平成29年度

みえる・わかる・わかり合える
市民生活部長

尾山

伸二

○基本目標
安全安心で快適に暮らせるまちづ
くりの実現に向けて、生活環境の改
善や利便性の向上等、市民ニーズに
的確に対応した施策に積極的に取り
組んでいきます。

福祉保健部長

岡部

宗光

○基本目標
｢子育てがもっと楽しくなるまち
射水｣、｢健康で互いに助け合い支
えあうまち 射水」の実現に向け、
効果的かつ効率的な福祉サービスの
提供と体制づくりを推進してまいり
ます。

産業経済部長

杉浦

実

○基本目標
北陸新幹線の開業や映画・ドラマ等
のロケ地効果による賑わいを継続的な
ものとするため、内川をはじめとした
優れた地域資源のＰＲや観光客の受入
態勢の充実に努めるとともに、とやま
呉西圏域での広域連携も図り、更なる
交流人口の拡大による地域産業の維
持・活性化に取り組みます。
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○平成29年度重要事業
１ 衛生施設の整備
クリーンピア射水については、現
施設の延命化を図るため、長寿命化
総合計画や生活環境影響調査書を作
成します。
新斎場については、平成29年３
月に策定した「射水市新斎場整備基
本計画」を踏まえ、基本設計を行う
とともに、関係自治会に対しては、
引き続き丁寧に説明しながら合意形
成を図ってまいります。
２

コミュニティバス路線の見直し
昨年10月から実証運行している
中央幹線「０番線」をはじめ、既存
路線の見直しを図り、利用実態に合

○平成29年度重要事業
１ 高齢者及び障がい者福祉の向上
団塊の世代が75歳以上となる2025
年（平成37年）を見据え、地域包括
ケアシステムの一層の深化・推進を図
るため、｢高齢者保健福祉計画・第７
期介護保険事業計画」を策定するほか、
｢認知症初期集中支援チーム」や「在
宅医療・介護連携支援相談窓口」を設
置します。
また、障がい児・者が自立した生活
を営むことができるよう、今後の障害福
祉サービスの確保に係る目標等を定める
「第５期障害福祉計画」を策定します。
２ 子育て支援の推進
子育ての不安が安心や喜びに変わる
まちを目指し、赤ちゃんの駅事業、産
後ケア事業、母子保健型子育て世代包

○平成29年度重要事業
１ 企業団地適地調査
昨年度の調査において選定した新
規及び既存企業団地の拡張候補地の
中から、開発可能な産業用地の選考
を行った上で、都市計画マスタープ
ラン等への位置付けや開発に向けた
各関係機関との協議を行い、新たな
産業用地の確保に取り組みます。
２

観光振興計画の策定
新湊大橋の開通や北陸新幹線開業
により、本市の観光を取り巻く状況
は日々変化しています。こうした状
況を踏まえ、より魅力ある観光地と
しての確立を目指し、更なる交流人

わせた車両の小型化を進めるなど、
利便性の高い効率的な運行を実施し
ます。
３

協働のまちづくり事業の推進
多くの市民の方にまちづくりへの興
味や関心を高めてもらうため、地域振
興会やＮＰＯ団体などの活動を研修
してもらう「射水まちづくりプラット
ホーム～まちプラ～」を開設します。
また、これまでの射水まちづくり
大学の卒業生が自主的にまちづくり
に関わっていただけるよう「射水ま
ちづくり大学ＯＢ会(仮称)」の設立
を支援し、協働のまちづくり事業を
推進するための担い手育成に取り組
んでいきます。

括支援センターの設置など、新たな子
育て支援施策に取り組むとともに、多
様な保育ニーズにお応えできるよう、
保護者や地域等と合意形成を図りなが
ら市立保育園の民営化を推進します。
また、本市の子どもを取り巻く現状
を把握し、効果的な支援につなげるた
め、子どもの貧困に関する実態調査等
を行います。
３ 健康寿命の延伸
糖尿病の患者数が増加していること
から、未治療者への受診勧奨訪問を行
い、重症化予防を図るとともに、国民
健康保険事業において、レセプト情報
を活用した新たな「データヘルス計
画」を策定し、健康寿命の延伸や医療
費の適正化に向けた効果的・効率的な
保健事業に取り組みます。

口の増加や新たな賑わいの創出を図
り、地域経済を活性化するため、射
水市観光・ブランド戦略プランを継
承する新たな観光振興計画を策定し
ます。
３

純射水産サクラマスの販路拡大
本年４月に初出荷を迎えた純射水
産サクラマスの全国展開を目指し、
今後も県内、首都圏等で開催される
物産展や展示会でのＰＲに努め、射
水ブランドとしての定着を図ります。
また、本市がサクラマスの一大産地
となるよう、関係機関との連携強化
を進めます。

部長の政策宣言

行政を進めます
市では、各部長が事業の目標を設定し、｢政策宣言」として市民の皆さ
んに公表しています。この政策宣言は、各部の重要施策を公開することで、
行政の透明性と信頼性を高めることが目的です。
なお、平成28年度の政策宣言と達成状況は、市のホームページに掲載
しています。
◆平成28年度政策宣言ページ
詳細は射水市ホームページ

部長の政策宣言

検索

http://www.city.imizu.toyama.jp/event-topics/
svTopiDtl.aspx?servno=12322

政策推進課

問合せ先

企画管理部長

明神

栄

○基本目標
少子高齢化・人口減少社会に対応
するため、地方創生総合戦略の各施
策について事業検証を行いながら着
実に進めます。
また、地域の特性を生かした庁舎
跡地の利活用を図り、賑わいの創出
に努めるとともに、市民の皆さんが
主役のまちづくりを進めます。

財務管理部長

橋詰

通

○基本目標
より効果的・効率的に第２次総合
計画実施計画が実行されるよう、中
長期的な財政負担の軽減をも見据え
健全財政の堅持に努めます。
また、災害に強いまちづくりを進
め、市民の安全・安心の確保に努め
ます。

51－6612

○平成29年度重要事業
１ 射水市版総合戦略の着実な実施
本市が将来にわたって安定した人
口構造を構築し、地域社会活力の維
持・向上を図るために策定した射水
市版総合戦略について、ＰＤＣＡサ
イクルを活用し、進捗状況や成果等
を確認しながら進めます。

掲載部局一覧
企 画 管 理 部
財 務 管 理 部
市 民 生 活 部
福 祉 保 健 部
産 業 経 済 部
都 市 整 備 部
上 下 水 道 部
市民病院事務局
会 計 管 理 者
教 育 委 員 会
消 防 本 部

３

市職員の仕事と生活の調和
(ワークライフバランス) の推進
活力ある組織の実現とより一層の
効率的な業務の運営を目指し、長時
間労働是正のための仕事改革・意識
改革を行うとともに、柔軟な勤務時
間制度の導入など、射水市版働き方
改革を推進します。

２

庁舎跡地利活用事業の推進
旧新湊庁舎跡地利活用については、
地域の賑わいづくり、活性化に向け、
民間による開発を行うための実施方
針を公表し、公募型プロポーザルを
実施できるよう整備方針の具体化を
進めます。

○平成29年度重要事業
１ 効果的・効率的な財政運営
市が取り組む施策に重点的に投資
するため、国や県との連携を図り、
事業の「選択と集中」を推し進めま
す。
また、計画的な繰上償還や新たな
財源を確保するなど、後年度財政負
担をも見据え、効果的・効率的な財
政運営に努めます。
２

防災・減災対策の推進
県が新たに公表した津波シミュ
レーション調査結果に基づき、本市
の津波ハザードマップの見直しに着
手するとともに、指定緊急避難場所
も再点検します。

また、災害時に迅速かつ的確に避
難・救援できるよう、新庁舎整備に
合わせ構築したデジタル防災行政無
線を効果的に運用するとともに、職
員の初動対応訓練を実施するなど、
応急対策の強化を図ります。
３

安定した税財源の確保
公平・公正な課税を実施するとと
もに、未納催告の強化、適正な滞納
処分の執行などにより徴収率の向上
を目指します。
また、特別徴収への移行促進、口
座振替、コンビニ納付・クレジット
納付など、納付環境の充実に努めま
す。
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平成29年度

みえる・わかる・わかり合える
○平成29年度重要事業
１

稲垣

一成

正確な収支見通しの把握に努める

適正な会計事務の執行

審査を厳正かつ迅速に行い、適正で
確実な支払事務の執行に努めます。

とともに、安全性を最優先に、より

２

現金出納員等の公金取扱状況検
査の実施

則等を遵守し、適正かつ迅速な会計

会計事務の適正な執行を推進する

事務を推進します。

靖夫

○基本目標
｢快適で利便性の高いまちづく
り」を目指し、誰もが安全で安心し
て暮らせるよう、社会資本の整備や
適確な維持管理に取り組みます。
また、高齢者や若者、子育て世代
等が暮らしやすい生活環境の整備を
推進します。

公金の安全かつ効率的な管理・運
用に努めるとともに、法令や会計規

都市整備部長

島崎

効率的な公金の管理・運用を図りま
す。

○基本目標

行政を進めます

法令等に基づき、公金の支出命令

安全かつ効率的な公金の管理・
運用

会計管理者

３

ため、各課・出先機関等の現地検査
を実施し、公金の取扱いにおける職
員の意識向上を図ります。

教育委員会
事務局長

稲垣

和成

○基本目標
『市民みんなで取り組む「射水市
を担うたくましい人材の育成」』を
基本に教育振興施策を展開します。
また、市民のスポーツへの関心を高
め、スポーツ振興を推進するととも
に、生涯学習活動にも積極的に取り
組みます。

消防長

前川

和弘

○基本目標
想定される各種災害から市民の生命、
身体及び財産を守るため、知識・対応
力を備えた消防職員及び消防団員を育
成するとともに、消防水利を含めた機
械力や人力など総合的消防力の向上を
図ります。
また、高度な救急・救助体制の維持
強化を図るとともに、市民が安心して
暮らせる安全なまちづくりの実現を目
指します。
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○平成29年度重要事業
１ 質が高く信頼される教育の実践
基礎学力と学習習慣を定着させるた
め、小・中学校で補充学習を中心とし
た「学び応援塾」を実施します。また、
外国語活動や英語授業の充実を図るた
め、電子黒板付きプロジェクターを
小・中学校に配備します。このほか、
不登校対策の一つとしてリアルタイム
授業などのＩＣＴを活用した事業を行
います。
２ 教育環境の整備
片口小学校特別教室棟、歌の森小学
校及び小杉南中学校校舎棟の大規模改
造工事を実施するほか、塚原小学校、

○平成29年度重要事業
１ 防火対策の推進
昨年は、近年減少傾向であった火
災発生件数が20件と過去10年間の
平均17件を上回り増加しました。
また、年末の糸魚川市の火災を教訓
に市内の消防関係団体が連携し、各
種防火対策を推進するとともに、住
宅用火災警報器の設置徹底、適切な
維持管理の周知及び経年劣化した住
宅用火災警報器の交換の推進を図り
ます。
２

救急・救助体制の充実
救急救命士の常時２名乗車を目指
し、救急救命士の増員を図るととも
に、救急隊員の養成及び隊員の知識、

大島小学校及び射北中学校グラウンド
の改修工事に取り組みます。また、大
門中学校校舎棟等の長寿命化改良工事
に向けて実施計画書を作成します。

上下水道部長
３ スポーツの振興
海王丸パークや新湊大橋を走る「富
山マラソン2017」、日本一楽しい
ヨットレースと言われる「タモリカッ
プ2017」など、スポーツイベントを
通じて本市の魅力を全国に積極的に発
信します。
また、トップスポーツと地域スポー
ツの好循環を促し、市民スポーツの推
進を図るため、スポーツ推進コーディ
ネーターを配置します。

