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近日公開

くわしくは、うら表紙をチェック！

奈呉の浦大橋から見た日の出

2018

1

月

J��u���

夏野元志

合交流施設の整備に向け、公募型
プロポーザルを実施し、本年３月
末には優先交渉権者を決定する予
定としております。また、旧小杉
庁舎跡地では県内初となる私立小
学校の建設が予定されています。

19日 射水市長選挙、射水市議会議員選挙
26日 第31回全国健康福祉祭「ねんりんピック富山2018」
リハーサル大会「第64回地域職域対抗弓道大会」の開催

射水市長

11 月

いみず 2
2018.1

富山マラソン2017

一方、将来にわたって、持続可
能な社会基盤を確立していくため、
市では、これまで取り組んできた
公共施設の統廃合による施設配置
の最適化や、定員適正化計画に基
づく人件費の削減に加え、行政コ
ストに見合った受益者負担の適正
化等、新たな行財政改革にも果敢
に挑戦していく必要があります。

ほうすう

画のロケ地に多くの観光客の皆さ
んにお越しをいただき、ますます
賑わいを見せております。

29日 いみず鳳雛きらめき塾の実施（～30日、11月11日）
29日 富山マラソン2017

活力に満ち、市民が夢と希望を
持てる地域社会の実現を目指して
各種施策を着実に推進し、市民の
皆様が住んでよかったと実感でき
る「選ばれるまち 快適安心居住
都市 いみず」の実現に向け、全
力を挙げて邁進してまいりますの
で、引き続き、皆様のお力添えを
賜りますようお願い申し上げます。

富山大会

複数組のカップルが誕生するなど、
徐々に成果を上げてきております。
昨年４月には旧大門庁舎を活用再
整備した、子ども子育て総合支援
センター「キッズポートいみず」
がオープン。これまで保健セン
ターや子育て支援センター等で
行っていた妊娠、出産、育児、そ
れぞれの相談業務を集約化すると
ともに、新たに発達支援に関する
専門的な相談窓口も設けるなど、
支援体制の充実を図ってまいりま
した。

10 月

結びに、本年が皆様にとって素
晴らしい年となりますよう心から
ご祈念申し上げまして、年頭のご
あいさつといたします。

１ 日 射水ケーブルネットワーク株式会社との「ＩＣＴ活用学級
復帰支援協働事業の連携・協力に関する協定」締結式
26日 第31回全国健康福祉祭「ねんりんピック富山2018」
射水市実行委員会設立
30日 市長および市幹部職員によるイクボス宣言

庁舎跡地の利活用につきまして
は、地域の特性を活かしたまちづ
くりを進めるべく、旧新湊庁舎跡
地では、民間活力の導入による複

１ 日 射水市マンホールカード配布開始、
姉妹都市北海道剣淵町とマンホール蓋を交換し
「道の駅カモンパーク新湊」に設置
11日 第１回下条川みこし祭り

年頭のごあいさつ

10

11日 射水ベイエリアが舞台となった映画「真白の恋」富山で先行上映
22日 映画「人生の約束」が第７回ロケーションジャパン大賞特別賞
(撮影サポート部門) 受賞
25日 射水市民病院診療棟耐震化整備事業完了式

さて、少子高齢化、人口減少が
全国的な課題となっている中、本
市においても、その克服と地域の
活性化に全力で取り組んでいると
ころです。特に、若者世代の定住
促進や空き家対策支援など、人口
の社会増対策をはじめ、第２子及
びひとり親家庭等の保育料の一部
無料化などの自然増対策も着実に
進めてきております。また、結婚
を希望する独身男女の方々に出会
いの場の提供や支援を行う「射水
市婚活サポーターズクラブ」では、
３回の婚活イベントを開催され、

カップ
７月 タモリ

１ 日 新湊曳山祭りで過去最多の11万人の観衆
４ 日 田知本遥選手（リオデジャネイロオリンピック
柔道女子70㎏級金メダリスト）引退表明
７ 日 映画「ナラタージュ」公開

天皇皇后両陛下の行幸啓
５月

３ 日 学生による機能別団員（学生消防団員）の入団式
15日 射水ベイバス実証運行（～11月12日）
16日 タモリカップ富山大会の開催

10月
2018.1

いみず
3

月

8

月

7

月

明けましておめでとうございま
す。市民の皆様方には、ご健勝で
輝かしい新春をお迎えのことと心
からお慶び申し上げます。
昨年 月に、市長として３期目
のスタートを切ってから最初の新
年を迎えました。市政を担う責任
の重さを胸に刻み、その負託に
しっかりとお応えしていく決意を
新たにしております。

