
お知らせ
I N F O R M A T I O N

危険物取扱者試験
▶とき・内容　■平成30年2月3日㈯

の午後…甲種、乙種第1・2・3・5
・6類、丙種■平成30年2月4日㈰の
午前、午後…乙種第4類

▶ところ　高岡商工ビル
▶申込　12月6日㈬～15日㈮に、消

防試験研究センター富山県支部☎
076-491-5565へ。

※願書は、各消防署にあります。
▶問合先　消防本部予防課☎22-3132

道の駅万葉の里高岡
道路情報コーナー開館時間の変更

▶変更後時間　午前9時～午後9時
※道路交通情報はこれまでどおり24

時間ご覧いただけます。また、トイ
レ・駐車場・公衆電話も、これまで
どおり24時間利用できます。

▶問合先　都市計画課☎20-1411

冬期間の新高岡駅の駐車場
　降雪などで新高岡駅立体駐車場の屋
上を閉鎖する場合があります。なるべ
く送迎や公共交通機関を利用し、時間
に余裕をもってお越しください。
※駐車場の空き状況・

閉鎖情報は、パソコ
ンやスマートフォン
などでいつでも確認
できます。

※新幹線に乗車する場
合は、高岡駅に隣接する高岡中央駐
車場の駐車料金が7日間まで無料に
なります。駐車券を忘れずに、新高
岡駅改札内の認証機に通してくださ
い。

▶問合先　都市計画課☎20-1411

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の助
成をしています。今回は若
獅子会、御印祭実行委員会が宝くじ助
成金で祭道具を整備しました。
▶問合先　都市経営課☎20-1101

コンビニ交付サービスの休止
　戸籍総合システム更改のため休止し
ます。
▶休止期間　12月22日㈮午後7時～
　25日㈪午前9時
▶問合先　市民課☎20-1338

給与支払報告書の提出は
便利なeLTAXで

▶eLTAX（地方税ポータルシステム）
のメリット

①手続きが自宅やオフィスでできる
②複数の提出先への申告が一括で処理

できる(税務署への提出分もできます)
③申告書が簡単に作成できる
▶eLTAX利用に必要なもの
①動作環境の整備されたパソコン
②Eメールアドレス
③電子証明書
※基準年（前々年）の給与所得の源泉

徴収票の提出枚数が1,000枚以上の
場合、eLTAXか光ディスクなどで提
出することが義務付けられています。

※平成29年度より、従業員や被扶養
者のマイナンバーの記載が必要です。

※詳しくは、eLTAXホームページをご
覧ください。

▶問合先　地方税電子化協議会☎0570-
081459、☎03-5500-7010、市民税
課☎20-1261

新成人の集いの招待状
届いていますか

　新成人の集いは、平成30年1月7日
㈰に、市内12会場で行われます。当
日、会場に入場する際に、招待状が必
要です。届いていない場合は、お問い
合わせください。
▶対象　平成9年4月2日～平成10年4

月1日に生まれた人
▶問合先　生涯学習・文化財課
　☎20-1454

歳末消防特別警戒
　歳末は慌ただしい時期です。火の元
には十分気を付けましょう。
▶問合先　消防本部警防課☎22-3133

花や緑のお困りごとはありませんか
▶とき　12月16日㈯午前10時～午後3時
▶ところ　おとぎの森館
▶問合先　花と緑の課☎20-1417

臨時納税相談窓口の開設
▶夜間窓口　12月19日㈫・21日㈭の

午後7時30分まで
▶休日窓口　12月24日㈰の午前9時

～午後5時
▶ところ　市役所本庁舎
▶問合先　納税課☎20-1277
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「火災保険を利用することで、屋根の修理が無料でできる」
という広告を見ましたが、本当ですか。

火災保険の目的は、自然災害で発生した損害を補てんするも
のです。修理をしても費用が必ず保険で賄われるとは限りま
せん。分からない場合は、契約する前に保険会社等に相談し
ましょう。住宅修理をする場合は、数社から見積もりをもら
うなど、よく検討し、契約内容などを確認してから契約しま
しょう。

「火災保険が使える」という
住宅修理サービスに注意！

問合先　市消費生活センター（共創まちづくり課内）☎20-1522

暮 ら し

真心のこもった
窓口を目指して
　職員の接遇能力の向上のため、10月2日～10日、
窓口アンケート調査を行いました。ご協力いただき
ありがとうございました。
　いただいたご意見やご提案に基づき、職員一人ひ
とりが丁寧で分かりやすい説明、正確で迅速な手続
き、親切で真心のこもった窓口対応に努めていきま
す。
▶回答者数　174人(男性60人、女性92人、不明22人)
▶問合先　人事課☎20-1235

駐車場空き状況・
閉鎖情報QRコード

詳しくは 高岡市　さわやか窓口月間
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下記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。

●弁護士法律相談
12月14日㈭・21日㈭・28日㈭の1時30
分～4時30分/市役所7階/定員各6人
※電話での申し込み順。初めての人のみ
▷申込・問合先　共創まちづくり課
※各相談日の前日8時30分から予約受け付け
●多重債務弁護士相談
12月20日㈬1時30分～3時/市役所7
階/定員3人
▷申込・問合先　共創まちづくり課
●女性弁護士の法律相談
12月22日㈮2時～4時/定員4人
※電話での申し込み順。初めての人のみ
▷ところ・申込・問合先　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
分から予約受付）

●人権相談・行政相談・消費生活相談
12月11日㈪/中田コミュニティセンター

（行政相談なし）
12日㈫/市役所8階、福岡健康福祉セン
ター（消費生活相談なし）
15日㈮/戸出コミュニティセンター（行
政相談のみ）/福岡健康福祉センター

（消費生活相談のみ）
18日㈪/伏木コミュニティセンター（人
権相談なし）
22日㈮/ふれあい福祉センター（人権相
談なし）
1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、1時30分～4時（消費生活

相談は3時30分）
▷問合先　共創まちづくり課
●消費生活相談
月～金曜日（祝日は除く）の9時～5時
▷ところ・問合先　共創まちづくり課
　☎20-1522、28-1141
●司法書士・行政書士の合同法律相談
12月20日㈬1時～3時/市役所8階
▷問合先　県司法書士会高岡支部☎

