庁等において従事した職務経験が
通算５年以上の人技術職・土木（大卒） 若干名

第1次試験　6月下旬（市役所本庁舎）
※詳細は決定次第、受験者へ通知
申　5月31日㈫（必着）まで、人事課へ。
※詳しくは、募集要項（市役所総合案内、人事課、伏木・戸出・中田・福岡支

所で入手可）か市ホームページをご確認ください。また、募集要項の郵送を
希望する人は、人事課までお問い合わせください。

「会計年度任用職員」とは、一会計年度（4月1日～翌年3月31日）を超えない範囲内で
任用される一般職の非常勤職員です。
職種　①事務補助員②事務補助員（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など）
業務内容　市役所や出先機関での事務補助
試験日　2月13日㈰（市役所本庁舎）
試験内容　①筆記試験・面接試験②作文試験（事前提出）・面接試験
申　2月4日㈮（必着）まで、人事課へ。
※詳しくは、1月25日㈫から配布予定の受験案内（市役所総合案内、人事課、伏木・戸

出・中田・福岡支所で入手可）か市ホームページをご確認ください。

「民間企業などでの勤務経験がある人」などを募集中！
随時相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください♪

■いずれも、問合先　人事課☎20-1221

100年後も伝えたい
縁起のいい伝統折り紙
小林一夫著　日東書院本社
人々が無事に過ぎた一年
に感謝し、新たな一年の平
穏を祈る十二支飾りを始め、
鶴亀、大黒様などの「縁起
物」と言われるものたち。そこへ「たたむ」美
意識から生まれた折り紙を重ね合わせた
縁起のいい折り紙を紹介。カラー写真ととも
に折り方を掲載しています。
東京の古本屋
橋本倫史著　本の雑誌社
自分の機嫌は「色」でとる
七江亜紀著　ディスカヴァー・トゥエンティワン
北里柴三郎　感染症と闘いつづけた男
上山明博著　青土社
波の地図
原田佳夏、なかひらまい著　雷鳥社
発酵食品の歴史
ビール、パン、ヨーグルトから最新科学まで
クリスティーン・ボームガースバー著　原書房
水俣　天地への祈り
田口ランディ著　河出書房新社
すてきなタータンチェック
奥田実紀文　穂積和夫絵　福音館書店

◇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

◎記号

納税 Tax

1月の納税 1月31日㈪まで

 ○市県民税（第4期）
 ○国民健康保険税（第7期）

 問　納税課☎20-1276

令和3年 交通事故状況（市内）

区　分 件 数 死 者 傷 者
11月末まで
の交通事故 279件 4人 303人

前年同期と
の比較 －12件 +2人 －41人

交通事故 Traffic Accidents

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
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高岡市職員（令和４年10月１日採用）採用試験〔通年募集（下期）〕

高岡市会計年度任用職員（令和4年度採用）採用試験

　高岡市学生寮入寮生を
　募集します（第1回）
所　東京都小金井市東町1-3-16
対　高岡市出身で、東京都かその周辺

の4年制以上の大学・大学院の入学
内定者（見込者）、または在学者（夜間
部を除く）
定　男女各2人程度
選考手数料　5,000円
面接　2月19日㈯
　　　（市役所本庁舎）
　※選考結果は同日発表予定
￥　■毎月…6万5,000円（朝夕食費、共

益費込み）■入寮時…5万円（2年分）
申　1月17日㈪～2月10日㈭に、直接か

郵送で、申込書を教育総務課（〒933-
8601高岡市広小路7-50）へ。

※詳細は募集要項をご覧ください。
※募集要項や申込書はホームページで

入手可。
問　教育総務課☎20-1445、高岡市学

生寮☎042-383-6457

　市民大学たかおか学遊塾の
　市民教授になりませんか
俳句や短歌を楽しん
だり、パソコンやカメ
ラで情報を発信したり、
体や頭脳を鍛えたり
…あなたも楽しい講
座を企画してみませ
んか。初心者も大歓迎です。
◇まずは説明会にご参加ください
時　1月8日㈯午後2時～午後3時、また

は午後4時～午後5時
所　ウイング・ウイング高岡
申　1月5日㈬～31日㈪に、直接か郵送、

ファクス、Eメールで、講座企画書を、市
民大学たかおか学遊塾事務局（〒933-
0023高岡市末広町1-7FAX23-0515 Eメール
gakuyujyuku@yahoo.co.jp）へ。

※講座企画書はウイング・ウイング高岡
で入手可。説明会でも配布します。
問　市民大学たかおか学遊塾事務局

☎22-4252

冬期間はスリップ事故に注意を
○道路状況に応じた速度で走行し、

車間距離をとりましょう。
○急発進、急ハンドル、急ブレーキ

などは控えましょう。

【職員募集】一緒に高岡を前へ進めませんか

▲市HP

▲市HP


