
　応急手当普及員再講習
時　2月20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　消防本部か各消防署
問　消防本部警防課☎22-3133

　普通救命講習
◇心肺蘇生法を学べるコース
時　3月6日㈰午前9時～正午
所　伏木消防署
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
定　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

　YouTubeにて動画配信中！
　消防本部デジタル講習会
内　「消火器の使い方編」
　火災の初期消火に最

適な消火器の使い方に
ついて紹介しています。

問　消防本部予防課
　☎22-3132
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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

　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　2月27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　■夜間…2月24日㈭午後7時30分まで

■休日…27日㈰午前9時～午後1時
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
来られない人におすすめです！

アンケート▶

　バイクや軽自動車などの
　廃車、名義変更手続きを忘れずに

軽自動車税（種別割）は、毎年4月1日現
在の所有者に課税されます。次のような
場合は、忘れずに届け出をしてください。
■バイクや軽自動車などを廃車した
■他人に譲った
■他市町村に転出した
届け出が遅れると、軽自動車税（種別
割）が課税されます。

車種 届出・問合先
125㏄以下のバイク、
小型特殊自動車

（農耕作業車など）
市民税課☎20-1263

軽自動車
軽自動車検査協会
富山事務所
☎050-3816-1852

126㏄以上のバイク
北陸信越運輸局
富山運輸支局
☎050-5540-2044

問　市民税課☎20-1263

　アメリカシロヒトリ共同防除用機械
　の貸出予約を開始します

薬剤は自治会などで準備し、使用したガ
ソリンは補充して返却してください。
時　令和4年度：5月～9月分
申　2月14日㈪から、直接か電話で、団

体名・希望日・台数・担当者名・連絡先
を、景観みどり課へ（受付時間は午前
9時～午後4時）

問　景観みどり課☎20-1416

今年はWEB（Zoom）による企業説明会
に加え、企業とリアルに懇談・交流でき
る場も設けます。4日間にわたり、100社
の呉西地域の企業が参加します。
時　3月8日㈫～11日㈮の午前9時

15分～午後5時30分
所　御旅屋セリオ6階
対　令和4・5年新卒者、既卒者、転職

希望者
￥　無料
問　就業マッチング支援事業共同企

業体（㈱協和総商内）☎21-0636

内　■Aコース…キタムラ機械、エイ・
テック、広上製作所、織田幸銅器、西
村工業■Bコース…東洋通信工業、協
和製作所、宮下組、サニーライブホー
ルディングス、塩谷建設■Cコース…
オダケホーム、アリタ、フクタカ、宮越
工芸、フジサワ電機

時　3月8日㈫午前8時30分～午後5時
対　県内の大学院・大学・短大・高専

・専門学校の学生、県内の高校生
定　各コース15人（申し込み順）
申　2月18日㈮まで、ファクスかEメ

ールで申込書を高岡商工会議所
（ 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　たかおか企業人材確保推進協議会
（高岡商工会議所内）☎23-5007

学生対象の
　高岡企業見学バスツアー

富山県西部WEB企業説明会
　＆リアル交流会

問　商業雇用課☎20-1297企業との出会いをお手伝いします

▲市ＨＰ
▲企業説明会
特設サイトHP



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
2月3日㈭・17日㈭・24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
※3日分・17日分は前日、24日分は22

日㈫の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
2月16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
2月25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　2月8日㈫/市役所7階
電話相談　2月8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
▶2月8日㈫/市役所7階、福岡支所
▶21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
▶25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
◇行政書士によるマイナンバーカード

手続支援、相続等の相談
2月9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
2月17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
▶2月17日㈭13時～16時/定員6人
　（10日㈭9時から予約可、申し込み順）
▶22日㈫10時～正午、13時～16時
（予約不要）
所　高岡商工ビル5階
申問　北陸税理士会富山県事務局
　☎076-422-4034
◇男女平等推進センター相談室
月～水・金曜日の9時30分～16時30分、木
曜日の14時～20時（祝日・第4月曜日・年末
年始は除く）/ウイング・ウイング高岡6階
※面接は要予約
問　男女平等推進センター☎20-1811
◇特殊詐欺など身近な相談
問　県警本部☎#9110
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▶火災件数は、前年より 1件、建
物焼損床面積は 2,026㎡、損害
額は 80,615千円、負傷者数は
7人それぞれ減少しましたが、
死者が 1人増加しました。