22-5511、県行政書士会高岡支部☎
27-3700

●社会保険労務士の労働相談
12月21日㈭1時30分～4時/市役所8階
▷問合先　県社会保険労務士会
　☎076-441-0432
●税理士の税務相談
12月21日㈭1時～4時/定員6人（申し
込み順）
▷ところ・申込・問合先　北陸税理士会

高岡支部（商工ビル）☎076-422-
4034（14日㈭9時から予約受け付け）

●労働相談
12月12日㈫（労働雇用相談員）、19日㈫

（弁護士）
※いずれも1時30分～3時30分/市役

所8階
※1週間前までに要予約
▷申込・問合先　労働相談ダイヤル
　☎076-444-9000

相談案内 Consultation

募 　 集使用済み年賀はがきを回収します
　循環型社会の形成に向けて、毎年使
用済み年賀はがきを回収しています。
回収したはがきは市内の紙パルプ工場
にてリサイクルし、子どもたちの環境
学習に役立てます。
▶とき　12月15日㈮～平成30年3月

30日㈮
▶ところ　市役所1階ロビー
※フィルムや写真を貼ったはがきは出

さないでください。
▶問合先　環境政策室☎20-1352

福岡地域審議会委員を公募します
▶対象　福岡地域に住むか勤務する

20歳以上の人（若干名募集）
▶任期　平成30年3月から2年間
▶応募・問合先　平成30年1月10日㈬

まで、郵便かファクス、Eメールで、住
所・氏名・年齢・性別・職業・電話
番号・応募の動機（400字程度）を添
えて、地域振興課（〒939-0192高岡
市福岡町大滝12、FAX64-5344、Eメ
ールf-chiki@city.takaoka.lg.jp）☎64-
1422へ。

※動機、地区、年齢などを考慮し選考。

家持にちなんだ俳句を募集します
　応募作品は氏名を添えて、市ホーム
ページに約1カ月間掲載します。
▶応募作品　1人3句まで（本人が創

作した未発表作品に限る）※大伴家
持が歌に詠んだ自然、情景なども可

▶応募・問合先　平成30年1月31日
㈬（消印有効）まで、応募用紙かは
がきに、作品（ふりがな）・住所・
氏名・電話番号を記入し、生涯学習
・文化財課☎20-1802へ。

※応募用紙は市ホームページから入手
できます。

荻布奨学生を募集します
▶対象　次の2つの条件を満たす人
①来年度に高校・高等専門学校に進学

を希望しているか、現在在学してい
る人で、成績優秀で経済的理由によ
り修学困難な人

②本人か家族が、市内に住んでいる人
※他の奨学金との併給不可
▶奨学金支給額　8,000円（月額）
▶申込・問合先　12月22日㈮まで、

在学校を通じ、教育委員会総務課☎
20-1443へ。

公共施設再編計画（素案）への
意見を募集します

▶閲覧期間　12月5日㈫～25日㈪
▶閲覧場所　情報公開窓口、人事課、

地域振興課（福岡庁舎）、伏木・戸
出・中田支所、市ホームページ

▶提出・問合先　12月25日㈪まで、
所定の様式を、直接か郵送、ファク
ス、Ｅメールで経営管理室（〒933-
8601高岡市広小路7-50、FAX20-
1699、Eメールjinji@city.takaoka.
lg.jp）☎20-1228へ。

※様式は市ホームページから入手でき
ます。

環境基本計画（案）への
意見を募集します

▶閲覧期間　12月5日㈫～22日㈮
▶閲覧場所　情報公開窓口、地域安全

課、地域振興課（福岡庁舎）、伏木
・戸出・中田支所、市ホームページ

▶提出・問合先　12月22日㈮まで、
所定の様式を、直接か郵送、ファク
ス、Ｅメールで環境政策室（〒933-
8601高岡市広小路7-50、FAX20-
1666、Eメールkansei@city.takaoka.
lg.jp）☎20-1352へ。

※様式は市ホームページから入手でき
ます。

住宅マスタープラン（素案）への
意見を募集します

▶閲覧期間　12月5日㈫～25日㈪
▶閲覧場所　情報公開窓口、建築住宅

課、市ホームページ
▶提出・問合先　12月25日㈪まで、

所定の様式を、直接か郵送、ファク
ス、Eメールで建築住宅課（〒933-
8601高岡市広小路7-50、FAX30-
7294、Eメールkenju@city.takaoka.
lg.jp）☎30-7291へ。

※様式は市ホームページから入手でき
ます。



わろんがの企画展
正月の仕度展

▶とき　12月14日㈭～平成30年1月
16日㈫の午前10時～午後6時

▶問合先　わろんが☎21-6300、商業
雇用課☎20-1289

古文書講座

　古文書から地元の歴史を学びます。
▶とき　12月15日㈮、平成30年1月

12日㈮・26日㈮、2月9日㈮の午前
10時～午前11時30分（全4回）

▶ところ　Uホール
▶定員　20人（申し込み順）
▶教材費　500円
▶申込・問合先　福岡歴史民俗資料館
　☎64-5602

高岡いいねフォトコンテスト作品展
　応募のあった中から、歴代のグラン
プリや高岡の冬をとらえた作品などを
展示します。
▶とき　12月5日㈫～22日㈮の午前8

時30分～午後5時(平日のみ)
▶ところ　市民病院
▶問合先　情報政策課☎20-1238

ストリートダンスイベント
ダンストレイン

▶とき　12月17日㈰正午
▶ところ　クルン高岡地下街
▶問合先　TSB商店会☎50-8868、商

業雇用課☎20-1289

コンサートピアノの演奏体験
　大ホールとスタインウェイによる最
高の練習室です。
▶とき　12月21日㈭～24日㈰の午前

9時30分～午後9時（21・24日は午
後5時30分まで）

▶定員　34枠（申し込み順）
▶参加料　1時間3,000円（2時間5,000

円）
▶ところ・申込・問合先　12月16日

㈯午前9時から、申込書を市民会館
☎20-1560へ（17日㈰から電話で
も申し込みできます）

たかまち・おでかけウォーク
スタンプ対象講座のお知らせ

①アレマー玉井の笑って健康教室
▶とき　12月14日㈭午後1時30分
▶ところ　シルバーショップたかおか
▶定員　20人（申し込み順）
▶申込先　シルバー人材センター
②動きやすい体づくり
　おなかスッキリ姿勢美人
▶とき　12月19日㈫午後2時～午後2