技能を高め、救急隊としてのチーム
力の向上を図ります。
また、多発する地震や自然災害等
に対して消防隊及び救助隊員の技術
の習得や災害対応力向上にも万全を
期して取り組みます。
３

消防力の維持・強化
消防力の維持・強化を図るため、
職員の知識・技術の向上、消防施
設・資機材の整備を進めるとともに、
消防の広域連携体制の充実強化を図
ります。
また、消防団は昨年の機能別消防
団員を更に拡充し、学生の消防団加
入促進に向けた取組を実施します。

部長の政策宣言

津田

泰宏

○基本目標
安全で安心な水道水を将来にわた
り継続して供給していくため、適切
な施設更新や耐震化などにより、水
道事業基盤の強化に取り組みます。
また、雨水対策や老朽化した下水
道施設の長寿命化を進め、水環境の
整備に取り組みます。

市民病院事務局長

笹本

清

○基本目標
地域の中核病院として、患者一人
ひとりに最適な医療の提供に努めま
す。
また、引き続き、経営の健全化に
努めながら、市民に最も信頼され、
親しまれる病院を目指します。

○平成29年度重要事業
１ 安全・安心な道路整備
市内地域間を連絡する道路や生活
に密着した道路の整備を進め、交通
ネットワークの強化を図ります。
また、引き続き道路施設の定期点
検と併せて、橋梁の耐震化及び長寿
命化対策や損傷の著しい幹線道路の
補修工事を実施し、安全で安心して
利用できる道路づくりを進めます。
２

生活環境の充実
快適な生活空間の形成に加え、新
たな交流やにぎわいを育む魅力ある
地域づくりを進めます。
また、老朽化が進む公園施設につ

○平成29年度重要事業
１ 水道施設整備事業
西部幹線配水管延伸や中央幹線配
水管耐震化等を推進すると共に、配
水池の大規模補修による主要施設の
延命化など、災害時でも水道水を安
全で安定的に供給できるよう水道シ
ステム全体の強じん化を図ります。
２

雨水対策事業
現在着手している海老江雨水ポン
めとりがわ

プ場整備事業や娶川排水区雨水対策
事業及び大門大島雨水幹線事業など
浸水対策事業の早期完成を目指しま
す。

○平成29年度重要事業
１ 地域医療の確保と健全な病院
経営の推進
市民病院においては、市民の健康
と命を守るための救急医療、循環器
診療などの急性期医療に加えて、リ
ハビリなどの回復期医療から在宅医
療・介護までの医療連携が重要と
なっています。当院に設置している
在宅復帰支援のための地域包括ケア
病棟の効率的な運用を進めます。

いては、予防保全に留意し計画的な
更新や安全対策の強化を図ります。
３

住宅環境の充実
若い世代の定着や転入、空き家の
発生防止と流通促進を図るため、
｢三世代同居住宅支援」による住宅
リフォーム補助を新設するとともに、
既存の「若者世帯定住促進家賃補
助｣ 、｢空き家対策支援」及び「指定
宅地取得支援」の制度を拡充し、定
住人口の増加及び良好な居住環境の
形成を進めます。

３

わかりやすい事業運営
地方公営企業会計制度に基づいた
適正な会計処理と財務諸表の作成や
財務分析により、上下水道事業の経
営状況を市報やホームページ等を通
じてわかりやすく市民の皆様にお伝
えします。
また、本市のボトルドウォーター
｢いいみず いみず」が２年連続でモ
ンドセレクション金賞を受賞したこ
とを活用し、射水の水のＰＲに努め
ます。

を受審し、医療の質の向上と患者の
満足を高めるよう効果的な医療サー
ビスの改善に努めます。
３

地域連携と広報活動の強化
開業医や他の病院との連携をより
一層進め、紹介患者の増加に努めま
す。また、病院広報誌を市内全戸に
配布するとともに、ホームページの
全面リニューアル、出前講座や市民
公開講座も行うなど積極的な広報活
動の展開に努めます。

２

病院機能評価の受審（更新）
よりよい病院づくりを目指して、
地域社会から求められる病院であり
続けるために継続して病院機能評価
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●市税の状況
区

分

予算額

税

55 億 1,200 万円

58 億 8,426 万円

固定資産税

70 億 1,132 万円

73 億 8,762 万円

軽自動車税

２億 4,360 万円

２億 5,482 万円

市たばこ税

５億 9,500 万円

５億 9,301 万円

税

2,300 万円

2,350 万円

計

133 億 8,492 万円

141 億 4,321 万円

市

入

民

湯

合

構成比

対調定収入率
(B)/(A)

40.5％

92.0％

53.0％

95.8％

1.8％

96.6％

4.4％

100.0％

0.2％

100.0％

100.0％

94.4％

収入済額 (Ｂ)

調定額 (Ａ)

54 億 1,342 万円 )
(27 億 2,582 万円 )
70 億 8,012 万円 )
(30 億 9,456 万円 )
2 億 4,625 万円 )
(
562 万円 )
5 億 9,301 万円 )
( 2 億 8,449 万円 )
2,350 万円 )
(
1,217 万円 )

133 億 5,631 万円

平成 28 年度
下
半
期

市では、条例に基づき、年に２回財政状況を皆さんにお知らせしています。
今回は、平成28年度予算の執行状況等をお知らせします（平成29年３月31日現在)。
※市の出納は５月31日で締切りますので、今回お知らせした予算の執行状況は
そのまま決算額とはなりません（公営企業会計を除きます）。
※予算額（３月補正後）及び執行額（収入済額、支出済額）には、平成27年度
からの繰越分を含みます。
財政課
51－6616
問合せ先

※調定とは、その歳入の内容を調査し、収入すべき金額を決定する行為であり、その決定した額が調定額となります。
※( ) 内は下半期の収入済額

特 別 会 計

皆さんの市税負担

※特定の事業を行う場合に、一般会計と区別して経理する会計
歳 入
収入済額
84 億 8,797 万円 )
(48 億 5,390 万円 )
16 億 6,771 万円 )
(11 億 7,519 万円 )
83 億 6,070 万円 )
(40 億 8,171 万円 )

歳 出
支出済額
90 億 7,274 万円 )
国 民 健 康 保 険 事 業 100 億 313 万円
84.9％
(47 億 537 万円 )
16 億 6,263 万円 )
後期高齢者医療事業 19 億 2,163 万円
86.8％
(10 億 4,333 万円 )
79 億 6,677 万円 )
介 護 保 険 事 業 89 億 5,759 万円
93.3％
(43 億 2,213 万円 )
※支出額が収入額を超えている会計の不足額は、各会計間の資金流用及び基金の繰替運用等で対応しています。
※( ) 内は下半期の収入済額及び支出済額

区

分

予算額

公 営 企 業 会 計
分

支出率

90.7％

88.9％

執行額
うち下半期

区

分

388,396円

１世帯当たり

一 般 会 計

4 億 4,991 万円 4 億 4,430 万円 4 億 4,122 万円 資本的収入 41 億 7,285 万円 18 億 5,376 万円 11 億 6,334 万円
( 資料：上下水道業務課 )

■病院事業

公債費
62.4億円(28.0億円)
100.0%

( 資料：上下水道業務課 )

教育費
26.1億円(15.3億円)
60.8%
消防費
12.5億円(7.5億円)
96.7%
土木費
51.7億円(26.8億円)
80.8%

収益的収入 36 億 9,683 万円 33 億 8,706 万円

1,391,525円

農林水産業費
8.6億円(5.2億円)
50.0%

17 億 867 万円

※３月31日以降の支払分が反映され
ていないこと、平成29年度に予算
を繰り越して執行する事業がある
ことなどから、支出率が低い費目
があります。

総務費
87.8億円(50.1億円)
84.2%

歳出予算総額
479億5,473万円
支出済額
403億4,125万円
(214億1,110万円)
支出率84.1%

商工費
12.7億円(1.8億円)
95.3%

執行額
うち下半期

予算額

民生費
111.0億円(63.8億円)
86.3%
衛生費
26.9億円(14.3億円)
91.2%

※市債の収入率が低く
なっているのは、借
入時期が出納整理期
収入済額 金額は各区分（款）別の収入済額
間である平成29年５
（
）内は､下半期の収入済額
予算残額
月に集中しているた
内は､各区分（款）別予算に対する収入率
めです。

歳入

9 億 6,229 万円 9 億 3,348 万円 7 億 3,256 万円

資本的支出 10 億 9,890 万円 10 億 4,355 万円 8 億 1,374 万円
( 資料：市民病院経営管理課 )

●財産状況
土地

●市債残高
区

建物

一
行政財産 2,538千㎡
普通財産 375千㎡
有価証券

行政財産
普通財産

382千㎡
18千㎡

基金現在高

分

般

会

107億9,350万円

水
公営企業
下
会
計
病

道
水

事
道

院
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財政事情の公表

検索

事
事
計

在

高

559 億 4,475 万円
660 万円

業

79 億 4,581 万円

業

299 億 3,252 万円

業

68 億 7,354 万円
1,007 億

322 万円

使用料及び手数料
4.9億円(2.3億円)
93.0%

市税
133.6億円(61.2億円)
99.8%

地方譲与税・交付金
22.7億円(11.2億円)
98.0%
諸収入
17.8億円(16.4億円)
95.3%

市債
19.4億円(19.4億円)
21.7%

一

般

計

会

現

計

在

高

10 億 1,039 万円

※各表の数値は、表示単位未満を四捨五入等で記載しており、
合計数値とは一致しないことがあります。

国・県支出金
53.3億円(37.6億円)
70.6%

主な実施事業
災害対策やコミュニティセンター
の整備・運営など

○庁舎整備
○公共施設跡地利活用（地区窓口の整備）
○防災行政無線デジタル化整備
○移住・定住促進（地域おこし協力隊の配置）
など
高齢者や障がい者の福祉、
子育て支援など

○ ｢キッズポートいみず」整備
○婚活支援
○子育て支援アプリ「ちゃいる.com」構築
○いきいき長寿館整備

商工費

など

市内中小企業の支援・観光ＰＲなど

○市融資制度の運用
○保証料の助成
○映画ロケ地のＰＲ
○いみずベイエリア周遊バスの運行

など

その他
28.9億円(8.6億円)
102.2%

歳入予算総額
479億5,473万円
収入済額
386億5,903万円
(200億6,509万円)
収入率80.6%

土木費

地方交付税
91.4億円(31.6億円)
100.8%

道路や公園の維持管理など

○市道等の整備
○除雪対策、消雪施設の整備
○大島中央公園整備（ふわふわドーム設置）

教育費

●一時借入金残高
会

詳細は射水市ホームページ

計

特別会計 介 護 保 険 事 業

合
４億1,536万円

現

分担金及び負担金
6.0億円(3.6億円)
98.6%
繰入金
8.8億円(8.8億円)
100.0%

総務費

民生費

収益的支出 50 億 8,608 万円 48 億 7,334 万円 31 億 8,212 万円
資本的収入

平成29年３月31日現在
93,717人
人 口
34,462世帯
世帯数

511,697円

※福祉、教育、消防など市の基本的な事業を行う会計

歳出

執行額
うち下半期

予算額

資本的支出 16 億 8,710 万円 16 億 1,624 万円 12 億 2,063 万円 資本的支出 58 億 3,290 万円 34 億 9,035 万円 14 億 1,242 万円

