
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。最新の状況は市ホー
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。
▶催しなどに参加する際は、マスクの

着用など感染防止対策を徹底しまし
ょう。

Attention

　マイナンバーカードの臨時窓口

◇電子証明書の更新・暗証番号の再設定
時　2月5日㈮午後7時まで
所　市民課
持　マイナンバーカード、本人確認書類
（運転免許証、保険証など）

◇マイナンバーカードの申請・受け取り
時　2月28日㈰午前9時～午後1時
所　市民課、市民生活課（福岡庁舎）、

伏木・戸出・中田支所

■いずれも、問　市民課☎20-1337

　休日・夜間納税相談窓口
時　■夜間…2月25日㈭午後7時30分

まで■休日…28日㈰午前9時～午後1時
所問　納税課☎20-1277

　外国人のための防災訓練
身近な事故への対処法や、大規模災害
時の対応を学びます。
時　2月28日㈰午前10時～正午
所　高岡消防署
対　市内か近隣地域に住む外国人
申　2月22日㈪まで、電話かEメールで、

氏名・電話番号・出身国を、
市国際交流協会

（ Eメール k o k u s a i @
p1.tcnet.ne.jp）へ。
問　市国際交流協会☎27-1856、多文

化共生室☎20-1236

　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、
市民生活課（福岡庁舎）
☎64-1431

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。
申　2月15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、花と緑の課へ（受付時間は午前9
時～午後4時）
問　花と緑の課☎20-1416

　市民企画講座
　女性たちによる無料相談会
誰にどこに相談したら良いのかわからな
い、そんなときは気軽にご相談ください。
ケアマネージャー・作業療法士・女性相
談員・社会福祉士・精神保健福祉士など、
女性の専門職が個別に相談にのります。
お子さん連れでも相談できます（申込不
要・秘密厳守）
時　2月21日㈰午後1時30分～午後4時
（受け付けは午後3時30分まで）
定　10人（先着順）
所問　男女平等推進センター☎20-1810

　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
申　各消防署
問　消防本部警防課☎22-3133

　市民大学たかおか学遊塾
　市民教授になりませんか
楽しい講座を企画して、市民教授になっ
てみませんか。講座初心者も大歓迎です。
申　2月8日㈪まで、講座企画書を直接、

学遊塾（生涯学習センター
3階）へ。

※午後2時以降にお越しくだ
さい。個別に応談します。

※講座企画書は、生涯学習センターや
ホームページで入手可
問　学遊塾☎22-4252、生涯学習・文

化財課☎20-1312

　高岡市学生寮（東京都小金井市）入寮生

￥　■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　次の①②を満たす人
　①東京都とその周辺の4年制以上の大

学・大学院の進学予定者か在学者（夜
間部を除く）②保護者が高岡市在住
定　男女各5人程度
選考手数料　5,000円
面接　3月6日㈯（市役所本庁舎）
申　2月26日㈮まで、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。

※申込書はホームページで入手可

問　教育総務課☎20-1445

　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
宅地 二上字院内500-21  154.22 70万円

宅地 二上字院内
500-25外1筆 126.56 50万円

宅地 福岡町福岡新
650-１ 272.90 340万円

雑種地 荒屋敷397-2 550 570万円

雑種地 荒屋敷406-1 482 500万円

宅地 伏木矢田412-3 166.43 100万円

申　2月1日㈪～12日㈮に管財契約課
で必要書類を受け取り、2月15日㈪ま
で、直接管財契約課へ。
問　管財契約課☎20-1253

暮　ら　し

※申請について
　・郵送やインターネットでも行えます。
　・出来上がるまで、2カ月程度かかります。
※受け取りについて
　・本人が窓口にお越しいただく必要があります。
　・受取場所や必要書類は、個人番号カード交付通

知書で確認してください。

申請方法

高岡市
学生寮

市民教授

募　　　集
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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18日㈭・25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
2月17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26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