▶普段から火の取扱いには十分に
注意しましょう。

▶前年に比べ人身事故件数、負傷者数は減少しましたが、死者数は増加しました。
▶死者29人中、19人が 65歳以上の高齢者（65.5%）でした。
▶死亡事故で最も多かったのは、車対人の事故でした。

▶前年に比べ負傷者数は減少しましたが、
人身事故件数、死者数は増加しました。

▶死者4人中すべてが、65歳以上の
　高齢者でした。
▶死亡事故で最も多かったのは、
　道路横断中の事故でした。

▶運転者も歩行者も、心と時間にゆとりを持ち、交通マナーを守りましょう。
▶全席シートベルト・チャイルドシートを必ず着用し、スピードは控えめにしましょう。
▶横断歩道は歩行者優先です。ドライバーは、横断歩道を横断する

（しようとする）歩行者がいたら、手前で一時停止しましょう。

■市内の交通事故（速報値）
区　分 人身事故件数 死者 負傷者

令和3年 325件(1,971) 4人(29) 359人(2,269)
令和2年 322件 2人 376人
増　減 ＋3件 ＋2人 △17人

火災統計表 主な出火原因
件数 26件 配線器具 4件
焼損床面積 896㎡ 電気機器 3件
損害額 30,625千円 たばこ

各2件
死者 2人

電灯・電話等の配線

放火

負傷者 2人
焼却火の不始末
金属と金属との衝撃火花

県内の特徴

市内の特徴

事故を起こさない、事故に遭わないために

市内の火災

市内の救急・救助
▶救急の出動件数・搬送人員は前年より

それぞれ 343件、284人増加しました。
▶救急事故には、高齢者の転倒や乳幼児

の誤えんなど、未然に防げる事故もあり
ます。消防本部では、各種救命講習を開
催しています。万が一の事態に
備え、応急手当を学びましょう。

▶救助の出動件数・救助人員は前
年よりそれぞれ 1件、1人減少しました。

救急
出動件数 6,849件

搬送人員 6,373人

出
動
内
容

急病 4,456件

一般負傷 1,283件

交通事故 355件

上記以外 755件

救助
出動件数 68件

救助人員 37人

交通事故 32件

建物事故 18件

その他事故 8件

上記以外 10件

■市内の救急・救助件数と内容

令和３年の交通事故 問　地域安全課☎20-1342

問　消防本部予防課☎22-3132、
　　　　　　 警防課☎22-3133火災と救急・救助

令和3年の

■市内の火災件数と内容

救命講習

問　市消費生活センター☎20-1522

　大手通信会社から「光回線をアナログ回線に戻せば、料金が
安くなる」と電話勧誘があった。インターネットはあまり使わない
のでアナログ回線に戻したいが、どこに注意したらよいか。

アナログ回線に戻せば、
電話料金が安くなると言われたけど…

　大手通信会社とは実際には関係のない事業者が勧誘している
場合があります。手続き代行やオプションサービス料金として
高額な請求をうけることがあるため、事業者名と契約内容をし
っかり確認しましょう。アナログ回線に戻す申し込
みは、個人でも可能です。必要な場合は、大手通信
会社に問合せましょう。

▲国民生活センター

◎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

※令和3年の（）内の数値は県内全体の数値（速報値）



　蔵書点検のため
　戸出・福岡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　戸出図書館…2月16日㈬～21日㈪
　福岡図書館…2月22日㈫～27日㈰
問　戸出図書館☎63-1254、福岡図書

館☎64-1034

お知らせ INFORMATION
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　ATMでお金が返ってくる話は詐欺！
　還付金詐欺に注意しましょう

昨年、県内では「還付金詐欺」の被害
が多発しました。市役所などの職員を
名乗り「払い過ぎた保険料を還付しま
す」「いますぐ ATM へ行って手続き
を」などと電話をかけてきますが、市
役所や金融機関からは、このような電
話はかけません。
詐欺被害を防ぐには…
▪いったん電話を切り、まずは警察へ
　相談【警察相談専用電話＃9110】
▪自治体や金融機関に直接確認
▪留守番電話やナンバーディスプレイ