時40分
▶ところ　クルン高岡B1ステージ
■問合先　①シルバー人材センター☎

20-1650、②商業雇用課☎20-1289

正月特別展示
　万葉かるた、越中万葉かるた屏風な
どを展示します。万葉集を通して正月
の雰囲気を味わってください。
▶とき　平成30年1月22日㈪までの

午前9時～午後5時
▶休館日　火曜日
▶ところ・問合先　万葉歴史館
　☎44-5511

芸文ギャラリー企画展
◇デ情のグラフィック展
▶とき　12月12日㈫まで
◇建築デザイン・建築設計展示
▶とき　12月14日㈭～26日㈫
■時間　午前11時～午後7時（最終日

は午後5時まで）
■定休日　水曜日
■問合先　芸文ギャラリー☎25-6078、

商業雇用課☎20-1289

クリエイティブ・たかおか
未来に輝く高岡市児童生徒作品展

　市内小・中・特別支援学校の児童・
生徒が制作した作品を展示します。ま
た、収蔵作品を楽しく鑑賞できるコレ
クション展示「わくわくアートツア
ー」もあわせて開催します。
▶とき　12月9日㈯～平成30年1月14

日㈰の午前9時30分～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
日）

▶ところ・問合先　美術館☎20-1177

ホリデーワークショップ
フォトフレームをつくろう

　ガラスのタイルやビーズなどを使っ
てキラキラのオリジナルフォトフレー
ムを作りませんか。
▶とき　12月23日㈯午前10時～正午
▶対象　小学生以上（小学生の場合は

保護者同伴）
▶参加費　700円／人（材料費・入館

料を含む）
▶定員　10組
▶持ち物　筆記用具、はさみ、カッタ

ー、色鉛筆かカラーペン
▶ところ・申込・問合先　12月20日

㈬まで、ミュゼふくおかカメラ館☎
64-0550へ。

秋を彩る・高岡ゆかりの漆器
　秋を感じさせるデザインにスポット
を当て、地元高岡にゆかりのある漆器
を中心に展示・紹介します。
▶とき　12月17日㈰までの午前9時

～午後5時（入館は午後4時30分ま
で）

▶休館日　月曜日
◇高岡古文書ボランティア
▶とき　12月16日㈯午後2時～午後3

時30分
■ところ・問合先　博物館☎20-1572

お知らせ INFORMATION

催 　 し

▲上）池野一成さんの作品「歩」
　下）前田達治さんの作品「海越しの

剣岳」
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●子どものための
  ニッポン手仕事図鑑
　未来に残していきた
い日本全国のさまざまな
手仕事と職人たちの思
いを写真とインタビュー
で紹介。高岡の伝統産
業や職人たちも掲載さ
れています。
　大牧圭吾監修　オークラ出版
●戦国おもてなし時代
　金子拓著　淡交社
●あなたのまわりのデータの不思議
　景山三平著　実教出版
●ストレスの脳科学
　予防のヒントが見えてくる
　田中正敏著　講談社
●和食のおさらい事典
　後藤加寿子著　光文社
●それ！獣医学のスペシャリストに
　聞いてみよう！
　日本獣医学会編　学窓社
●一〇五歳、死ねないのも困るのよ
　篠田桃紅著　幻冬舎
●ブックデザイナー
　スタジオ２４８編著　六耀社

◇読み終えた本を譲って下さい。
　高岡市に関する郷土資料や人気のあ
る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。

問合先　中田図書館☎36-0054

車上ねらいの被害が多発しています

平成２９年 交通事故状況（市内）
区　分 件 数 死 者 傷 者

10月末まで
の交通事故 536件 2人 633人

前年同期と
の比較 +13件 －7人 +24人

交通事故 Traffic Accidents

図書館からの
お薦め新刊情報

納税

新刊

Tax

Books

12月の納税 12月25日㈪まで
  ○固定資産税（第３期）
  ○国民健康保険税（第６期）
   問合先　納税課☎20-1276

○車の中に貴重品を置かないように
　しましょう。

里山交流イベント
かぶら寿司・ミニ門松づくり

▶とき　12月17日㈰午前9時30分～
午後3時

▶定員　30人（申し込み順）
▶材料費　中学生以上1,000円、小学

生700円、未就学児500円
※かぶら寿司は別途1,500円と桶（2

リットル）必要です。
▶ところ・申込・問合先　12月9日㈯

午前10時から、里山交流センター
☎31-6617へ。

高岡・氷見・七尾広域観光事業促進
連絡協議会からのお知らせ（七尾市）

◇和倉温泉旅館協同組合加盟旅館で宿
泊した人にプレゼント

　その場でお土産が当たる抽選券をプ
レゼントします。
▶とき　平成30年3月31日㈯まで
▶問合先　和倉温泉旅館協同組合
　☎0767-62-1555

高岡地区広域圏からのお知らせ
■氷見市■

◇お正月の寄せ植え教室
▶とき　12月17日㈰午前10時～正午
▶材料費　3,000円
▶定員　15人（申し込み順）
▶ところ・申込・問合先　12月7日㈭

まで、氷見市海浜植物園☎91-0100
へ。

■小矢部市■

◇ORANGE RANGE LIVE TOUR
▶とき　12月22日㈮午後6時30分
▶チケット　5,800円（全席指定）
▶販売所　チケットぴあなど
▶ところ・問合先　クロスランドおや

べ☎68-0932

農業センターの催し
◇農産加工教室
①手作りおせち
▶とき　12月13日㈬・14日㈭
②年越しそば作り
▶とき　12月20日㈬・21日㈭　　
③味噌作り
▶とき　平成30年1月10日㈬・12日