※8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・行政相談・消費生活相談
▶2月9日㈫/市役所7階、福岡健康福祉
センター（消費生活相談なし）▶10日㈬/
中田コミュニティセンター（行政相談なし）
▶15日㈪/伏木コミュニティセンター（人
権相談なし）▶19日㈮/福岡健康福祉セ
ンター（消費生活相談のみ）、戸出コミュニ
ティセンター（行政相談のみ）▶26日㈮/
ふれあい福祉センター（人権相談なし）▶
3月4日㈭/戸出コミュニティセンター（行
政相談なし）
※いずれも、13時30分～16時（消費生

活相談は15時30分）
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
◇相続登記・遺言・後見相談会
2月6日㈯10時～15時/ウイング・ウイン
グ高岡5階
申　県司法書士会☎076-445-1620
（要予約）
問　県司法書士会高岡支部☎28-2707
◇行政書士相談
2月10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
2月18日㈭13時30分～16時/市役所8階
 問　県社会保険労務士会☎076-441-0432
◇税理士の税務相談
▶2月18日㈭13時～16時/定員6人（12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　北陸税理士会高岡支部（商工ビル）
申問　北陸税理士会富山県連事務局　

☎076-422-4034
◇特殊詐欺など身近な相談
問　県警本部☎#9110

▶火災件数と死者数は、前年より
それぞれ 14件と 1人減少しまし
たが、建物焼損床面積は 1,714
㎡、損害額は 67,691千円、負
傷者数は 1人増加しています。

▶普段から火の取扱いには十分に
注意しましょう。

▶死者数・人身事故件数・負傷者数ともに前年より減少しました。
▶死者数は 26人で、統計がある昭和20年以降最少でした（前年比8人減）
▶死者のうち 65歳以上の高齢者は 22人で、全体の 84.6％と高い比率でした。

▶死者数・人身事故件数・負傷者数ともに前
年より減少しました（右図参照）

▶死者数は 2人で、統計がある昭和27年以
降最少でした（前年比6人減）

▶死亡事故2件はいずれも車が歩行者をはねる事故で、死者は高齢者でした。

▶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
令和元年 433件 8人 503人
令和２年 321件 2人 375人
増　減 △112件 △6人 △128人

火災統計表 主な出火原因
件数 27件 電灯・電話等の配線

各5件
焼損床面積 2,922㎡ 放火
損害額 111,240千円 たばこ

各2件
死者 1人 こんろ

負傷者 9人
ストーブ
火のついたゴミ

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 535件、546人減少しました。
▶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、応急手当てを学びましょう。

▶救助の出動件数は前年より 8
件増加、救助人員は前年と同数でした。

救急
出動件数 6,506件

搬送人員 6,089人

出
動
内
容

急病 4,196件

一般負傷 1,152件

交通事故 389件

上記以外 769件

救助
出動件数 69件

救助人員 38人

交通事故 25件

建物事故 20件

その他事故 14件

上記以外 10件

■市内の救急・救助件数と内容

申請のお忘れはありませんか？
対　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変す

るなどして、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準
となった世帯（児童扶養手当の資格要件を満たす世帯）

給付額　1世帯5万円、第2子以降は1人につき3万円（支給済みの人は対象外）
申　2月26日㈮（郵送の場合は必着）まで、直接か郵送で、申請書と必要書類

を、子ども・子育て課（〒933-8601高岡市広小路7-50）へ。
※申請書は子ども・子育て課か市ホームページで入手可
問　子ども・子育て課☎20-1381

申請方法

令和2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2年の

■市内の火災件数と内容

救命講習
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お知らせ INFORMATION
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　SDGsゲーム型ワークショップ
SDGs（2030年までの国際社会全体の
17の持続可能な開発目標）の世界を、カ
ードゲームで体感できます。
時　2月27日㈯午後1時

30分～午後4時30分
所　市役所8階802会議室
定　50人（抽選）
申　2月12日㈮まで、直接か郵送、ファク

ス、Eメールで、申込書を都市経営課（〒
933-8601高岡市広小路7-50 FAX 20-
1670 Eメールkeiei@city.takaoka.lg.jp）へ。

※申込書はホームページで入手可
問　都市経営課☎20-1226

　とやま呉西圏域 企業向けセミナー
テーマ　働き方改革　認定制度による

企業イメージの向上
時　2月16日㈫午後2時

～午後3時40分
所　生涯学習センター
対　企業の人事、採用担当者など
定　200人（申し込み順）
申　電子申請かファクスで、商業雇用課
（ FAX 20-1496）へ。