分

１世帯当たり

その他
3.7億円(1.4億円)
83.8%

収益的支出 19 億 8,218 万円 19 億 2,996 万円 10 億 4,780 万円 収益的支出 37 億 1,811 万円 36 億 5,228 万円 18 億 7,283 万円

区

１人当たり

支出済額 金額は各区分（款）別の支出済額
予算残額 （ ）内は､下半期の支出済額
内は､各区分（款）別予算に対する支出率

収益的収入 22 億 2,977 万円 22 億 5,923 万円 11 億 5,377 万円 収益的収入 40 億 4,275 万円 40 億 5,395 万円 16 億 6,314 万円
資本的収入

142,823円

86.5％

■下水道事業
予算額

使われている市の予算

１人当たり

※民間企業と同じように、独立採算を原則として運営する会計

■水道事業
区

収入率

射水市の財政状況

など

小・中学校や社会教育、
スポーツ振興など

○小・中学校整備
○生涯学習センターの設置
○全国絵本ミュージアム会議、全国鏝絵サミット
開催
など
2017.6
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春の叙勲・褒章

旭日双光章

元新湊市議会議員
まさ

石村

まつ もと

松本

氏（本江）

瑞宝双光章
だ

繁

竹内

氏（今開発）

瑞宝双光章
あい

まさ

土合

た

お

正夫

が

多賀

氏（黒河新）

萩野

兼之

氏（片口）

氏（本町）

みんなの

図書館

新着図書ピックアップ

図書館ホームページで
新着情報が確認できます

22

(木)

図書の企画展示

(木)

◆健診費用

40歳以上の方（昭和53年３月までに生まれた方）
・健診日に射水市国民健康保険・後期高齢者医療に加
入している方
・治療中の方も対象になります。かかりつけ医にご相
談の上、受診してください。
・妊産婦、長期の入院・施設に入所中の方など、特定
健康診査・健康診査の対象外となる場合があります。

◆受診期間 ６月１日(木)～10月31日(火)

こ

孝子

○中・高生におすすめ！「この一冊」展
(才の挑戦で生徒たちが選んだ本も
展示します。 )
期間 ６月８日 ～６月 日
会場 中央図書館

(日)

!?

たか

健康診査

◆対象者

14

推薦図書の展示

25

【一般図書】
歩いてわかった地球のなぜ

松本 穂高
高橋恵美子
永山 久夫

2017.6

学校司書という仕事
「和の食」全史

いみず

(金)

日

開館時間 平 日 ９: 30～18 : 30
土日祝 ９: 30～17 : 00

川上 弘美
松浦理英子
森 まゆみ
呉
勝浩

全館休館日

【小説】
赤いゾンビ、青いゾンビ。
最愛の子ども
子規の音
ライオン・ブルー

25 26 27 28 29 30

【一般図書】
○健康について
【児童書】
○雨の日も楽しい
○わくわく修学旅行
○歯を大切に
期間 ６月２日 ～６月
会場 新湊図書館

18 19 20 21 22 23 24

新中

氏（加茂中部）
【児童書】
ケータイくんとフジワラさん

11 12 13 14 15 16 17

9

英和

市川 宣子
鳴海
風
鈴木まもる

4 5 6 7 8 9 10

氏（三日曽根）

かね ゆき

しん なか

ひらけ蘭学のとびら
鳥の巣つくろう

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

正士

特定健康診査

特定健康診査・健康診査は、生活習慣病である
メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目し、早いうちから
病気になりやすい要因を判定し、生活習慣病予防に取り組むための検査です。
病気を未然に防ぐことで、いつまでも健康で明るい生活を送りましょう！

し

保護司

ひで かず

【絵本】
なんにもできないおとうさん
ひがし ちから
おばあちゃんがこどもだったころ
菅沼 孝浩

しろさんとちびねこ

綱川 智之
富山県山岳連盟

エリシャ・クーパー

【郷土資料】
毛ばり釣り師の日記帖
富山の百山

６月の図書館カレンダー

まさ

藍綬褒章

元富山県警部
の

75歳以上の方

元射水市消防団副団長

瑞宝単光章
はぎ

40歳～74歳の方

氏（戸破）

瑞宝単光章

元射水市消防司令長
ど

睦男

たけ うち

特定健診を受けた
人には、糖尿病の発症
リスクが一目でわかる
リーフレット ( ｢ あなたの
体は何信号？｣ ) が
もらえるよ！

お

元１等海尉

しげる

川田

むつ

瑞宝双光章

元富山県警部
かわ

40歳以上の射水市国民健康保険・後期高齢者医療に加入の方に、受診券・問診票を
５月下旬に発送しました。（ピンクの封筒の中身をご確認ください）

元富山県山岳連盟会長

お

正男

特定健診

～年に一度は身体の点検をしましょう～

旭日双光章
いし むら

受けて安心

受章おめでとうございます
受章おめでとうございます

中央図書館
5 7－4646
新湊図書館
8 2－8410
正力図書館
5 2－5273
下村図書館
5 9－2303

◆受診医療機関 射水市内の指定医療機関
職場などの健康診断を受けた方へ

多くの方に特定健診を受診していただき、生活習
慣病の早期発見と予防を促進するため、健診費用を
無料としています。
（※ただし同時に受診できるがん検診などは有料にな
ります。）

◆持ち物
・受診券 ・問診票
・保険証（「射水市国民健康保険者証」又は
｢後期高齢者医療保険者証」）

～健診結果の提出のご協力をお願いします～

射水市国民健康保険の特定健診受診券をお送りした方で、職場健診の対象となっている方は、
職場健診が優先となっており「特定健診」を改めて受ける必要はありません。
職場健診の健診内容には「特定健診」の検査項目が含まれており、健診結果を提出いただく
ことで市の健診を受診したとみなされ、受診率向上につながります。
ぜひ、ご協力くださいますようお願いいたします。
◆ご協力いただいた方には、お礼の品をさしあげます。
◆郵送での提出をご希望の場合は、返信用封筒をご用意していますのでご連絡ください。

問合せ先

保険年金課

51－6628

行政相談委員を紹介します
行政相談は、国の行政機関や特殊法人などの仕事への苦情や要望
を聞き、関係機関との間に立ってその解決ができるよう助言する制
度です。
行政に関する手続きについて苦情や要望がありましたら、行政相
談委員に相談してください。相談は無料で、秘密は守ります。
【行政相談委員】
勝山 憲明 (寺塚原)
森田ひとみ (手崎)
津田 重治 (小林)

問合せ先

荒木 保子 (港町)
高越 一舟 (本田)

５月12日(金)に富山合同庁舎
で行政相談委員全体会議が開催
され、総務省から行政相談活動
が特に顕著な行政相談委員とし
て、津田重治
委員が富山行
政評価事務所
長感謝状を受
与されました。
おめでとうご
ざいます。

地域振興・文化課 51－6622
2017.6
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消｢防団応援の店」を募集しています！
消防団員は、それぞれ仕事をもちながら、火災や地震、風水害から市
民の皆さんを守るため活動しています。しかし、近年全国的に団員数が
減少し、地域の防災力の低下が懸念されています。そこで消防団員を地
域ぐるみで支援するため、団員やご家族が、消防団員証を提示すること
で、 消｢防団応援の店」として登録された販売店や飲食店等から料金の割
引やポイントの優遇などのサービスが受けられる事業を実施しています。
ぜひとも、この趣旨に賛同され、多くの店舗の登録をお願いします。

学生消防団員の就職活動を支援します！

射水市消防本部 総務課

ー９４８３

消防団活動に取り組み地域社会へ貢献をした大学生等に対して、射水市
長が「学生消防団活動認証証明書」を交付し、就職活動を支援します。
認証対象者は、射水市の消防団員として、一年以上継続的に消防団活
動を行った学生又は大学等を卒業して三年以内の方です。
問合せ先

～射水市危険物安全協会主催設立十周年記念事業～

防災寄席を開催します！

射水消防署

ー０１１９

富山弁落語家でご活躍中の越中家 漫欽丹さんによる防災寄席を開催し
ます。
防災落語を聴いて、おもしろおかしく防災の勉強をしてみませんか？
入場は無料。事前予約はありません。席に限りがございますので、ご注
意ください。
○日時 ６月 日
午後３時
（開場 午後２時 分）
○場所 アイザック小杉文化ホールラポール
問合せ先

歳までに老齢基礎年金の受給資格

支給要件を満たしていないときは

老齢基礎年金の受け取り

老齢基礎年金は原則として 歳から
受け取ることができます。支給要件は、
国民年金保険料の納付済期間と免除期
間などを合算した資格期間が 年以上
あることです。 歳を迎える３ヶ月前

期間 (年 を)満たしていない場合や、
年の納付期間がなくて満額受給でき

が送付されます（特別支給の老齢厚生

に、日本年金機構から「年金請求書」
ができます。

入していなければ任意加入をすること

ない場合は、厚生年金や共済組合に加

保険年金課

高岡年金事務所 お(客様相談室 )
ー４１８０
ダ(イヤル後、音声案内が流れますので、
①番を押してください。担当課へつな
がります。）

問合せ先

年金や退職共済年金を受給中の方等を
除く）。請求は誕生日の前日からでき
ます。必要書類を確認し、市役所窓口
へお越しください。
また、希望に応じて、 歳以上 歳
になるまでの間に受け取り始める繰上
げ支給や、 歳以降から受け取り始め
ー６６２８

年金を受給されている方、これから

る繰下げ支給もあります。

請求する方で、住所の変更があった場

住所の変更があったときは
年
※金額の支給率が一生変わらないこ
とや、他年金との調整などがありま
合は、市役所窓口又は年金事務所で

すので、請求には注意が必要です。
「住所変更届」を提出してください。
■平成 年度の障害基礎年金額について

・看護補助者

平(成 年度から毎月第３火曜日に変
更になりました。 )

管理栄養士

第 回射水市幼年消防クラブのつどい

65

10

場所 射水市役所１階 相談室

糖尿病療養指導士

食事療法と単位配分

82－8100

60

104

日時 ６月 日
午前 時～午後３時

フットケアについて

ー０１１９

薬剤師

５名

・平成 年度の障害基礎年金の金額は、１
級９７４，１２５円、２級７７９，３００円
年(額 で
) す。
また、子の加算額については、１、２人
目が２２４，３００円、３人目以降は７４，
８００円です。

堀宏之内科部長

糖尿病の薬について

７月21日(金)

糖尿病とは

※どなたでも、ご参加いただけます。
時間：午後２時～３時 場所：診療棟３階会議室
問合せ先：地域連携室 82－8136
管理栄養士

７月７日(金)

食事療法と単位配分

● 臨時職員を募集します

※どなたでも、ご参加いただけます。
時間：午後１時30分～３時
場所：診療棟３階会議室 (７月21日のみ図書室)
問合せ先：地域連携室 82－8136

心臓病の方の日常生活の
看護師
注意点
糖尿病療養指導士

６月23日(金)
薬剤師

市内の園児たちが集い「絶対に火遊びはしません。」と誓いの言葉を
宣言して、幼年消防クラブへ入隊し、ポンプ車での放水体験や消防クイ
ズで親睦を深めます。
○新湊地区 ６月 日
午前 時
新湊アイシン軽金属スポーツセンター
小
※杉地区は開催済