㈮
■いずれも、▶時間　午前10時～正

午（③は午前10時30分～正午）
▶定員　20人（申し込み順）
▶受講料　1,500円（③は3,000円）
▶持ち物　エプロン、三角巾、筆記用

具（③は15リットルの容器）
◇ヨガ教室
▶とき　12月12日㈫・19日㈫・26日

㈫、平成30年1月9日㈫の午前10時
30分～午前11時30分

▶定員　各日10人（申し込み順）
▶受講料　1,000円
◇暮らしを彩る花アレンジ
　お正月のアレンジメント
▶とき　12月16日㈯午前10時～午前

11時30分
▶定員　20人（申し込み順）
▶受講料　4,000円
◇ドライハーブ教室
　ハート型の壁かざり
▶とき　12月20日㈬午前9時30分～

午前11時30分
▶定員　20人（申し込み順）
▶受講料　3,000円（マドレーヌ、ハ

ーブティ付）
◇花を楽しむアレンジメント
　迎春を祝うお正月アレンジメント
▶とき　12月24日㈰午前10時～午前

11時30分
▶定員　20人（申し込み順）
▶受講料　4,000円
◇門松作り教室
▶とき　12月24日㈰午後1時30分～

午後3時30分
▶定員　20人（申し込み順）
▶受講料　6,000円
◇農産物直売所・冬のふれあい市
▶とき　12月9日㈯午前9時～午後2

時
▶販売　クリスマス・正月用花鉢、地

元の新鮮野菜など
■ところ・申込・問合先　12月6日㈬

から、農業センター☎63-1818へ。

年末の交通安全県民運動
12月11日㈪～20日㈬

○飲酒運転は、悪質・危険です。
○夜間は反射材を着用しましょう。
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ス ポ ー ツ高岡まこと銀行・歳末助け合い色紙展
　有名作家などから寄贈された色紙を
入札で販売し、収益金を児童・障がい
者施設や団体などの社会福祉事業に役
立てます。
▶とき　12月８日㈮～10日㈰の午前10

時～午後６時30分（10日は午後5時
まで）

▶ところ　大和高岡店
▶問合先　社会福祉課☎20-1366

60～65歳の国民年金の任意加入制度
　国民年金は、20～60歳の40年間加
入し、保険料を納めます。次の条件に
該当する、60～65歳の人は任意加入
できます。
①老齢基礎年金を受けるための10年

の受給資格期間を満たしていない人
②老齢基礎年金の年金額を満額（40

年の納付済期間）に近づけたい人
※昭和40年4月1日以前に生まれた人

で、65歳まで任意加入しても要件
①を満たさない人は、特例として
70歳までの間で、受給権を満たす
まで加入することができます。

▶問合先　高岡年金事務所☎21-4180、
保険年金課☎20-1362

不育症治療費を助成します
　不育症治療を受けている夫婦に、検
査や治療にかかる費用の一部を助成し
ます。
▶対象　平成29年4月1日以降に受け
た保険診療の検査やヘパリン注射を主
とする治療
▶助成額　30万円／年度
▶申請・問合先　子ども・子育て課
　☎20-1381

医療と介護の両方のサービスを
利用する世帯の負担を軽減します

　国民健康保険加入者の人が1年間
（8月～翌年7月分）に支払った、国
民健康保険と介護保険の自己負担額
（高額療養費・高額介護サービス費と
して支給される額を除く）の合計が、
基準額を超えた場合、その超えた額を
申請により支給します。
※対象と思われる世帯に、申請書を送
付します。
▶問合先　保険年金課☎20-1361

新春武道稽古始め
▶とき　平成30年1月3日㈬・4日㈭
の午後1時30分
◇3日…■弓道（一般・中学の部）／
弓道場
◇4日…■開会式・柔道・剣道／武道

館■空手道・銃剣道・少林寺拳法・
合気道／芳野中学校■弓道（高校の
部）／弓道場

▶問合先　体育協会☎26-5225、体育
保健課☎20-1458

福岡町元旦健康マラソン
▶スタート　平成30年１月1日㈪午前

7時
▶受付　Ｕホール（午前6時15分～午

前6時40分）　
▶コース　4㎞
▶参加料　200円（当日300円）
※小学2年生以下は、なるべく保護者

が伴走してください。
▶申込・問合先　12月15日㈮まで、

参加料を添えて、福岡教育行政セン
ター☎64-1437へ。

▶受講料　①②は会員3,500円非会員5,000円。③は1日当たり(別途リフト券とレンタル料が必要)会員4,500円非会員6,500円。
④⑤は4,000円。⑥⑨は会員3,000円非会員6,000円。⑦⑧⑪は会員4,000円非会員7,000円。⑩は会員5,000円非会員8,000円。

▶申込　①②は常時、③は12月15日㈮まで、④～⑪は、会員は12月14日㈭午後7時30分から、非会員は12月21日㈭午前9時か
ら、受講料を添えて問合先へ。

遊・Ｕクラブ３期受講生募集
教室名 曜日 期間 時間 対象者 ところ 定員

①キッズ水泳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土 通年 14:15 ～ 15：30 3～6歳 福岡B&G海洋センター 20
②ジュニア水泳 金 通年 18:15 ～ 19：30 小学生 福岡B&G海洋センター 30
③ Jr. スキー 土・日 1/13・14 7:50 ～ 16：30 小学4～6年生 IOXアローザ 30

④トランポリン 月 1/15 ～ 4/2 18:00 ～ 19：00
19:05 ～ 20：05 小学生（会員） Ｕホール 10

⑤トランポリン 水 1/17 ～ 4/4 18:00 ～ 19：00
19:05 ～ 20：05 小学生（会員） Ｕホール 10

⑥リフレッシュヨガ 月 1/15 ～ 3/12 10:00 ～ 11：00 一般 Ｕホール 20
⑦ヨーガ 土 1/13 ～ 3/24 10:30 ～ 11：30 一般 Ｕホール 20
⑧パワーヨーガ 土 1/13 ～ 3/24 19:00 ～ 20：00 一般 Ｕホール 20
⑨ピラティス 月 1/15 ～ 3/12 19:30 ～ 20：30 一般 Ｕホール 20
⑩自己整体と保健筋体操 木 1/11 ～ 4/12 10:00 ～ 11：00 一般 Ｕホール 20
⑪はつらつ貯筋体操 金 1/12 ～ 3/16 10:00 ～ 11：00 一般 福岡B&G海洋センター 20