※申込書はホームページで入手可
問　商業雇用課☎20-1297
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学　　　ぶ

県西部地域の企業が参加
する合同就職面接会です。
時　2月18日㈭午後2時～
　午後4時
所　御旅屋セリオ5F ホールB
対　就職・転職希望者
問　高岡公共職業安定所☎21-1515

今年はWEB（Zoom）で実施します。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2日㈫～5日㈮の

午前10時～午後6時
対　令和4年新卒者、既卒者、転職希望者
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、織田幸銅器、北陸化成工業所、
市役所■Bコース…サニーライブホー
ルディングス、アスイコ、マスオカ、広
上製作所、市役所■Cコース…大越仏
壇、旭東機械製作所、BBSジャパン、
山本建成工業、市役所
時　3月9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10人（申し込み順）
申　2月19日㈮まで、ファクスで申込

書を高岡商工会議所
（ FAX 22-6792）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

　 　

問　商業雇用課☎20-1297

　とやま呉西圏域 起業・創業セミナー

◇”やりたい”を仕事にするには
内　講演、パネルディスカッション
時　2月28日㈰午前10時～正午
所　ホテルニューオータニ高岡
対　創業を考えている人、　

創業して間もない人など
定　40人（オンライン参加も可）
申　直接か郵送、ファクス、Eメールで、

産業企画課（〒933-8601高岡市広小
路7-50 FAX 20-1287 Eメール sangyo@city.
takaoka.lg.jp）へ。
問　産業企画課☎20-1395

　中小企業大学校
　次世代トップリーダー養成講座
経営者・経営幹部になる前に知っておき
たい経営のあり方や心構えを学びます。
時　3月19日㈮午後1時20分～午後7時30

分、20日㈯午前9時30分～午後4時40分
所　ホテルニューオータニ高岡
対　経営者、経営幹部、経営後継者など
定　15人（申し込み順）
￥　2万2,000円
申　ホームページかファクスで、

申込書を中小企業大学校金
沢キャンパス（ FAX 076-223-5762）へ。

※申込書は産業企画課やホームページ
などで入手可
問　産業企画課☎20-1395

　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2年度中のアク
セス件数は月間約5万件）
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、申込書を広
報情報課（〒933-8601高岡市広小路
7-50）へ。

※4月からの掲載は2月26日㈮まで
※申込書はホームページで入手可
問　広報情報課☎20-1238

　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47万人の来館者に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4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

募　　　集

雑誌
スポンサー

市HPのバナー広告
（電子申請）

SDGsゲーム型
ワークショップ

起業・創業
セミナー

中小機構
HP

企業説明・
面接会

WEB企業
説明会

高岡企業
見学バスツアー

企業向けセミナー



Seven Stories
星が流れた夜の車窓から
糸井重里、井上荒野、恩田陸、川上弘美、
小山薫堂、桜木紫乃、三浦しをん著
文藝春秋
さまざまな想いを胸
に秘め旅に出る人
びと。カタタン、カタタ
ン。「ななつ星」はそ
んな想いを乗せ、明
日に向かってレール
を走ります。７人の
作家が、豪華寝台
列車「ななつ星」を
舞台にストーリーをつづります。
旅する神々
神崎宣武著　ＫＡＤＯＫＡＷＡ
イチバン親切なラッピングの教科書
宮田真由美著　新星出版社
のどを鍛えて誤

ご え ん

嚥性肺炎を防ぐ！
嚥
え ん げ

下トレーニング
１日５分で「飲みこみ力」に差がつく！
浦長瀬昌宏著　メイツユニバーサルコンテンツ
あおり運転
被害者、加害者にならないためのパーフェクトガイド
菰田潔著　彩流社