10

29 29

心臓病の方の運動と栄養 理学療法士・
６月９日(金)
管理栄養士
について

災害に備えて

問合せ先：経営管理課

65

60

40

当

(火)
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21


51

65

心臓病教室に参加しませんか ● ● ●
●●●

射水消防署

【どのような場合に利用できるの？】

よ
り

基
※礎年金番号の分かるものや身分証
等をご持参ください。

●入院治療により状態が改善し、しばらく経過観察が必要な方
●入院治療により病状が安定し、在宅復帰に向けて日常生活援助等のケア
が必要な方
●地域包括ケア病棟で受入れ可能な疾患の方
(在宅で療養中の方の一時的な入院、短期滞在の手術の入院、軽度の状態での入院等)
※長期入院が必要な場合は対象になりません。
※入院期間は必要に応じて調整しますが、｢60日」を限度としています。
※病状の変化により主治医が判断した場合、一般病棟に移動していただく場合があります。

問合せ先

急性期治療後、病状が安定に向かう患者さんに対して、医療管理・診察・
看護等を継続しながら、在宅復帰を支援することを目的とした病棟です。

ー８３３３

【地域包括ケア病棟とは】

66


56
 
82 56

(49床)

3F 一般病棟
(49床)

出張年金相談

(土)

14

新湊消防署

(52床)

担

糖尿病の薬について

６月16日(金)

(52床)

4F 地域包括ケア病棟

開催内容

担
当
堀宏之内科部長

６月２日(金)

「地域包括ケア病棟」 4F 地域包括ケア病棟

(50床)

開催日

開催内容
糖尿病とは
開催日

(47床)

5F 一般病棟

５階病棟を
(48床)

●●●

糖尿病教室のお知らせ
●●●

5F 地域包括ケア病棟

10

(51床)

ベッド数

10 20

30

ベッド数

6F 一般病棟
6F 一般病棟

(水)

病棟
病棟

29

●地域包括ケア病棟は一般病棟とは異なり、｢地域包括ケア病棟入院料」を算定します。定額制で、投薬料、
簡単な処置料、検査料、画像診断、リハビリ等の費用が含まれます。
●一般病棟より自己負担が増える場合もありますが、70歳以上の方については、一か月の自己負担限度額が
定められており、一般病棟の場合と負担上限は変わりません。
※食事及びおむつ代・差額ベッド代など、保険診療対象外の費用は含まれません。


56

10

99床
平成29年５月からは４Ｆと５Ｆ

52床
平成29年４月までは４Ｆ

に変更しました
3F 一般病棟

地域包括ケア病棟を拡大しました
５月１日から

年
だ 金
【入院費について】

12

入院患者さんに安心して退院していただくために

射水市民病院では

http://hosp.city.imizu.toyama.jp/

射水市民病院

82－8100
地域連携室又は地域包括ケア病棟
問合せ先

消防本部からのおしらせ
６月29日から皮膚科は木曜日休診
となります。

TEL 82-8100

6

月号

保健だより

■乳幼児健診、教室等の日程
事

業

対

象

３～４か月児健康診査
Ｈ29年３月生
Ｈ27年11月生

もうすぐパパママ教室

要予約

育児相談

６ 月13日(火)
６ 月28日(水)
７ 月11日(火)
７ 月26日(水)
６ 月７日(水)
６ 月15日(木)
７ 月４日(火)
７ 月12日(水)
６ 月８日(木)
６ 月14日(水)
７ 月６日(木)
７ 月13日(木)
６ 月９日(金)
７ 月７日(金)
６ 月20日(火)
７ 月24日(月)
６ 月21日(水)
７ 月25日(火)
６ 月18日(日) (定員に
達しました)
７ 月30日(日)
６ 月５日(月)
７ 月３日(月)
６ 月27日(火)
７ 月28日(金)

Ｈ27年６月生
Ｈ27年７月生
Ｈ26年12月生
Ｈ27年１月生
Ｈ26年６月生
Ｈ26年７月生
妊婦とその夫
乳幼児

もぐもぐ教室(離乳食教室)

要予約

生後４か月～６か月児

項目 対象者

６月１日(木)

月

日

医

診療時間 午前９時～午後５時
院

・

病

歯

高畠小児科クリニック（戸破）
中新湊内科クリニック（中新湊）
6 月 4 日(日)
【小】
55－811 7 【内・小・皮】
82－ 2000

６月６日(火) 中太閤山コミュニティセンター

６月16日(金) 大島農村環境改善センター

本江コミュニティセンター

9:30～11:00

６月19日(月) 海老江コミュニティセンター

金山コミュニティセンター

13:30～15:00

６月20日(火) 浅井コミュニティセンター

9:30～11:00
13:30～15:00

40 ６月22日(木) 橋下条コミュニティセンター
8:30～ 9:30
６月23日(金) 高周波文化ホール

8:30～11:00

大島社会福祉センター
下村体育館

６月16日(金) 大島農村環境改善センター
６月19日(月) 海老江コミュニティセンター

６月27日(火) 大島社会福祉センター

13:30～15:00
8:30～11:00

櫛田コミュニティセンター 9:30～11:00
大島社会福祉センター

６月26日(月) 塚原コミュニティセンター

9:30～11:00

６月28日(水) 下村体育館
６月29日(木) 堀岡福祉センター
６月30日(金) 小杉社会福祉会館
７月３日(月) 黒河コミュニティセンター

13:30～15:00

７月４日(火) 櫛田コミュニティセンター

６月23日(金) 高周波文化ホール

9 : 15～ 9 : 30

７月５日(水) 大島社会福祉センター

６月26日(月) 塚原コミュニティセンター

8:30～11:00

７月６日(木) 三ケコミュニティセンター

６月29日(木) 堀岡福祉センター

9 : 30～10 : 30
６月30日(金)

9 : 45～10 : 00

科

医

かわかみ歯科医院（氷見市加納）
72－8418

※40歳節目年齢の方(昭和52年４月１日～昭和53年３月31日生)には、｢肝炎ウイルス検診のご案内」を郵送しました。
※41歳以上の方(昭和52年３月31日以前に生まれた方)で検診を希望される方は、受診票を発行しますので保健センターにお問合せ
ください。

６月２日(金) 太閤山コミュニティセンター

７月７日(金) 片口コミュニティセンター

６月６日(火) 太閤山コミュニティセンター
8:30～11:00

６月９日(金) 大門総合会館
６月12日(月) 水戸田コミュニティセンター

７月10日(月) 作道コミュニティセンター

６月13日(火) あゆの風センター

前立腺がん検診が特定健康診査と
同時に実施できます。
対

象

６月15日(木) ヨシダ大島体育館
６月16日(金) 大島農村環境改善センター
６月19日(月) 海老江コミュニティセンター

50～74歳の男性

６月20日(火) 浅井コミュニティセンター

(昭和18年４月１日～昭和43年３月31日生まれの方)
＊ただし前立腺疾患や既にPSA高値で経過観察中や治
療中の方、職場等でPSA検査を受診された方は対象
になりません。

期

間

受診先
容

平成29年６月１日(木)～10月31日(火)
市内指定医療機関 (おとなの健康カレンダー参照)
料 金 700円
血液検査(PSA検査)

●50・55・60・65歳の節目年齢の方に
は５月下旬に案内はがき(無料受診券)
を郵送しました。はがき表面に必要
事項を記入の上、持参ください。
●節目年齢以外の方で検診を希望され
る方は市内指定医療機関で、申込書
を記入し受診ください。

節目年齢の方は
はがきを
持参ください

検診結果 受診された医療機関で説明があります。

必ず結果を聞きに行きましょう。

６月22日(木) 橋下条コミュニティセンター

30 20

６月23日(金) 高周波文化ホール
６月26日(月) 塚原コミュニティセンター

13:30～14:00

６月27日(火) 大島社会福祉センター
６月28日(水) 下村体育館
６月29日(木) 堀岡福祉センター
６月30日(金) 小杉社会福祉会館

]

ウイルス性肝炎（Ｂ型・Ｃ型）になると、徐々に肝臓の機能が
対 象 者
失われ、肝硬変や肝がんに至ることがあります。肝臓は沈黙の臓
器と言われ、肝炎になっても自覚症状がないこともよくあります。 40歳以上の方(昭和53年３月31日以前に生まれた
方)で肝炎ウイルス検診を受けたことがない方
まだ、検査を受けたことがない方は、ぜひ受診しましょう！

9:30～11:00

[

検診期間
平成29年６月１日(木)～10月31日(火)

７月10日(月) 作道コミュニティセンター

射水市保健センター

７月６日(木) 三ケコミュニティセンター

内
(射水市医師会QRコード)

７月７日(金) 片口コミュニティセンター

小杉社会福祉会館

７月３日(月) 黒河コミュニティセンター

黒川歯科医院（太閤山）
56－4811

http://imizu.weblike.jp/

肝炎ウイルス検診を受けましょう

６月15日(木) ヨシダ大島体育館

６月22日(木) 橋下条コミュニティセンター

※最新情報は射水市医師会のホームページをご活用ください。

市内の医療機関の地図をはじめ、当番医などがすぐわかるよう構成されています。

６月12日(月) 水戸田コミュニティセンター

13:30～15:00

６月５日(月) 中太閤山コミュニティセンター 8:30～11:00

６月21日(水)

たかはし内科医院（三ケ）
浅山外科胃腸科医院（八塚）
医療法人社団畑歯科医院
【内】
55－552 2 【外・胃】
52－3553 （高岡市坂下町） 28－3300

ホームページアドレス

浅井コミュニティセンター

６月13日(火) あゆの風センター

６月14日(水)

40 65

６月９日(金) 大門総合会館

…
……

6 月25日(日)

受付時間

9:30～11:00

６月13日(火) あゆの風センター

高橋医院（黒河）
はぎの里クリニック（加茂西部） 医療法人社団松岡歯科診療所
6 月11日(日)
【内】
56－034 6 【内】
59－8882 （高岡市野村）
23－8000
富川クリニック（南太閤山）
とよた小児科クリニック（小島）
6 月18日(日)
【胃・循環・外・内】56－7373 【小・内】
52－0288

場

６月８日(木) ヨシダ大島体育館

13 : 00～13 : 15

※都合により変更になる場合があります。
受診の際は直接医療機関に電話でご確認ください。

院

会

大門総合会館

６月２日(金) 太閤山コミュニティセンター

６月７日(水)

◎ 乳幼児健康診査やむし歯予防教室の日程変更を希望される方は、射水市保健センターまでご連絡ください。

■休日在宅当番医・歯科医

実 施 日

受付時間

]

３歳児

受付時間

[

２歳６か月児

日

)

※申し込み者のみ

Ｈ26年１月生

施

……
…

２歳児

実

※胃・子宮・乳がん検診は予約が必要です。

○検診の詳細は、｢射水市おとなの健康カレンダー｣（広報
項目 対象者 実 施 日
会
場
いみず４月号と同時配布）をご覧ください。
○｢受診券｣「検診料金｣「眼鏡(※必要な方)」を持参してください。
６月２日(金) 太閤山コミュニティセンター
○受診を希望される方で受診券が届かない（転入・退職等）
６月５日(月) 中太閤山コミュニティセンター
場合はお知らせください。
６月６日(火) 中太閤山コミュニティセンター

(

(むし歯予防教室をあわせて実施)

むし 歯 予 防 教 室

Ｈ27年12月生
Ｈ25年12月生

３歳６か月児健康診査

者

1日～15日生
16日～28日生
1日～14日生
15日～31日生
1日～16日生
17日～30日生
1日～16日生
17日～31日生
1日～17日生
18日～31日生
1日～15日生
16日～31日生