５ 日 第1回いみずムズムズ婚活パーティー開催
(第２回：７月22日、第３回：11月26日)

昨年は、２月に射水ベイエリア
全域で撮影が行われた映画「真白
の恋」の公開や、 月の「ナラ
タージュ」の公開など、射水市が
舞台となった映画が相次いで公開
され、射水市の魅力を全国に発信
することができました。これら映

17日 富山県新湊マリーナ拡張整備概成記念式典
27日 天皇皇后両陛下の行幸啓で市内沿道での奉迎
(第68回全国植樹祭)

映画「真白の恋」富山で先行上映
(スタッフの市長表敬訪問)
２月

１ 日 旧新湊中学校武道館を改修した介護予防施設
「射水市いきいき長寿館」オープン
３ 日 子ども子育て総合支援センター
「キッズポートいみず」オープン
14日 ＪＲ西日本との「サクラマス陸上養殖における連携に
関する協定」締結

２月 射水市
民病院診
耐震化整備事 療棟
業完了式

6

月

5

月

3

月

4

11

2

月

こんな年でした

９ 日 作道コミュニティセンター竣工式
23日 大和ハウス工業株式会社と小杉インターパーク内での北陸最大級の
大型物流業務施設の立地に向けた土地売買契約締結

2017年は
1月

子育てや学びがもっと
新春
対談
楽しくなるまち 射水
～射水市の子育て・教育について～
射水市はこれまで「子育てするなら射水市で」をスローガンに、
県内のトップランナーとして子育て施策を推進してきました。
子育て世代を中心とした多くの方から選ばれるためにはどうし
たら良いのか、それぞれの思いを熱く語っていただきました。