「弱さ」を「強さ」に変えるポジティブラ
ーニング
松岡修造著　文藝春秋
言葉が思いつかない人のための

「語
ご い

彙トレ５５」
近藤勝重著　大和出版
憲法の子
親から子へとつなぐ自由と希望の礎
中谷彰吾著　あおきてつお作画　自由国民社

◇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

納税 Tax

2月の納税 3月1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

11　たかおか市民と市政 2021.2.1

　課題のデザイン展
伝統産業界の13人が取り組んだ、課題
解決のためのデザイン製品を展示します。
時　2月18日㈭～3月23日㈫の午前10

時～午後6時（23日㈫は午後5時まで） 
定休日　水曜日
所　高岡地域地場産業センター（御旅

屋セリオ2階）
問　デザイン・工芸センター☎62-0520

　里山交流イベント 味噌・ストラップづくり

内　味噌づくり（5㎏か10㎏か選択）、ス
トラップづくり
時　2月21日㈰午前9時30分～正午
（雨天決行、昼食なし）
定　20人（抽選、当選者に案内送付）
￥　①中学生以上1,000円②小学生

700円③未就学児500円
※味噌づくりは、別途材料費2,500円（5

㎏）か4,800円（10㎏）
持　味噌づくりは5ℓか10ℓの桶
申　2月13日㈯まで、直接か郵送、Eメー

ルで、住所・氏名・電話番号・区分（①②
③）・味噌の数量を、里山交流センター

（〒933-0968高岡市国吉1324-1 Eメール
satoyama@p2.tcnet.ne.jp）へ。
所問　里山交流センター☎31-6617

　GEIBUN12
◇富山大学芸術文化学部・大学院芸術文

化学研究科  卒業・修了研究制作展

美術、工芸、デザイン、建築、キュレーショ
ンなどの多様な作品・論文約120点を、今
年は二会場で展示します（入場無料）
時　2月27日㈯～3月7日㈰の午前9時30

分～午後5時（入館は午後4時30分まで）
所問　美術館（月曜休館）☎20-1177、

富山大学芸術文化学部（高岡キャン
パス）☎25-9139

　高岡古文書ボランティア
時　2月20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　2月16日㈫午前9時から、電話で、

住所・氏名・電話番号を、博物館へ。
所問　博物館☎20-1572

　フードドライブを開催します
家庭で不要となった食品を集め、食べ物
を必要としている団体などに提供します。
対　以下の条件をすべて満たす食品
　❶賞味期限まで1カ月以上ある❷未開

封で包装が破損していない❸常温で
保存できる❹日本語で説明されている
時　2月24日㈬・25日㈭の午前9時～

午後4時30分
所　市役所本庁舎1階特設ブース、環

境サービス課、市民生活課（福岡庁
舎）、伏木・戸出・中田支所
問　地域安全課☎20-1353、環境サー

ビス課☎22-2144

　街角クラシック in Little Wing

◇スペインの情熱とロマン溢れる名曲の
数々～クラシックギターとピアノ
のための大作を集めて～

出演　神保 侑典さん（ギター）、　
　　村上 笑吏さん（ピアノ）
時　2月14日㈰午後2時開演
所　生涯学習センター
定　入場制限あり（先着順）
￥　1,000円（小学生以下無料）
持　マスクなどの咳エチケット対策物
問　文化振興事業団☎20-1560

　わろんがのイベント
◇企画展「大人のぬり絵展」
時　2月4日㈭～26日㈮の午前10時～

午後6時
◇ワークショップ
　「スタンプでグリーティングカード作り」
時　2月6日㈯午前10時30分～正午
定　10人（申し込み順）
￥　500円
申　電話で住所・氏名・電話

番号を、末広開発㈱へ。
■いずれも、所　わろんが（水曜定休）
問　わろんが☎21-6300、末広開発㈱

☎20-0555、商業雇用課☎20-1289

　博物館・館蔵品展「昔の道具とくらし」

時　2月6日㈯～7月11日㈰の午前9時
～午後5時（入館は午後4時30分まで）

休館日　月曜日（祝日
の場合は翌平日）
所問　博物館
　☎20-1572

催　　　し

神保 侑典さん

村上 笑吏さん

フミグルマを踏み
田に水を入れる（大正期）▶

グッドデザイン賞2020審査
委員長・安次富隆さん監修
のもと、リモートでの講評など
を経ながら取り組みました▶