Ｈ29年２月生

(むし歯予防教室をあわせて実施)

射水市保健センター 52－7070

会場：射水市保健センタ－ (旧大門保健センター)

名

１歳６か月児健康診査

■成人の集団検診 (６月１日～７月10日)

問合せ先

７月３日(月) アイザック小杉文化ホールラポール
７月４日(火) 櫛田コミュニティセンター
７月５日(水) 大島社会福祉センター
７月６日(木) 小杉社会福祉会館
７月７日(金) 片口コミュニティセンター
７月10日(月) 作道コミュニティセンター

６月は食育月間

毎月19日は食育の日 ◎家族そろって食事を楽しみましょう！
※ 食育とは「食」についての知識、｢食」を選ぶ力を身につけ、健全な食生活を実践するための取り組みです。

13 いみず
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In

ion
きます。
詳しくは、募集要項又は市
※
のホームページ 射｢水市職員
採用情報 を
｣ ご覧ください。
今後の募集要項の配布予定
○保育士（中級・任期付）
８月１日 から
募
※集内容の詳細が決まり次
第、市報やホームページ等
でご案内します。
問合せ先
人事課
６
―６１３

第 回富山県青年議会
青年議員
対象者 射水市在住の 歳か
ら 歳までの方
実施期間 予(定 )
７月 日
開会式、組織
議会等
８月 日
学習会
月６日
本会議、
閉会式
応募期限 ６月９日
申込先
生涯学習・スポーツ課
６
―６３７

求職者支援訓練の受講者

ビジネスパソコン技術習得基礎科

再就職をめざす求職者の方
を対象に職業訓練を実施して
います。入所を希望される方
はご相談ください。
内容

きます。ニホンカモシカが
ずっと動かないときは、病気
やケガをしていることが多い
ので、決して近寄らないよう
にしてください。
カモシカが動かない場合の問
合せ先
生涯学習・スポーツ課
文化財係
６
―６３７

古布を使った押し絵づく
り教室 ～クレマチスの壁飾り～
日時 ６月 日 ・ 日
両日とも午前９時～正午
受
※講日を選択してください。
場所 ミライクル館プラザ棟
対象者 市内在住又は市内に
勤務の方
定員 それぞれ 人
受講料 ５００円（材料費）
裁
※縫道具をご持参ください。
申込期限
６月 日 （先着順 )
申込方法 電話受付
申込・問合せ先 射水市ミラ
８
イクル館
―６５０

場所
キュリオステーション掛尾店

期間
７月 日 ～ 月 日
応募期間
５月 日 ～６月 日
対象者
ハローワークで求職の申し
込みをしている方等
選
※考があります。
受
※講料は無料、テキスト代
等は必要です。
問合せ先
高岡公共職業安定所
１
―５１５

旧北陸道アート
出展参加者

小杉

９月 日 土(・祝 、) 日
に開催される第 回旧北陸道
アート 小杉に出店する芸術
作家・グループを募集します
ジ(ャンルは問いません）。三
ケ・戸破地区の歴史ある旧街
道沿いの店舗や町家の空間を
活かして作品展示や販売をし
てみませんか。
申込期限 ６月 日
問合せ先 小杉まちづくり協
議会（竹内源造記念館内 )
３
―２８８

夏の灯籠まつり
第 回川柳募集

ます。
内容 ワークショップ・アト
ラクション・展示
問合せ先 子｢育てフェスティ
バル いみず」実行委員会
４
―３８８

春季盆栽展
日時 ６月 日 ・ 日
無( 料の盆栽講習会を同時
開催）
場所 高周波文化ホール
その他 お持ちの鉢の持ち込
みも可能です。
問合せ先 射水市芸術文化協会

８
―４００
祝 周年記念

小杉地区住民ゴルフ大会
日時 ６月 日
午前７時
場所 小杉カントリークラブ
対象者 小杉地区に在住する
方、小杉地区の事業所に勤
務する方、小杉グリーン会
会員及びそれらの関係者
定員
名（先着順）
参加費 プレー代込み
１２，９００円
キ(ャディー付 １４，
９００円
先着 組）
申込期限 ６月 日
その他 競技方法、祝賀会等
についてはお問い合わせく
ださい。

お題 平和・グルメ・復興・
トランプ・政活費・世相雑詠
応募期限 ６月 日
展示期間
７月 日 ～８月 日
応募方法 はがき・ＦＡＸ
お(一人様３句まで。名前・
住所・連絡先をお忘れなく。 )
その他 各賞あり。楽しい川
柳をお待ちしています。
申込・問合せ先
中新湊商店街振興組合
・
２
―５５３

ポート・フロイデ 第｢九 ｣

特別合唱団募集
月４日 、高周波文化
ホールにてベートーベン「第
九」歓喜の合唱付コンサート
が開催されるにあたり、合唱
団を募集します（初心者歓
迎）。
応募期限 ７月 日
結団式 ７月９日
午前 時
高(周波文化ホールにて )
参加費 ２，０００円（大学
生５００円、高校生無料）
申込・問合せ先
高周波文化ホール
８
―４００
アイザック小杉文化ホール
ラポール
１
―５１５

申込・問合せ先
小杉グリーン会 小(杉スポーツ )

１
―３３１

松の木剪定基礎講習会
日時 ６月 日 ～ 日

午前９時 分～午後３時 分

場所 歌の森小学校
定員
名
参加費 無料
内容 剪定道具の使い方・剪
定作業
受講要件

①(～③すべて満たす方 )
① 歳以上で射水市にお住ま
いの方
②３日間とも参加できる方
③シルバー人材センターで就
業希望の方
申込期限 ６月 日
申込・問合せ先
射水市シルバー人材センター

８
―８１７
１
―９７１
詳
※細は参加者が決定次第、
郵送にてお知らせします。

国際理解講座
フ(ランス編 )
フランス料理（ガレット）
の調理と試食、お話を通して
国際理解を深めましょう。
日時 ７月２ 日
午前 時～午後１時 分

６月は児童手当等現況
届の提出月です
『児童手当・特例給付現況
届』を提出しないと、６月分
から手当を受けられなくなり
ます。対象の方へは、６月初
めに現況届を郵送します。
受付期間 ６月１日 ～ 日

の市役所開庁時間
受付場所
子育て支援課
郵
※送で提出できます。
支払時期 ６月・ 月・２月
の原則として 日
６
※月期（２～５月分）の振
込日は６月９ 日 です。振
込通知書は送りませんので、
通帳等で確認してください。
問合せ先 子育て支援課
６
―６２９

(金)

臨時福祉給付金 経(済対
策分 の)手続は６月 日
までに
申請期限 ６月 日 必(着 )
問合せ先 地域福祉課
６
―６３１
６
―６５７

（受付 午前９時 分～）
場所 大門総合会館 ５階
調理室及び５０１会議室
講師 マチュ・グラセさん
富(山県国際交流員）
定員
名（先着順）
参加費 会員 無料
一般 ５００円
エ( プロン、内履きをご持
参ください。 )
申込期限 ６月 日
問合せ先
射水市民国際交流協会
６
―８１１

県民カレッジ夏季講座
日時 ７月 日
午後２時～３時 分
場所 富山県教育文化会館
演題 幸｢せになる勇気 ｣
講師 哲学者 岸見 一郎氏
対象者 富山県民
定員 ６００名（先着順）
料金 １，０００円
高(校生以下は無料）
申込期間
６月１ 日 ～７月 日
申込先 県民カレッジ本部及
び各地区センター
問合せ先
県民カレッジ高岡地区センター

５
―７８７

カクニンジャ

市職員採用試験
受験資格・採用予定人員
○行政 初(級・身体障がい者 )
１名程度
昭和 年４月２日から平成
年４月１日までに生まれた
方で、次のすべての要件を満
たす方
①身体障害者手帳 １(～６級 )
の交付を受けている方
②通勤でき、かつ、介護者な
しに職務の遂行が可能な方
③筆記試験（希望により点字
による受験可）及び面接試
験に対応できる方
採用予定 平成 年４月
申込期間
６月 日 ～７月 日
受験申込用紙等の配布
６月 日 から人事課及び
各地区センターで配布します。
郵送請求（角型２号に１２０
円切手を貼った返信用封筒を
同封）又は市ホームページか
らのダウンロードでも取得で

各種団体が実施する婚活
イベントを応援します
婚活イベント等を企画実施
する団体に事業費の一部を補
助します。
対象条件
市内に本拠を持つＮＰＯ法
人、本事業を実施する実行委
員会等で、次の条件を満たす
こと
①参加対象者は結婚を希望す
る 歳以上の独身男女とす
ること
②１企画当たりの参加見込み
人数が男女計 名以上であ
ること
③ 参加費を徴収する場合は飲食
代等の実費程度であること
④結婚へのきっかけづくりに
つながる企画であること
補助基準額 １企画当たり
万円を限度
問合せ先 未来創造課
６
―６１４

ニホンカモシカを発見
したら

子育てフェスティバル
いみず
日時 ７月９ 日
午前 時～正午
場所 小杉社会福祉会館
参加費 無料
対象者 どなたでも参加でき

30

28

(土)

18

市内で国の特別天然記念物
に指定されているニホンカモ
シカの発見が相次いでいます。
ニホンカモシカを発見した場
合は、驚かさないようにそっ
と見守っていれば、ほとんど
の場合は自ら山へと帰ってい

(水)

(水)
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詳しくは、問合せ先へ
ご確認ください。
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区分
132件

開 示 部分開示 不開示 不開示のうち､行政情報不存在
76件
33件
23件
21件

●個人情報の請求の状況 (射水市個人情報保護条例による請求)
区分
請求

４件

閲覧
写しの交付 訂正･追加･削除
０件
３件
０件

利用停止
０件

●実施機関 (請求先) 内訳
実施機関

公文書の開示請求
個人情報の開示請求
市
長
98件
４件
議
会
８件
０件
教 育 委 員 会
20件
０件
監
査
委
員
３件
０件
消
防
長
３件
０件
選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会
については、請求がありませんでした。

●審査請求の状況
３件
総務課
51－6615
問合せ先

17 いみず

2017.6

使っていますか？ 子育て応援券
～「とやまっ子 子育て応援券」の有効期間は３年間です～

県と射水市で共同実施している「とやまっ子
子育て応援券」の有効期間は３年間、お子さん
の３歳の誕生日の前日まで利用できます。
◆配付対象 平成26年４月１日以降に生まれた子どもを持つ家庭
◆有効期間
◆応援券の金額
対象となる子どもの出生
第１子・第２子 …１万円分
日から３年間
第３子以降 ………３万円分
※詳しくは県子ども支援課のＨＰをご覧ください。子育て応援券 富山県
問合せ先 子育て支援課 51－6629
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10

22

11

(木)

30

21

30

(水)

身体すっきり教室のお知らせ 各 施 設 の 催 物
生活活動を増やして
消費エネルギーをアップしよう ! !