福 　 祉

▶問合先　遊・Uクラブ（B&G海洋センター内）☎64-3396、Uホール☎64-1437
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サンライフ高岡の教室
教 室 名 曜日 期 間 時 間 定員 受講料（円）

①リフレッシュヨガ 火 1/9〜3/27 9：45〜10：45 23 6,000
②簡単ストレッチ＆フットマッサージ 火 1/9〜3/27 9：30〜10：30 20 5,000
③パンチエクササイズ 火 1/9〜3/27 19：30〜20：30 23 5,000
④健康リズム体操 水 1/10〜3/28 10：00〜11：30 45 4,000
⑤機能改善体操 水 1/10〜3/28 10：00〜11：00 23 5,000
⑥姿勢改善ストレッチ 水 1/10〜3/28 19：00〜20：00 15 6,000
⑦マットピラティス 水 1/10〜3/28 14：00〜15：00 23 7,000
⑧マットピラティス 木 1/11〜3/29 19：30〜20：30 23 7,000
⑨健康ヨガ 木 1/11〜3/29 10：30〜11：30 24 6,000
⑩スポーツフラダンス 木 1/11〜3/22 13：30〜14：30 20 6,000
⑪ダイエットヨガ 木 1/11〜3/29 18：30〜19：30 23 6,000
⑫ひざ・腰ストレッチ体操 木 1/11〜3/29 10：00〜11：00 16 6,000
⑬ひざ・腰ストレッチ体操 木 1/11〜3/29 14：00〜15：00 23 6,000
⑭古布を使った小物作り 木 1/25、  2/8 13：30〜15：00 15 2,500
⑮ウォーキング・健康リズム体操 金 1/12〜3/30 9：30〜10：30 45 4,000
⑯ストレッチ・健康リズム体操 金 1/12〜3/30 10：40〜11：40 45 4,000
⑰ひざ・腰ストレッチ体操 金 1/12〜3/30 10：30〜11：30 23 6,000
⑱セルフ整体 金 1/12〜3/30 14：00〜15：30 23 7,000
⑲からだ改善ヨガ 金 1/12〜3/30 19：00〜20：00 23 6,000
⑳太極拳 土 1/13〜3/31 10：00〜11：30 50 4,000
㉑効果的トレーニング 土 1/6、2/3、3/3 18：30〜19：30 20 3,500
㉒効果的ストレッチ 土 1/20〜3/24 10：00〜11：00 20 3,000

がん検診 Cancer Examination

今年度のがん検診受診券の有効期限は

12月26日㈫まで
　

　肺・胃・大腸・子宮・乳がん検診を受け
ていない人は、12月26日㈫までに指定
医療機関で受けましょう。
　受診には予約が必要です。受診時に
は3月末に送付した、がん検診のご案内
の受診券を持参してください。検診料金
は、受診券に記載してあります。
▶問合先　健康増進課☎20-1345

健 　 康

糖尿病教室
▶とき　12月6日㈬・20日㈬の午後2

時～午後4時
▶内容　合併症、食事・運動療法、血

糖測定、薬との付き合い方など
▶持ち物　筆記用具、別途教材費など
▶ところ・問合先　市民病院
　☎23-0204

ノロウイルスによる
食中毒に気をつけよう

　ノロウイルスによる食中毒は、特に
冬季に流行する傾向があります。感染
力が強く、集団で感染することがあり
ます。
◇予防・感染拡大防止のために
・外出やトイレの後、調理や食事の前

などには、石けんで手を洗いましょ
う。

・二枚貝などは、中心部までよく加熱
して食べましょう。

◇感染してしまったら
・水分を十分に補給しましょう。
・おう吐物や排せつ物はゴム手袋やマ

スクを着用し、ペーパータオルでふ
き取り、密閉して捨てましょう。そ
の後、次亜塩素酸ナトリウム（家庭
用漂白剤など）を浸した布で消毒し、
水拭きをしましょう。

▶問合先　健康増進課☎20-1345

▶持ち物　運動服、内履き、③は軍手、⑱はバスタオル２枚
▶申込・問合先　12月6日㈬から、サンライフ高岡☎44-7073へ。

緩和ケア病棟とは、どんな病棟で
すか。

緩和ケア病棟は、主にがんの患
者が入院できる病棟です。身体

の痛みや息苦しさ、気持ちのつらさなど、
がんによる不快な症状と家族の不安を
和らげることを目的としています。
　緩和ケアと聞くと多くの人が「末期」
をイメージされますが、そうではありま
せん。緩和ケア病棟では、退院する準
備を整え、自宅を訪問する診療所の医
師や訪問看護師と連携を取り、在宅療
養もサポートします。
　一方で、一 般的に緩和ケア病棟で
手術や抗がん剤治療は受けられませ
ん。病院によって、緩和ケア病棟に入院
できる病名や入棟基準が異なりますの
で、詳しくはそれぞれの病院にお尋ねく
ださい。入院を希望する人は、現在診察
を受けている医師から紹介が必要です。
主治医やかかりつけの診療所の医師に
「緩和ケア病棟を希望します」と言って
みてください。

市民病院
辻本　優　胸部血管外科主任部長
（緩和ケアチーム）

■健康Q&Aでは、皆さんからの質問を
募集しています。詳しくは、市民病院総
務課☎23-0204へ。

健康Q&A Health Q&A

無料体験もできます。
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◎市内の人権擁護委員
澤豊志さん（醍醐）
廣瀬哲丈さん（木津）
津幡敬子さん（野村）
岡西法英さん（内島）
石川勢喜子さん（御旅屋町）
吉川佳子さん（川原本町）
松浦士朗さん（下麻生伸町）
尾﨑かをるさん（福岡町福岡新）
向富士子さん（伏木矢田）
上滝順正さん（頭川）　　　
青木英二さん(福岡町三日市） 
山下美智子さん(五十里) 
仙田智治さん（二塚） 
井上了雄さん（中曽根）

人権に関する
悩みごとを気軽にご相談ください 12月4日㈪～10日㈰は人権週間です。

◎常設相談
・みんなの人権110番☎0570-003-110(ナビダイヤル)
・子どもの人権110番☎0120-007-110（フリーダイヤル）
・女性の人権ホットライン☎0570-070-810（ナビダイヤル）