の活用（知らない人や知らない番号、
非通知番号には出ない）、通話録音
装置の設置など、電話対策

▪携帯電話で通話しながら ATM を操
作する人を見かけたら声掛け

問　地域安全課☎20-1342、消費生
活センター☎20-1522、県警察本部
生活安全企画課☎076-441-2211

　B1勉強カフェ
　ドロップイン半額キャンペーン
勉強カフェのドロップイン（非会員の
利用）が半額でご利用いただけます。
▪1時間毎550円→275円（税込）
▪終日3,300円→1,650円（税込）
時　2月1日㈫～28日㈪
※高校生以下はご利用できません。
申　直接か電話、ＥメールでB1勉強カフェ
（〒933-0021高岡市下関町
6-1高岡駅地下街 Eメール benkyo-
cafe@curuntakaoka.com）へ。

所 問　B1勉強カフェ
　☎50-8266

暮　ら　し

▲B1勉強カフェ 
        ＨＰ

市に収集を依頼する
直接持ち込むことができない場合は、戸別に収集を申し込んでください。
▶ごみの量の確認や収集日程の調整が必要ですので、事前に環境サービス課

☎22-2144 に予約してください。
▶ごみは分別して玄関先や車庫などに出してください。
▶依頼が集中した場合など、希望日に収集できないことがあります。
￥　ごみの量1㎥までごとに 3,500円
　　（特別な処理を要するものは 1個につき 100円か 300円加算）

大きな家具や、ごみ集積所に出せないような大量の引越しごみは、下記の方法で処
分するか、民間のごみ処理許可事業者に依頼してください。

引越しなどで
大量のごみを処分するときは
問　環境サービス課☎22-2144

「家庭系ごみの分け方と出し方」
を引き続きご利用ください

現在、国でプラごみの分別基準が検討されており、その
結果に応じ、市の分別方法を見直す予定です（開始時
期含め詳細は検討中）。このため、2020年3月に各世帯
に配布した「家庭系ごみの分け方と出し方（2020年4月
～2022年3月）」を、当面の間、引き続きご利用ください。
新しい「ごみの分け方と出し方」は、分別の詳細が決ま
り次第、速やかに作成・配布しますので、市民の皆さまの
ご協力をお願いします。

自分でごみを持ち込む
ストックヤードへ直接持ち込んでください。
▶高岡市のごみ分別ルールに従い、事前に分別したうえで持ち込ん

でください（詳しくは市ホームページをご覧ください）
時　火～土曜日の午前8時30分～午後4時30分
　※祝日、年末年始は休み
所　高岡市ストックヤード
￥　ごみの重さ 10㎏までごとに 100円
　　（特別な処理を要するものは 1個につき 100円か 300円加算）

▲ごみの分別
　について

▲家庭系ごみの
　直接持ち込み

　について

　バラの講習会
内　春の剪定・薬剤散布・鉢バラの植え方
時　2月26日㈯午前9時30分
定　40人（申し込み順）
￥　無料
持　筆記用具
申　2月9日㈬午前10時から電話でお

とぎの森館へ。
所問　おとぎの森館☎28-6500

▲申し込みによる
戸別の収集

（臨時収集）

問　環境サービス課☎22-2144

2020年4月～2022年3月の



１００万回死んだねこ
覚え違いタイトル集
福井県立図書館編著　講談社
図書館では、利用者の方が本
を探す際、質問されることがよく
あります。お探しの本を見つけるのは、図書
館の大事な業務のひとつです。この本には、
福井県立図書館で実際にあった、「うろ覚え
のタイトル」、「大まかなニュアンスで覚えた本
の内容」や「勘違いされていた作者名」など、
『覚え違い』を紹介しています。全然間違っ
ていても大丈夫。気軽におたずねください。
日本史に学ぶ　リーダーが嫌になった時に読む本
加来耕三著　クロスメディア・パブリッシング
ウスビ・サコの「まだ、空気読めません」
ウスビ・サコ著　世界思想社
正しく怖がるフィッシング詐欺
大角祐介著　オーム社
世にも美しい三字熟語
西角けい子著　ダイヤモンド社
表現力を磨く　よくわかる「写真俳句」　上達のポイント
森村誠一作品協力　中村廣幸監修
メイツユニバーサルコンテンツ
図解でわかる１４歳からの宇宙活動計画
インフォビジュアル研究所著　太田出版
お札で学ぶ　キャッシュレス時代とお札の未来
中島真志著　くもん出版
◇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