●小杉ふれあいセンター 56－4080
南太閤山17丁目１番地
催物開始時間 午後１時～
６月２日(金) ひまわり一座
14日(水) 劇団「つくし｣
18日(日) フラダンス(キューズフラクラブ)
26日(月) 劇団「輝｣
28日(水) ザ・あんぽんたん

毎日の生活の中で無理なくできることは継
続しやすく、効果を実感しやすいものです。
健康づくりのため運動習慣を確保したい方、
健診結果より生活習慣を見直したいと思って
いる方、ぜひご参加ください！
●足洗老人福祉センター 86－2722
みんなで楽しく身体を動かしましょう！
時間
内容

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

午後１時30分～３時
日常生活の中で無理なくできる運動の
ご紹介 (※会場によって講師が変わります｡)

実 施 日
６月14日(水)
７月５日(水)
９月21日(木)
10月11日(水)
10月27日(金)
11月15日(水)
12月13日(水)
１月17日(水)
２月21日(水)
３月16日(金)

会
場
ヨシダ大島体育館
下村体育館
大門総合体育館
新湊アイシン軽金属スポーツセンター(小アリーナ)
小杉体育館
ヨシダ大島体育館
下村体育館
新湊アイシン軽金属スポーツセンター(小アリーナ)
大門総合体育館
小杉体育館

※動きやすい服装で、運動靴・タオル・水分も忘れず
に持参してください。
※どの回からでも参加できます。申し込みは不要です。

問合せ先

保険年金課

51－6628

足洗新町一丁目５番地
催物開始時間 概ね正午～
６月４日(日) 魚津カラオケ友好会歌謡ショー
(10 : 30～)

(月)
24

45

(木)

ご寄附ありがとうございます

請求

17

定 員

①②両コースとも男女各15人
(申込者多数の場合は抽選となります｡)
参加費
男性 2,000円
女性 1,000円
内 容
①②両コースとも ・回転自己紹介タイム
・フリータイム（軽食付）
・カップル発表
申込締切
６月23日(金)
申込・問合せ先
射水市婚活サポーターズクラブ事務局
(受付窓口 有限会社アドプラン)
090－3764－5032 (坂本)
(平日午前９時30分～午後８時)
FAX 076－451－0966
専用申込サイト
http://www.imizu-konkatsu.jp

第 回射水市写真協会展

●公文書の開示請求の状況 (射水市情報公開条例による請求)

(土)

●富山市奥田寿町
川向 文夫 様
寄附物品 郷倉千靭作「薫春 ｣

射水市では市民参加の開かれた市政を推進するため、市
が保有している公文書を皆さんに開示する情報公開を行っ
ています。
また、原則として本人に限り情報を開示する個人情報保
護制度により、市民の皆さんの個人の権利や利益の保護を
図っています。
平成28年度（４月～３月）における市の情報公開・個
人情報保護制度の実施状況をお知らせします。

※年齢は平成29年７月22日現在


55

お詫び

情報公開・個人情報保護制度の
実施状況 (平成28年度)

場 所
対象者

日時 ７月 日 ～ 日 月(・祝 )
場所 高周波文化ホール
問合せ先 射水市写真協会事
８
務局
（稲積）
―２００

※地区センター及び大島分庁舎では、
収納業務を行っていません。

７月22日(土) ①ミドルコース（午前10時～午後１時）
②ヤングコース（午後３時～午後６時）
射水市役所 １Ｆカフェ（食堂）
①ミドルコース
男性・女性とも35歳～49歳の独身の方
（男性のみ射水市在住又は市内に勤務の方）
②ヤングコース
男性・女性とも23歳～34歳の独身の方
（男性のみ射水市在住又は市内に勤務の方）

15

15

広報いみず５月号６ページの、民
生委員・児童委員が所属する地区に
誤りがありました。正しくは次のと
おりです。

納期限 ６月30日(金)
納税は口座振替が便利です!

収納対策課 (51－6620)
又は最寄りの金融機関に
お問い合わせください。

(月)

第２回いみずムズムズ婚活パーティー
日 時

第 回射水市長杯グラ
ウンド・ゴルフ交歓大会

市・県民税第１期

陶芸作品を作って小杉丸山遺跡に復元された登り
窯で焼きます。また、小杉焼を学んだり火起こしや
鋳造による古代の鏡作りの体験なども行います。お
子さんの夏休みの自由研究に最適ですのでぜひご参
加ください。
【小杉焼について学ぼう】
日時 ６月25日(日) 午後１時～２時
場所 小杉展示館 (戸破4286-1）
【陶芸教室】
日時 ７月１日(土) 午後１時～４時
場所 小杉ふれあいセンター陶芸室 (南太閤山17-1)
日時 ７月２日(日) 午後１時～４時
場所 陶房「匠の里」(水戸田17甲)
【窯の火入れ式・鋳造による古代の鏡作りなどの体験】
日時 ８月５日(土) 午前10時～正午
場所 小杉丸山遺跡
【窯出し式】
日時 ８月20日(日) 午前９時～11時頃
場所 小杉丸山遺跡
【参加費】 3 , 000円 (粘土、薪代)
【応募方法】 氏名 (児童の場合、学校・学年・保護者
氏名も)・住所・電話番号・陶芸教室の希望会場を
記載し、｢飛鳥工人の館」へはがき・電話・FAXでお
申し込みください。
〒939-0321 射水市流通センター青井谷1-26
飛鳥工人の館
・FAX 56－4369
電子メール 生涯学習・スポーツ課
bunkazai@city.imizu.lg.jp

10

【誤】水戸田
木倉 明美、中出むつ子
【正】二口
木倉 明美、中出むつ子

今 月 の 納 税

第20回

(火) (火) (木)

12

30 30 17

訂正し、深くおわび申し上げます。

商工企業立地課
51－6675 FAX 51－6690

■ (２回シリーズ)『負担の少ない介護技術講座』(家族介護編)
①７月４日(火) 午前10時から午前11時30分まで
②８月29日(火) 午前10時から午前11時30分まで
富山福祉短期大学介護実習室
■ (２回シリーズ)『負担の少ない介護技術講座』(介護従事者編)
①７月20日(木) 午前10時から午前11時30分まで
②７月27日(木) 午前10時から午前11時30分まで
富山福祉短期大学介護実習室
※受講を希望される方は、下記申込み窓口にお電話・ＦＡＸ
いただくか富山福祉短期大学ホームページからお申込み
ください。
申込み窓口 富山福祉短期大学 共創福祉センター
事務局 牧田・山崎
 55－5567 FAX 55－5570
ホームページ http://www.t-fukushi.urayama.ac.jp/
担 当 地域福祉課地域ケア推進係  51－6625
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４回目 ８月 日 ～ 日
のいずれかの午前
５回目 ９月６ 日
○ 各回、午後１時 分～３時 分
○ ４回目は午前 時～ 時 分
場所 小杉社会福祉会館 等
内容 統合失調症やうつ病に
ついて、地域における精神
保健福祉サービス、障がい
者との交流 ほか
参加費 無料
申込期日 ６月 日
申込・問合せ先
高岡厚生センター射水支所
２
―６６６

申込み･問合せ先

７･８月の講座は次の２講座です

小杉丸山遺跡窯焼フェスティバル参加者募集

＊各研究機関のコーディネーターは下記サイトを参考にしてください。
http://www.tonio.or.jp/info/toyama-coordinator/
検索 ➡ TONIO 各 CD 紹介

講座では、ボランティアのことや介護技術の
ことなど、すぐに実践できる知識や技術を分かり
やすく学べます。みなさん受講してみませんか。

日時 ７月 日 月・
(祝 小
) 雨決行
午前８時 分（受付）～
午後０時 分頃（閉会式）
場所 大島中央公園コミュニ
ティ広場
対象者 射水市民又は市内の
団体・企業で勤務する方
参加費 ５００円
申込期限 ７月 日 必着
その他 競技方法等について
はお問い合わせください。
申込・問合せ先
射水市大島グラウンド・ゴ
ルフ協会事務局 吉(野 )
３
―８３３

事業所の新商品・技術開発や経営改善など、日頃からお
困りのことをこの機会にお気軽にご相談ください。
●相談会の申込み方法
｢ものづくり開発・経営支援相談会申込書」を、商
工企業立地課へ提出してください。
＊相談予約受付期日は、７月12日(水)です。
＊申込書は、市のホームページよりダウンロードでき
るほか、商工企業立地課・射水商工会議所・射水市
商工会の窓口でも入手できます。
＊相談会に申込みをいただいた方には、後日、日程を
送付します。
●日 時 ８月29日(火)
午後１時～１時30分 セミナー ｢中小企業支援制度について｣
午後１時30分～４時 ものづくり開発・経営支援相談会
●場 所 高周波文化ホール（新湊中央文化会館）展示室
●対象者 とやま呉西圏域内の中小企業者及び小規模事業者
●参加費 無料
●研究機関等 富山県立大学、富山大学研究推進機構産学
連携推進センター、富山高等専門学校、富山県新世紀
産業機構、富山県工業技術センター

心の健康ボランティア
養成講座

ものづくり開発・経営支援セミナー＆ 地域つくりかえ講座を開催します！
市では、富山福祉短期大学と共催で、地域つ
相談会の申込みについて
くりかえ講座を開催しています。

対象者 精神保健福祉につい
て関心があり、継続して講
座に参加できる方
日時
１回目 ７月 日
２回目 ７月 日
３回目 ８月８ 日

とやま呉西圏域連携事業

※詳細は各施設へお問い合わせください
６月10日(土)
11日(日)
18日(日)
21日(水)
24日(土)
25日(日)

劇団「絆」
足洗カラオケ ｢ナツメロ｣発表会
(11 :00)
藤山一座
のじた踊り・カラオケ発表会
(12 :30～)
ひまわり一座
劇団「つくし」
認知症相談会(13:00～14:00)

※介護予防事業
｢いみず湯どころ体操教室」開催中
・毎週火曜日 13 :30～14 :30
(受付 13 :00～ 血圧測定あり)
・持ち物：内履き、飲料水

射水市公募提案型市民協働事業

『森であそぼう！ 里山さんぽ』参加者募集
親子で自然の中に出かけませんか？
子ども達は凸凹道を歩いたり、小さな美しいものを見つけたりするのが大好き。
ワクワクがあふれる爽やかな夏の森を親子で楽しみましょう！
日時 ７月15日(土) 午前９時30分～正午頃 (雨天決行)
対象 射水市在住の年少～年長児親子 定員20組(40名)程度（先着順)
場所 富山県自然博物園ねいの里
参加費 １人500円
申込､問合せ先 「富山森のこども園」
締切り ７月７日(金)
メールアドレス toyama.morinoko@gmail.com
Ｅメールにて参加者氏名、子どもの年齢、連絡先、住所を連絡
主催 富山県福祉短期大学

実施 富山森のこども園
2017.6
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高周波文化ホール（新湊中央文化会館）

■ 演歌新時代 山内惠介 熱唱ライブ2017

■ 南こうせつコンサートツアー2017～おもかげ色の空～

～新たなる歌の道・あなたと共に～
好評発売中！
６月10日(土)

８月20日(日)

午後２時30分開場 午後３時開演
入場料：全席指定 5,500円 (会員 5,000円）

入場料：全席指定 5,500円 (会員 5,000円）

6月11日(日) ホールメイト発売開始!
午後４時30分開場 午後５時開演 6月18日(日) 一般発売開始！
(当日500円高） ※未就学児入場不可

(当日500円高） ※未就学児入場不可

■ しまじろうコンサート ｢しまじろうともりのきかんしゃ｣
８月６日(日) ①午前11時開場 午前11時30分開演
②午後２時開場 午後２時30分開演
入場料：全席指定 会館特別価格 2,280円
好評発売中！
(ホールメイト･友の会会員割引はありません｡）
※３歳以上有料。３歳未満は保護者１名につきお子さま１名までひざ上無料。
(席が必要な場合は有料)