◎特設相談（時間はいずれも、午後1時30分～午後4時）

・市役所本庁舎…毎月第2火曜日／共創まちづくり課☎20-1327
・伏木コミュニティセンター…奇数月第3月曜日／伏木支所☎44-0481
・戸出コミュニティセンター…奇数月第1木曜日／戸出支所☎63-1250
・中田コミュニティセンター…偶数月10日／中田支所☎36-1133
・福岡健康福祉センター…毎月第2火曜日／共創まちづくり課☎20-1327

●し尿のくみ取りは 12月8日㈮まで
に申し込みを

　12月は大変混雑するので、申し込
みが遅れると、年内にくみ取りができ
ないことがあります。
申込・問合先　高岡市衛生公社 ( 戸出・

中田・福岡地区以外 ) ☎23-2228、
デムラ工業 ( 戸出・中田地区 ) ☎
23-7155、福岡クリーン ･ アルフ
ァ ( 福岡地区 ) ☎64-6677

●新酒おでん電車の運行
とき　平成30年3月10日㈯まで
申込・問合先　万葉線☎25-4139

●放送大学平成30年4月入学生募集
出願期間　平成30年3月20日㈫まで
問合先　放送大学富山学習センター
　☎56-9230

●求職者支援訓練受講者募集
◇簿記・OA ビジネス事務科
と き　 平 成30年2月20日 ㈫ ～6月19

日㈫
ところ　T.B.S 高岡ビジネススクール

戸出教室
定員　12人（選考）
受講料　無料（テキスト代等要別途）
申込　平成30年1月15日㈪まで、ハ

ローワーク高岡☎21-1515 へ。
問合先　ポリテクセンター富山
　☎28-6900

●118番は、海上保安庁の緊急通報用
電話番号です

　海上で事故や事件などが起きたとき
ご連絡ください。
問合先　第九管区海上保安本部
　☎025-285-0118

●中小企業退職金共済（中退共）制度
　中小企業の事業主が、従業員の退職
金を計画的に準備できる外部積立型の
国の退職金制度です。
・ 掛け金は全額事業主負担ですが、法

人企業の場合は損金、個人事業主の
場合は必要経費として全額非課税と
なります。

・ 掛け金の一部を国・高岡市が助成し
ます。※ 一部対象外有り

・ パートタイマーや家族従業員の人も
加入できます。

問合先　中退共本部☎03-6907-1234

●つばき展
とき　12月9日㈯・10日㈰の午前9時

～午後5時（10日は午後4時まで）
ところ　おとぎの森館
問合先　高岡つばき愛好会
　☎31-4360

水道管の冬支度はもうお済みですか

▶第一次試験日　平成30年1月21日㈰
▶第一次試験場所　市役所本庁舎　　
▶申込・問合先　平成30年1月10日㈬（必着）までに、人事課☎20-1221へ。
※詳しくは、市役所総合案内、人事課、地域振興課、伏木・戸出・中田支所で入手できる
　受験案内か市ホームページでご確認ください。郵送を希望する人は人事課まで。 高岡市職員採用試験

平成30年4月採用 

職種 募集人数 受験資格

①技術職（土木Ⅰ）
合わせて 6 人程度

S62.4/2 以降に生まれた人  ※ 土木の専門課程（高校以上）を卒業した人（見込み含む）

②技術職（土木Ⅱ） S47.4/2 以降に生まれた人  ※資格要件有り（見込み含む）

高岡市職員採用試験  高岡市の未来を一緒に創ろう。 
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国民健康保険に加入している人で、医療費の自己負担額が高額になったとき、
自己負担限度額を超える分が申請により、払い戻されます。

合計所得額 自己負担限度額／月（世帯合算含む）

901 万円超① 25 万 2,600 円 +( 総医療費 -84 万 2,000 円 )×1% （※4 回目以降 14 万 100 円）

600 万円〜 901 万円 16 万 7,400 円 +( 総医療費 -55 万 8,000 円 )×1% （※4 回目以降 9 万 3,000 円）
210 万円〜 600 万円 8 万 100 円 +( 総医療費 -26 万 7,000 円 )×1% （※4 回目以降 4 万 4,400 円）

〜 210 万円以下 5 万 7,600 円 （※4 回目以降 4 万 4,400 円）
市民税非課税世帯 3 万 5,400 円 （※4 回目以降 2 万 4,600 円）

高額療養費の申請はもうお済みですか

保温材
▶水道管や蛇口をチェック
□屋外でむき出しになっていませんか
□風当たりの強い場所にありませんか
□北向きの日陰にありませんか

気温がマイナス４℃以下になると、水道管や蛇口の水が凍ったり、
破裂したりします。早めの冬支度をお勧めします。

▶問合先　上下水道局施設維持課☎22-1086

区分 負担
自己負担限度額

外来（個人） 外来＋入院（世帯）

現役並み所得者 3割 5万7,600円 8万100円+（総医療費-26万7,000円）×1%  (※4回目以降4万4,400円)

一般
2割

(１割)

1万4,000円（年間上限14.4万円）5万7,600円　　　　　　　　　　　　　 (※4回目以降4万4,400円)

区分Ⅱ
8,000円

2万4,600円

区分Ⅰ 1万5,000円

水道管の冬支度はもうお済みですか

▶申請・問合先　保険年金課☎20-1361

▶凍らせないための予防方法
①冷え込みが予想されるときは、
　蛇口から少し水を出しておくよう心掛けましょう。
②水道管や蛇口に、保温材を包み込むように取り付けるか、
　毛布や布を巻いて上からビニールを巻き付けましょう。

▶凍って水が出ないとき
　タオルをかぶせ、上からゆっくり、
ぬるま湯を掛けて溶かします。
※急に熱い湯を掛けると、水道管や蛇口が
　破裂することがあります。

▶破裂したとき
　メーターボックス内の止水栓を閉め、近くの水道工事店
（指定給水装置工事業者）に修理をお申し込みください。
※降雪前にメーターボックスの位置を確認しておいてくだ
　さい。