2月の納税 2月28日㈪まで

 ○固定資産税（第4期）
 ○国民健康保険税（第8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
12月末まで
の交通事故 325件 4人 359人

前年同期と
の比較 +3件 +2人 －17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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　市ホームページに
　広告を掲載しませんか
トップページに広告を掲載できます（PC
版、スマホ版両方。令和3年度中のアク
セス件数は月間約6万5,000件）
サイズ　縦60×横120ピクセル
定　12枠
￥　1枠2万円/月
※複数月掲載割引あり（最大2割引き）
申　広告掲載希望月の前々月末日まで、

電子申請か直接、郵送で、申込書を秘
書課広報広聴室（〒933-8601高岡市
広小路7-50）へ。

※4月からの掲載は2月28日㈪まで
※申込書はホームページで入手可
問　秘書課広報広聴室☎20-1331

　雑誌スポンサーになりませんか
雑誌の最新号カ
バーとラックに、
スポンサー 名と
広告を掲載するこ
とで、年間延べ29
万人の来館者にPRできます。
※対象雑誌は、図書館が作

成したリストから選択して
ください。

広告表示期間　4月～令和5年3月
対　企業・商店・団体など
￥　雑誌の年間購読料
申　直接か電話、郵送、ファクス、Eメー

ルで、申込書を中央図書館（〒933-
0023高岡市末広町1-7ウイング・ウイ
ング高岡内 FAX 20-1819 Eメール t-chuo@
city.takaoka.lg.jp）へ。

※申込書はホームページで入手可
所問　中央図書館☎20-1566

　勤労者福祉サービスセンターの
　会員になりませんか
内　■慶弔給付金の支給■各種チケット

の割引・宿泊助成■イベント・講座・教
室の開催■テーマパークの割引・助成

※他にも人間ドック利用助成や会員証
提示での各種割引など、幅広いサー
ビスを提供しています。

対　市内の企業・商店・病院などで働く
勤労者と事業主（事業所単位で加入）

※パートや臨時勤務の人も加入可
￥　■入会金…200円/人■会費…月額

600円/人
※会費の1/2以上は事業主が負担
問 　勤労者福祉サービスセンター☎

28-1080、商業雇用課☎20-1297

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。

▲市ＨＰ

▲市ＨＰ

　高岡市学生寮入寮生を募集します（第２回）

所　東京都小金井市東町1-3-16
￥　■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）
対　高岡市出身で、東京

都とその周辺の4年制
以上の大学・大学院の
入学内定者（見込者）
か在学者（夜間部を除く）

定　男女各5人程度
選考手数料　5,000円
面接　3月12日㈯（市役所本庁舎）
※選考結果は同日発表予定
申　2月14日㈪～3月3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

　市有地を購入しませんか
市有地の一般競争入札を行います。

地目 住所 面積(㎡) 最低
売却価格

① 宅地 二上字院内500-21  154.22 70万円

② 宅地 二上字院内
500-25外1筆 126.56 50万円

③ 雑種地 福岡町大滝
1385-1外3筆 3,355 960万円

④ 雑種地 荒屋敷406-1 482 490万円

⑤ 宅地 伏木矢田412-3 166.43 100万円

⑥ 宅地
清水町1-505-4

（旧消防団博労分団）
※建物解体条件付き

302.79
非公表

（土地価格ー
建物解体費）

※⑥は建物解体条件付きの土地のため、
購入者が建物を解体します。入札価
格は、土地価格から建物解体費を差
し引いた価格です。

申　2月1日㈫～10日㈭に管財契約課で必
要書類を受け取り、①～⑤は2月15日㈫、
⑥は3月2日㈬まで、直接管財契約課へ。

問　管財契約課☎20-1253

　体験農園（福岡生きがい農園）利用者

時　4月1日㈮～令和5年3月31日㈮
対　農業者以外の人
定　17区画（抽選）
￥　1区画3,000円（年間）
申　2月28日㈪まで申請書を直接か郵

送で地域振興交流課（〒939-0192高
岡市福岡町大滝12）へ。

※申請書は市ホームページで入手可
問　地域振興交流課☎64-1427

募　　　集

▲市ＨＰ

▲市HP