■ 演奏活動30周年 金川睦美ソプラノリサイタル
８月19日(土) 午後１時30分開場 午後２時開演

｢神田川」｢妹」｢赤ちょうちん」ほか数々のヒット
曲でも知られ、現在もライブを中心に積極的に活
動し、常にアーティストとして未来を見据えると
いう姿勢と、大地に根ざした独自のライフスタイ
ルで多くの共感と支持を得ている南こうせつによるコンサート。

■ Little Glee Monster 2017秋ツアー
10月21日(土)

午後４時30分開場 午後５時開演
入場料：全席指定 6,500円 (会員 6,200円） (当日500円高）
６月24日(土)～30日(金)ホールメイト･友の会先行発売！
７月29日(土) 一般発売開始！

■

入場料：全席自由 一般 3,000円 好評発売中！
高校生以下 1,000円 (当日500円高)
特別出演：澤武紀行 (テノール) ピアノ：呉 恵珠

ロビーコンサートのご案内

６月25日(日)

■ エグスプロージョン＆ひとりでできるもん with KAMIYAMA
スペシャルパフォーマンスライブ

好評発売中！

６月17日(土)
午後１時30分開場 午後２時開演
入場料：全席指定
一般 3,000円（会員 2,700円）
高校生以下 1,000円(会員 900円)
｢本能寺の変」等を題材にしたダンスでおなじみのエグスプ
ロージョン、謎の覆面ダンサーひとりでできるもん、世界的パ
ントマイムパフォーマーKAMIYAMAのパフォーマンスを堪能で
きるイベント。射水市を拠点に活躍中のIMZipも出演します。

■ ホール利用申込抽選会のご案内

■ 千住真理子ヴァイオリンリサイタル
７月１日(土)

好評発売中！
午後１時30分開場 午後２時開演
入場料：全席指定
一
般 3,500円（会員 3,200円）
高校生以下 1,000円（会員 900円）
音楽活動のみならず、テレビ、ラジオなどの出演や執筆活
動など多岐にわたり活躍。愛器ストラディヴァリウス「デュ
ランティ」と運命的な出会いを果たした千住真理子が奏で
る名曲の数々をお楽しみください。

■ 大門ホールシネマ上映会

■ 江戸風流恋語り

７月８日(土) 「レ・ミゼラブル」
午後１時30分開演 (158分)
入場無料 (要入場整理券）
日本を含む全世界中で愛され続ける空前の大
ヒット・ミュージカルを、豪華キャストを起
用し圧倒的なスケールでスクリーンへと昇格
させたミュージカル超大作。
出演：ヒュー・ジャックマン アン・ハサウェイ
整理券設置場所 大門総合会館
高周波文化ホール (新湊中央文化会館)
アイザック小杉文化ホール

(C)2012 Universal Studios.ALL RIGHTS RESERVED

好評発売中！
７月29日(土) 午後１時30分開場 午後２時開演
入場料：全席指定 3,000円（会員 2,700円）
(当日500円高)

神田 蘭

2017.6

うめ吉

●６月の休館日 ６日､13日､20日､27日
http://www.imizubunka.or.jp/tougei/ ５４－１２０１

“転写紙”と呼ばれるシートを切って貼るだけですのでお気軽にご参加いただけます！
自分だけのオリジナルアクセサリーを作ってみてはいかがですか？
時 間 午前９時30分～正午
実施日 ６月10日(土)及び14日(水)
料 金 1,100円（丸と四角各1個）
定 員 各10名 (計20名)
申し込み方法 電話にてお申込みください。 54－1201

企画展「追悼展 郷倉和子 80年のあゆみ｣
開催中～６月25日(日)
昨年他界した日本画家で射水市名誉市民の郷倉和子氏
の青年期から晩年にいたる80年間に描いた作品の数々を
紹介しています。５月31日から代表作「夜明け」を展示
しました。この機会にぜひご観覧ください。
●記念茶会

６月25日(日)

午前10時～午後２時

お茶券(当日販売)
・一般 300円
・親子券500円

●６月の休園日 ６日､13日､27日

太閤山ランド

５６－６１１６

2017 あじさい祭り in 太閤山ランド
あじさい通り500ｍの両側に約70
種２万株のあじさいが咲き誇ります。
期間中には、琴コンサートやお茶会
のほか、あじさいの挿し木体験や透
明傘にイラストを自由に描くイベン
トなどが開催されます。
週末(金・土)にはライトアップ(夕方)されたあじさいを散
策しに来てください。

日時

６月16日(金)～25日(日)
午前９時～午後４時30分

(最終日は午後４時)

◆各種イベントは開催期間中の土・日曜日に開催

※観覧料は別途
必要

・あじさい茶会 17・18日
・クラフト教室 17・18日
・琴コンサート 24・25日
・あじさい挿し木体験
18・25日

「夜明け」
(平成８年)

●６月の休館日 ５日､12日､19日､26日､30日

大島絵本館

５２－６７８０

海王丸パーク

・自然観察会
18日
・あじさい新品種紹介
16日～25日
・押し花作品展
16日～25日
●６月の定休日 ７日､14日､21日､28日

８２－５１８１

ひがしちから絵本原画展

総帆展帆

白い線の上だけを歩くという､誰もが子ども時代に経験し
たような遊びが題材の『ぼくのかえりみち』､みんなで盛り
上がれる笑い満載の『いま､なんさい？』
をご紹介します。
展示原画：
『ぼくのかえりみち』
『いま､なんさい？』(BL出版)
期
間：７月20日(木)まで

６月18 日 (日) 午前10 時～午後 3 時 30 分

パフォーマーの指先から生み出される砂絵が見る見
るうちに物語に！その幻想的な世界をスクリーンに
投影します。子どもも大人も楽しめる新感覚ライブ。
とき：６月25日(日) 午後２時～３時
料金：大人1,500円 小人(３歳以上～高校生)800円

おおしま国際手づくり絵本コンクール2017参加作品展
とき：６月11日(日)まで
応募全作品を一同に展示。感性あふれる手づくり絵本を
手にとってご鑑賞ください。

29 枚ある全ての帆をひろげます。
※すべての帆がひろがっている時間 午前11時30分～午後２時

「幸せのベル結婚式」を挙げませんか
帆船海王丸の「タイムベル」は、大勢の船乗りに見守ら
れてきたことから不思議なパワーがあるとされ、また海王
丸の誕生日
（進水日）
がバレンタインデーでもあることから、
多くのカップルの方々がベルを鳴らしています。このこと
から、海王丸のタイムベルは、
「幸せのベル」と呼ばれて
います。海王丸の「幸せのベル」を鳴らして、普段着の手
作り結婚式を挙げてみませんか。

＜幸せのベル結婚式次第＞
(1) 誓いの言葉
(2)「幸せのベル」を鳴らす
(3)「幸せのベル結婚式」証明書に署名

※未就学児入場不可

春野恵子(浪曲)、神田蘭(講談)、うめ吉(俗曲)の今最も注目
されている美女芸人３
名による日本の古典芸
能。恋愛をテーマにそ
れぞれが演じるほか、
全員でのトークコー
ナーもあります。
春野 恵子

８３－０８００

やわらかな砂の調べ サンドアートパフォーマンスグループSILT-clarte-

午前10時～

ホ ー ル 平成30年７月２日(月)～７月30日(月)
研修室等 平成30年１月４日(木)～１月31日(水)

対象期間

●６月の休館日 ６日､13日､20日､26～29日

新湊博物館

時間：午後２時～午後３時

●６月の休館日 19日
http://www.imizubunka.or.jp/daimon/ ５２－０５６４

大門総合会館
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入場無料

●６月の休館日 ６日､13日､20日､27日
http://www.imizubunka.or.jp/rapport ５６－１５１５

７月１日(土)

右記の日程でホール利用申込抽選会を行います。
ご利用希望の方は遅延のないよう、ご来館ください。

■ 金・銀で彩るネックレス作り

※３歳以上
チケット必要

(当日一般のみ500円高) ※未就学児入場不可

(当日一般のみ500円高) ※未就学児入場不可

陶房「匠の里」

合唱サークル わらべ

会場：大ホールロビー

アイザック小杉文化ホール ラポール

射水おでかけガイド

●６月の休館日 19日
http://www.imizubunka.or.jp/chubun/ ８２－８４００

■ ６月の郷土陶芸作家展
越中瀬戸四郎八窯
加藤聡明展
６月９日(金)～７月２日(日)

小杉展示館
竹内源造記念館

５５－３３３８
５５－３２８８

●６月の休館日

＜小杉展示館＞ ～夢ロゴアート展示会と体験会～
日時：６月13日(火) 正午～
７月９日(日) 午後４時
体験会 (参加費500円) は６月24日(土)
午前10時～11時半

＜竹内源造記念館＞

万葉線「路電の日」電車まつり

５日､12日､19日､26日

●本格鏝絵教室
日時：１回目 ６月25日(日)
２回目 ７月９日(日) ３回目 ７月23日(日)
講師：佐伯 昌徳氏
時間：午前10時～正午
費用：3,000円
体験：２時間程度×３回
申込：要電話予約
定員：10名
●型抜き鏝絵・シックイボール制作体験
日時：(本格鏝絵教室以外の日曜日) 午前10時～
時間：１時間程度
申込：要電話予約

日時
場所
内容

６月10日(土) 午前10時～午後３時
万葉線㈱（万葉線米島口電停下車すぐ）
万葉線開業15周年記念ビッグバンド演奏、
ミニドラえもんトラム運行(雨天中止)、
グッズ販売、縁日コーナーほか

しの方には、
万葉線でお越

車券を
帰りの無料乗
プレゼント！

問合せ先

万葉線㈱総務課
25－4139
2017.6
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まちかどフォトグラフ
Photograph Topics & News
春の獅子舞まつり
４月から５月中旬にかけて、市内の各地で獅子舞まつりが行われました。
近年はお祭りの担い手不足等により、祭礼を週末に変更する団体も多く
なりました。地元では、賑わいが分散されることを心配する声もありま
すが、四方八方から「イヤサー」の掛け声とともに笛や太鼓の音が聞こ
え、まち全体が盛り上がっていました。

各 種 相 談
●行政・人権相談
午後１時30分～４時
51ー6622
・６月７日(水)、７月５日(水)
小杉社会福祉会館
・６月８日(木)、７月13日(木)
新湊交流会館
・６月21日(水)、７月19日(水)
大門総合会館
・６月27日(火)、７月25日(火)
射水市役所
・６月休み、７月５日(水)
※人権相談のみ
下村コミュニティセンター
●心配ごと相談 午後１時30分～４時
・６月５日(月)、19日(月)、
７月３日(月)
小杉社会福祉会館 55ー2813
・６月１日(木)、15日(木)、
７月６日(木)、20日(木)
新湊交流会館
82ー8450
・６月６日(火)、20日(火)、
７月４日(火)、18日(火)
大島社会福祉センター 52ー5190

下村加茂神社「やんさんま祭り」

●行政書士による無料相談（予約優先）
相続・遺言・成年後見等 56ー4573
・６月23日(金)、７月28日(金)
午後２時～４時30分
小杉社会福祉会館
●成年後見制度相談（予約優先）
51ー6625
・６月28日(水)、７月26日(水)
午後２時～４時 射水市役所

５月４日、下村加茂神社において、950年以上の
伝統を持つ「やんさんま祭り」が執り行われまし
た。本行事は、五穀豊穣を祈る神事で、平成26年

●税理士の無料税務相談（要予約）
076ー422ー4034
・６月15日(木)、７月20日(木)
午後１時～４時 高岡商工ビル４階
相談日の１週間前の午前９時から受付