●まずはチェック！

●こんなときは…

タオル

ぬるま湯

●70歳未満の人の自己負担限度額

●70歳以上の人の自己負担限度額 ※平成29年8月診療分から、申請が必要となりました

・同じ人が同じ月に、同じ医療機関(入院・通院・医科・歯科別)に2万1,000円以上の一部負担金を支払った分を同一世帯で合計
し、限度額を超える分が支給されます。

・所得の確認ができない人がいる世帯は、①の世帯となります。
・4回目以降とは、過去12カ月以内に4回以上高額療養費に該当した月がある場合のことです。

・4回目以降とは、過去12カ月以内に4回以上高額療養費に該当した月がある場合のことです。

診療から

２年を過
ぎると

申請でき
なくなり

ます！

お早めに

冬の厳し
い寒さは

水道管の
大敵です

！

高岡御車山会館



Health Consultation

Blood Donation

無料体験　☎随時受付
高岡市西町トーエープラザ１階

0766-50-9345
カルチャーレストラン
高　岡　西　教　室

　自分の都合のいい時間に受講

とにかく楽しい！　

初心者・シニア向け
パソコン教室

65 才以上
入会金無料 　団らんコーナー飲み物無料

わかるまで何度でも、親切ていねいに

趣味講座も
脳トレ

【 広 告 】

高岡子育て支援センター
問 ☎28-4114、21-7876
御旅屋セリオ8階
時間　10:00～16:00
休み　水曜日

　0歳児～就学前の子どもと保護者が利用できま
す。子育てに関する相談も受け付けます。お気軽
にご利用ください。

福岡子育て支援センター
問 ☎64-2090
福岡健康福祉センター内
時間　9:00～16:00
休み　土・日・祝日

献血にご協力を
12月10日㈰・16日㈯・24日㈰・30日㈯
イオンモール高岡　10:00～16:30
問 富山県赤十字血液センター

☎076-451-5555
社会福祉課☎20-1366

内　　容 と　き 場所 対　象 定員

高
岡
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

タッチケアコミュニケーション
（ベビーマッサージ）

12月14日㈭
1月18日㈭

14:00～15:30
高岡子育て
支援センター 2～7カ月児 各25組

なかよし広場 
（言葉の発達や行動で心配があるお子さんの相談、遊び）

12月15日㈮
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター 0～5歳児 10組

クリスマスお楽しみ会
（サオモチャミュージックによる歌あそび）

12月16日㈯
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター

0～5歳児
（小学生不可）

受付中

すくすく （健康相談と身体計測） 12月18日㈪
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター 0～3歳児 30組

はいはいよちよち baby
（ふれあい遊び、ハイハイよちよちレース）

12月19日㈫
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター

9カ月～
1歳2カ月児 40組

ハグくみ baby
（ふれあい遊び、ベビーサイン）

12月21日㈭
10:00～11:00

高岡子育て
支援センター 5～11カ月児 25組

8 カ月赤ちゃんのつどい
（ふれあい遊び、危険予測、応急手当の話など）

12月22日㈮
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター

平成29年
4月生まれ 40組

プレママ・プレパパ体験
（マタニティヨガ、赤ちゃんとふれあい体験）

12月23日㈯
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター

5カ月以降の妊
婦とその家族 15組

離乳食セミナー
（離乳食に関する話、試食）

1月11日㈭
10:00～11:30 保健センター 8～11カ月児 30組

お話広場
（わらべの会による絵本、紙芝居）

1月12日㈮
10:00～11:00

高岡子育て
支援センター 0～3歳児 30組

福
岡
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

リトミック教室 12月14日㈭
10:30～11:30

福岡子育て
支援センター 1～3歳児 25組

ママケア＆ベビ―タッチ 12月15日㈮
10:20～11:15

福岡子育て
支援センター

10カ月～
1歳6カ月児 20組

身体計測と健康相談 12月19日㈫
10:00～11:00

福岡子育て
支援センター 0～3歳児 30組

クリスマスお楽しみ会 12月22日㈮
10:20～11:30

福岡子育て
支援センター 1～3歳児 30組

おはなしタイム 12月25日㈪
11:00～11:30

福岡子育て
支援センター

5カ月～
3歳児 30組

お正月お楽しみ会 1月12日㈮
10:20～11:30

福岡子育て
支援センター 1～3歳児 30組

子育て支援センター
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申込・問合先

【 広 告 】

12 月 5 日㈫から、電話で各子育て支援センターへ。申し込み順。
※ 高岡子育て支援センターは初回の人を優先する場合があります。

万葉なかよし保育園
子育て支援センター
問 ☎22-1881(二上町1105-1）
時間　9:30～15:30
休み　土・日・祝日

◇保健センターの成人健康相談
問 健康増進課☎20-1345

ところ　保健センター
▶生活習慣病などの健康相談（要予約）
　12月20日㈬13:00～15:00
▶心の健康相談
・保健師の相談 平日8:30～17:15

◇育児と成人の健康相談
ところ　保健センター、本庁舎１階健康

相談室、福岡健康福祉センター
とき　平日9:00～16:00
▶地域の健康相談 9:30～11:00
･12月11日㈪／戸出コミュニティセンター
･12月15日㈮／伏木コミュニティセンター
･12月20日㈬／中田コミュニティセンター

◇高齢者健康相談
問 高齢介護課☎20-1165

受付時間　9:30～11:00
 (シルバーショップたかおかは10:00～11:30）
・12月  7日㈭／伏木老人福祉センター
・12月13日㈬／万葉社会福祉センター
・12月14日㈭／スポーツ健康センター
・12月19日㈫／西部老人福祉センター
・12月20日㈬／牧野老人福祉センター
・12月20日㈬／東部老人福祉センター
・12月21日㈭／シルバーショップたかおか

◇市民病院健康相談（要予約）
問 市 民 病 院 ☎23-0204

▶アトピー性皮膚炎相談　火曜日午後　
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1歳6カ月健診を受けに訪れた
安井凜ちゃんとお母さん（四屋）

【 広 告 】【 広 告 】

内　容 12 月 受付時間 対象者 持ち物

3カ月児健康診査
※13:20から小児科医師
の講座があります。

7日㈭
13:00～14:00

平成29年8月1日～8月13日生 母子健康手帳、問診票
（乳幼児健康診査問診票・
予防接種予診票綴りに添
付）、バスタオル21日㈭ 平成29年8月14日～8月26日生