に県の無形民俗文化財に指定されました。祭りの
クライマックスとなる流鏑馬式（やんさんま）で
は、下村愛馬クラブのメンバーが疾走する馬上か
ら的をめがけて弓を放ち、大勢の観客が歓声をあ
げていました。

６月の
追悼展 郷倉和子80年のあゆみ

休日窓口
日程
問合せ先

新湊博物館において、昨年４月に逝去された郷倉和
子氏の追悼展が開催されています。どの作品も清楚な
空気を放ち、見るものの心を静謐の世界へ導いてくれ
ます。開催初日のオープニング式典では来賓による
テープカットののち、八木宏昌富山県美術館学芸課長
による展示解説が行われました。

住民票・戸籍関係
市民課
所得証明関係

課税課
51－6618
子ども医療費関係
子育て支援課 51－6629
障害者等医療費関係
社会福祉課

21 いみず
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51－6621

51－6626

■日

●無料法律相談（要予約） 51ー6615
・６月22日(木)、７月27日(木)
午後１時～４時 射水市役所
６月分は８日午前８時30分から
電話による受付（先着６人）
●もの忘れ・認知症相談会 51ー6625
午前10時～正午
・６月８日(木) 射水市民病院
・７月13日(木) 射水市役所
●認知症カフェ
・６月１日(木)、７月６日(木)
午後１時30分～３時30分
太閤の杜内
56ー8727
・６月10日(土)、７月８日(土)
午後２時～４時
大江苑内
55ー8888
・６月17日(土)
午後１時30分～３時30分
射水万葉苑内
84ー5678
・６月17日(土)、７月15日(土)
午後１時30分～３時30分
七美ことぶき苑内 86ー2500
・６月８日(木)
午後２時30分～４時30分
真生会富山病院内 52ー1556
・７月16日(日)
午後２時～４時
本町サポートセンター内 84ー5678

太閤山ショッピングセンターパスコ
55ー1298
・６月18日(日) 午前10時～午後３時
カモン新湊ショッピングセンター
82ー4511
※どんなことでも（見積りも）無料で
相談に応じます。
●家庭児童・母子父子相談 51ー6629
・月曜日～金曜日（祝日を除く）
午前９時～午後５時 射水市役所
●子どもの悩み総合相談
・FAX 52ー3122
・月曜日～金曜日（祝日除く）
午前９時～午後５時
射水市子ども子育て総合支援センター１階
kodomo-soudan@city.imizu.toyama.jp
●精神科医・心理士による子ども相談
55ー2799
子どもの権利支援センター
（来所相談のみ・要予約）
・第１水曜日（祝日除く)
午後２時～５時
・第２月曜日、第３、第４水曜日
（祝日除く)
午後３時～４時30分
●教育相談
82ー1678
・火曜日、木曜日（祝日除く）
午後１時～５時
教育センター教育相談室

●女性のための無料相談
51ー6622
（パートナーや子どもとの関係など）
・６月13日(火)、７月19日(水)
午前10時～午後３時
●ポルトガル語困りごと・生活相談
・６月28日(水) 午後１時～４時
日時：６月19日(月) 午前９時～正午
※女性専門相談員が対応します。
場所：射水市役所２階 相談室204
※完全予約制、事前にお電話ください。
原則、偶数月第３月曜日のみ開催します。
※相談時間は50分です。
CONSULTAS SOBRE O COTIDIANO (em
●消費生活相談
português)
52ー7974
・月曜日～金曜日（祝日を除く）
Data e horas: 19 de junho (segunda-feira)
午前９時～午後４時 射水市役所
9:00 hs às 12:00 hs.
Local: Prefeitura de Imizu (prédio novo),
●住宅相談 (耐震補強やリフォーム工事の
sala de consultas 204 2º andar.
相談､介護保険を利用した住宅改修など)
O atendimento em português será na 3ª
・６月18日(日) 午前10時～午後４時
segunda-feira dos meses pares.

程

６月４日(日)、11日(日)、18日(日)、25日(日)
※25日(日) はマイナンバ―カード (個人番号カード) の交付も行います。
午前８時30分～午後０時30分
射水市役所１階 証明書発行窓口

■ 開設時間
■ 開設場所
■ 取扱業務
・住民票の写し（現在住民票のみ）の交付、戸籍謄本・抄本（現在戸籍のみ）
及び戸籍附票の写しの交付（現在戸籍附票のみ）
※本人確認できる書類等を持参願います。
※委任状が必要な場合があります。
・所得証明書、所得課税証明書の交付（直近のものに限る）
・印鑑登録証明書の交付
※射水市印鑑登録証（カード）を持参願います。
・福祉医療費請求書の交付事務(用紙の交付のみ)
（子ども医療費、妊産婦医療費、ひとり親家庭等医療費及び重度心身障害者等医
療費助成事業）
※健康保険証及び受給資格証を持参、提示願います。

2017.6
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着物レンタル店「おきがえ処・内
で帰ってしまい、これでは何も残

最｢ 近 は ロ ケ 地 巡 り の 団 体 ツ
アー客が来ても短時間の散策だけ

にもなり注目が高まっているにも

ん。近年、映画やドラマのロケ地

願い様々な活動をしてきた川口さ

以上前から、内川周辺の活性化を

とのこと。着物というと京都や金

ずつ県外のお客さんも増えている

やインスタグラムの影響で、少し

川口さん。最近はフェイスブック

てもらえれば印象に残るはず」と

｢花より団子ツアー」でのひとコマ。
始終、賑やかなイベントでした。

ＫＩＰＰＯでは、内川の魅力を
紹介する企画として４月に「花よ
り 団 子 ツ ア ー 、｣ ５ 月 に 「 聖 地 巡
礼ツアー」が開催されました。今
後も毎月１度のペースで、魅力的
なイベントを予定しており、地域
を知り尽くした川口さんが、手を
変え品を変え、内川の魅力を余す
ことなく紹介してくれます。

いみず 22
2017.6

いみずの人 なかま
キ

(
おきがえ処・内川ＫＩＰ
ＰＯ)
川口 貴巳 さん

川ＫＩＰＰＯ」が新湊内川にオー
らない。着物でまち歩きを体験し

２０１６年７月、街歩き専用の

年

かかわらず、周辺が閑散としてい
沢といったイメージがありますが、

プンしました。オーナーは、

てはイメージが悪い。知人からの

10
情緒豊かな内川で着物体験ができ

作り方

空き家の紹介をきっかけに開業を
る こ と に 驚 か れ る 方 も 多 く、リ
ピーターもいらっしゃいます。

2017.6
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決意しました。

内川への思いを熱く語る川口さん

小物の販売もあります。
商品は地域の方の手作りです。
自
※薦、他薦は問いません。このコーナーに登場
してみませんか。ご連絡をお待ちしています。
ー６６１４
未来創造課

51

vol.

ヨーグルトのフルフルゼリー

店内には素敵な中庭があり、
結婚式の前撮り等にも使われます。
空き家を改修した店頭の様子

137
材料（２～３人分）

①Aの粉ゼラチンを分量の水に振り入れ、ふやかす。
②鍋に牛乳の半量、砂糖を入れて中火にかけ、①を加えて砂糖とゼラチン
をとかす。
③残りの牛乳、ヨーグルトを加え、鍋の底を氷に当てながら泡立てない
ようにかき混ぜ、冷やす。
④ゆるいとろみがついたら容器に流し入れ、冷蔵庫でよく冷やす。
⑤オレンジジュースとコーンスターチを鍋に入れて火にかけ、とろみが
でるまでよくかき混ぜる。
⑥冷えたゼリーに常温で冷ました⑤をかける。
牛乳…………………………1カップ
プレーンヨーグルト…………1/4カップ
砂糖…………………………30ｇ
粉ゼラチン………………2.5ｇ
Ａ
水…………………………大さじ1
100％オレンジジュース……100cc
コーンスターチ………………大さじ1/2

{

口溶けなめらか
ツ
ひんやりスイー

すめ
す
お
ピ
レシ

６月は食育月間です
推進員の
改善
活
生
食

いみず

広報

射水市ものづくり産業観光ツアー
日 時

定 員

※集合・解散場所は小杉駅南口
又は道の駅新湊のどちらかお
選びください。

3,000円 (消費税、昼食代、見学・体験費用含む)
申込期限 ６月12日 (月)
30名

※電話又は射水商工会議所のホームページからお申し込みください。
お申し込みいただいた方には参加費の振込用紙を送付します。お振
込が確認できた時点で、申込完了となります。

行 程

●編集・発行 富山県射水市未来創造課

●平成 年６月号（６月１日発行）

集合 ➡ 三協立山㈱射水工場(工場見学)
➡ 新湊きっときと市場(昼食／あいの風
御膳) ➡ 新湊かまぼこ(細工かまぼこ作
り体験) ➡ 海王丸パーク(新湊観光船 内
川遊覧) ➡ 道の駅新湊(買物) ➡ 解散

申込・問合せ先

射水商工会議所

無料です！

公衆浴場の待合スペース等を会場に、
介護予防を目的とした体操教室を開催します。
対 象 者

市内に居住する概ね65歳以上の方

実施内容

講師によるストレッチ、ヨガ、リズム体操など

問合せ先

地域福祉課  51－6625

会 場 名

開催日・時間 住所・電話番号

備 考

火曜日
足洗新町1丁目5番地 事前申込み
13 : 30～14 : 30 86－2722 必
要
串田1395
木曜日
大門コミュニティセントー 13 : 30～14 : 30 56－6443 申込み不要
足洗老人福祉センター

木曜日
中太閤山1丁目1番地1
申込み不要
ぽかぽかランド太閤山店 15 : 00～16 : 00
56－2929

84－5110

ＨＰ http://imizucci.jp

都市鉱山からつくる！ みんなのメダルプロジェクト
公共施設への持ち込み (２カ所)
・射水市役所本庁舎
・クリーンピア射水

回収品目

不要な携帯電話・スマートフォンが、東京オリンピック・パラリンピックのメダルに
生まれ変わります。
問合せ先 環境課  51－6624
回収方法

〒９３９ ０
―２９４ 富山県射水市新開発４１０番地１
０７６６ ５
０７６６ ５
―１ ６
―６１４
―１ ６
―６６８

TEL

午前９時～午後５時

●小杉駅南口 午前９時集合
●道の駅新湊 午前９時35分集合

参加費

29

６月30日 (金)

｢いみず湯どころ体操教室」
に参加しませんか 参加費は

・携帯電話
・スマートフォン

(全２品目)

【クリーンピア射水へ持込みの場合ＰＣ可】

小型家電は大事な資源、リサイクル回収にご協力ください。
企業広告

FAX

射水市代表電話

０７６６（５１）６６００



〈企業広告募集〉問合せ先

広告代理店／㈱協和総商 21－0319

射水市の人口・世帯数

行政情報をスマホで確認！
ダウンロードはこちらから

無料アプリ「マチイロ」を使って、いつ
でも、どこでも広報紙を読むことができ
ます！
また、市ホームページの最新情報を気に
なるカテゴリーを選んで確認できます！

平成29年４月末現在の射水市住民基本台帳人口 ※( )内は前月比｡

人 口

93 , 658 人

(－ 59) (うち外国人

2 , 063人)

男 性

45 , 514 人

(－ 32) (うち外国人

1 , 106人)

女 性

48 , 144 人

(－ 27) (うち外国人

957人)

世帯数

34 , 536 人

(＋ 74) (うち外国人のみの世帯 956世帯)