1歳6カ月児
健康診査

12日㈫ 13:00～14:00
※希望者にフッ

素塗布実施

平成28年5月19日～5月27日生 母子健康手帳、問診票
（乳幼児健康診査問診票・
予防接種予診票綴りに添
付）、フッ素塗布料200円19日㈫ 平成28年5月28日～6月9日生

3歳児健康診査
(3歳6カ月児)　

6日㈬ 13:00～14:00
※希望者にフッ

素塗布実施

平成26年5月6日～5月18日生 母子健康手帳、問診票、
健康調査票、子育てアン
ケート、フッ素塗布料
200円13日㈬ 平成26年5月19日～5月30日生

2歳6カ月児むし歯
予防フッ素塗布教室 18日㈪ 13:00～13:30 平成27年5月・6月生

母子健康手帳、タオル、
フッ素塗布料200円

2歳児むし歯
予防フッ素塗布教室 18日㈪ 14:00～14:30 平成27年11月・12月生

3歳児フッ素塗布
（3歳児健康診査会場にて
フッ素塗布のみ行います）

6日㈬
14:30～14:50 平成26年12月生

13日㈬

内　容 12 月 受付時間 対象者 持ち物
幼児保健相談 8日㈮ 9:15～9:30 言葉の発達や行動が心配な3歳未満の幼児、未就園児 母子健康手帳

母乳育児相談 15日㈮ 13:15～14:45 母乳育児中の女性（定員9組） 母子健康手帳、タオル3本

内　容 とき 受付時間 対象者 持ち物
はじめての離乳食教室 12月15日㈮ 9:40～10:00 平成29年5月16日～7月15日生 母子健康手帳

伏木児童館 5･12・19日 ☎44-0595
野村児童センター 5･12・19日 ☎23-3893
西部児童センター 5･12・19日 ☎26-1347
戸出児童センター 5･12・19日 ☎63-2370

※12日野村児童センターは高岡子育て支援センター
による活動日です。

ところ：保健センター
要予約☎20-1345

ところ：保健センター
要予約☎20-1345

保健センター▼

子育て情報交換会

赤ちゃんにこにこ教室
（乳児と保護者、妊婦）

フレンドリータイム
（0～3歳児）10:45 ～ 11:3012 月

乳幼児の健康診査

保健センターの育児教室

保健センターの子育て相談

木津公民館 12月14日㈭ ☎26-6150
成美公民館 12月15日㈮ ☎26-8943
牧野公民館 12月21日㈭ ☎82-2431
古府公民館 12月22日㈮ ☎44-8777

川原公民館 12月12日㈫ ☎22-4660
野村公民館 12月19日㈫ ☎23-2084
立野公民館 12月20日㈬ ☎31-0016

ところ と　き 時　間
万葉なかよし保育園 12月 6日㈬ 10：00～11：00
保健センター 12月11日㈪ 10：00～11：00
川原公民館 12月12日㈫ 10：30～12：00

▶ファミリーポケット 
　10:00～11:30（未就学児と保護者）
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ところ：保健センター
問 健康増進課☎20-1345

持ち物：母子健康手帳　 問 健康増進課☎20-1344

▶赤ちゃんの部屋　
　10:30～12:00（乳児と保護者）

ら っ こ ク ラ ブ
（乳児～3歳未満、保護者）

ところ と　き 時　間
保健センター 12月14日㈭ 10：30～11：30

　　　　　　　 　 問 健康増進課☎20-1344



　新たな　オリジナル　グッズも　販売開始

立川志の輔独演会 昇太・花緑二人会

とき　平成３０年２月９日㈮午後６時３０分
ところ　Ｕホール
チケット　全席指定４,０００円
発売　１２月１７日㈰午前９時
※Ｕホール友の会会員は１２月１０日㈰から
※未就学児入場不可
販売所　Ｕホール、アーツナビ
問合先　Ｕホール☎６４-１０３０
　　　　（ＦＡＸ６４-１０３５）

とき　平成３０年２月２４日㈯午後３時
ところ　生涯学習センター
チケット　全席指定３,５００円
発売　１２月７日㈭
※未就学児入場不可。１歳以上未就学児は託児サービ
ス有り（２月９日㈮まで申し込み）
販売所　生涯学習センター、Uホール、アーツナビ
問合先　生涯学習・文化財課☎２０-１８０２
　　　　（ＦＡＸ２０-１８０８）

ウイング・ウイング高岡寄席Ｕホール開館２０周年記念

春風亭昇太 柳家花緑

12月１日（金） から

「ドラえもん」のしずかちゃんとドラミちゃん
「パーマン」のパー子
「エスパー魔美」の佐倉魔美
「チンプイ」の春日エリ

午前９時３０分～午後５時（入館は午後４時３０分まで）
月曜休館
平成３０年１月３日は臨時開館

問合先　ふるさとギャラリー☎２０-１１７０、文化創造課☎２０-１２55（FAX３０-７２９９）

高岡市 藤子・Ｆ・不二雄ふるさとギャラリーの

新しい企画展が始まります

ⒸFujiko-Pro

などにスポットを当てた企画展。愛され続ける
ヒロインたちを通じて、藤子・Ｆ・不二雄氏の作
品の魅力をお楽しみください。

29年１０月中の増減

発行／富山県高岡市（〒933-8601高岡市広小路7-50）☎（０７６６）２０‐１１１１ 編集／広報統計課☎20-1331、FAX20-1664 印刷／キクラ印刷株式会社

平成２９年１０月中の増減３

本紙は、再生紙を使用しています。

１０月末現在

人口
男
女

173,299人 世帯数 6８,292世帯
83,919人
89,380人

区　分 自然増減（出生ー死亡） 社会増減（転入ー転出） 計
ー110 ー128

（うち外国人　3,147人） （うち外国人世帯 1,754世帯）ー18
29年1月からの増減 ー903 ー953－50

市民と市政  ホームページ▶
Ｅｎｇｌｉｓｈ、中文、Portugues
でも掲載しています。平成２９年
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