林原 自宅を拠点に編集者やライ
ターをしています。また、ワーキ
環境では、ＡＬＴの先生の活動や

新しい建造物もあります。子育て

も、海、山、里がある。また、長

ングマザーとして、家庭と仕事の
不登校対策も充実しています。相

ています。

両立を目指す方にコーチングセッ
談室登校があり、ＩＣＴを利用し
立大学などの高等教育機関も集積

い歴史があり、新湊大橋のような

ションを行っています。
越後 射水市ＰＴＡ連絡協議会の会
長として、子どもたちの学習環境、
していて学びの幅がとても広いと

た遠隔授業も始まっています。県

教育環境の発展に向け活動してい
思います。

市長 そうですね、非常に心強く感
じました。

ね。

松木 子育て施策・学習環境が市外
の方からも評価されているんです

ます。
子育て・教育環境の魅力
松木 林原さんにお聞きします。
「はっぴーママ」の前編集長とし
て、射水市の子育て環境の魅力と
はどのようなところですか。

藤井 富山福祉短期大学の幼児教育
学科で保育士や幼稚園教諭を目指

応えしていく決意を新たにしてお

に刻み、その負託にしっかりとお

切り、市政を担う責任の重さを胸

市長として第３期目のスタートを

市長 さわやかで清々しい気持ちで
新年を迎えました。昨年 月に、

れられているなと感じています。

業」は、子育て世代の声が取り入

を行う「射水っ子音楽活動推進事

奏楽部の楽器購入費用などの助成

親身に話を聞いてくれますし、吹

援センターが充実し、スタッフが

ことができます。また、子育て支

らも評判の高い施設に気軽に行く

ク、太閤山ランドのような県外か

本館や陶房「匠の里」、海王丸パー

している点です。例えば、大島絵

まずは、交通の便や施設が充実

いつものお散歩がより楽しくなる

の遊びをしたり、金山保育園では、

里山の中で虫捕りやクラフトなど

「里山さんぽ」を実施しました。

市と富山福祉短期大学の協働事業

いということで、昨年から、射水

そこをなんとかしなくてはいけな

とのない世代になってきています。

実は、親御さんも虫捕りをしたこ

会の子どもたちと変わりません。

それは自然が豊かな射水市でも都

藤井 「生きる力」に必要な生活体
験や自然体験が不足しています。

松木 藤井さんは現代の子どもたち
を見て感じることはありますか。

す学生の指導に携わっています。
射水市の持つ多様な環境も魅力

林原 射水市が良いというお話はい
ろいろな方からお聞きします。

専門は自然保育で、子どもたちの
です。例えば自然環境一つとって

いますか。

松木 早速ですが、皆さんは、現在
どのようなお仕事や活動をされて

ります。

自然体験活動を応援する活動をし

これからはサービスの質も高め

を出すことで前向きになる効果が

越後 ＰＴＡの一押しの事業として
は、あいさつ運動があります。声

育て総合支援センター「キッズ

昨年４月にオープンした子ども子

めていきます。代表的なものが、

でやってみよう」と最初の一歩を

うすれば楽しいんだ」
「次は家族
話し合い、心配ごとや悩みを発表

プログラム」を活用し、親同士が

また、県教育委員会の「親学び

学びについては、子どもたちの

ただいています。

半年で２万人を超える方に利用い

な支援が行えるようになりました。

松木 自然環境を生かした遊びは、

提案をしました。

ＰＴＡの一押しの取組などをお聞

持ちで新年を迎えられましたか。

松木 夏野市長あけましておめでと
うございます。今年はどんなお気

司会 松木かおり（射水ケーブルネットワーク株式会社）

どのようなものがありますか。

るため、子育ての不安や悩みを喜

ども以上に喜んでおられました。
あり、防犯の効果もあると思いま

ポートいみず」です。妊娠、出産、

かせください。

たき火でマシュマロをあぶったり、
す。また、保護者同士、教員同士

子育てなどのステージで悩みや相

びや楽しみに変えていく取組を進

パンプキンスープを作ったりしま
の連携・確認の場にもなっていま

藤井 「里山さんぽ」では、たき火
をしましたが、保護者の方々が子

した。
す。

踏み出すきっかけが必要だと感じ

する場を設けています。その中で

談について切れ目なく、きめ細か

ただ「自然の中で遊びなさい」
と言っても難しいですよね。
「こ

ます。

確かな学力の定着に向けて学習サ

林原 上の２人を出産したのは県外
で、約 年前にＵターンして３人

子どもとの接し方、親としての心

「学び応援塾」を実施しています。

目をこちらで出産しました。戻っ

ポーターを小・中学校へ配置し、

昨年は、
「いみず鳳雛（ほうす

てきて本当によかったと思います。

構えを学ぶことができ、保護者同

松木 続いて、越後さんにお聞きし
ます。
「家庭・学校・地域」がう

う）きらめき塾」を行いました。

長女を出産した時は、横浜のア

教員ＯＢや大学生に協力をいただ

市内の中学生が、射水市にゆかり

パートでのハードな育児生活でし

士のネットワークにもなっていま

まく連携していると感じることや、

松木 地域と連携し、子どもを育て
る環境が整っていますね。

のある方で首都圏で活躍する経済

た。台風のときも仕事は休めない

いて土曜日などに補充学習を行う

越後 先日、学校の運動会に来られ
た地域の方が、オープンな場で開

人からお話を聞き、職場体験をし

のでベビーカーにカバーをかけ、

す。

催されている運動会が素晴らしい

ました。子どもたちが視野を広げ、

自分もカッパを着て、 分かけて

松木 射水市の子育て施策・教育施
策の強みは何でしょうか。

と言っておられました。

その無限の可能性をしっかり伸ば

保育園へ行き、ずぶ濡れになりな
市長 「子育てするなら射水、学ぶ
なら射水」というスローガンを掲
げ、県内の自治体に先がけて、中

がら出勤するのが当たり前の生活
でした。また、転勤が重なり、子
松木 林原さんは３人のお子さんを
育てながら、林原商店を起業され

そんな時に３人目の妊娠がわかり、

態になることも気になっていました。

どもたちがふるさとを持たない状
や第３子以降の保育料の無料化な

ました。仕事と子育ての両立につ

学校３年生までの医療費の無料化
ど子育て世代の負担軽減に取り組

ふるさとへ帰ることになりました。
んできました。

いてお聞かせください。

子育てエピソード

していく取組です。

11

11

いみず 4
2018.1

「里山さんぽ」のようす
2018.1

いみず
5

20

キッズポートいみず
子ども子育て総合支援センター

両親は子育てを手伝ってくれます
し、住環境も良くなりました。食
べ物も安くて美味しいし、なんて
いい所なんだろうと。幼なじみや
昔からの友人と助け合う育児もで
き、仕事を続けてこられたんだと
思います。
松木 仕事と育児を両立するには、
助け合いが必要ということですね。
続いて、藤井さんは５人のお子
さんをお持ちでいらっしゃいます
が、仕事と子育てを両立するコツ
はありますか。
藤井 ５人の子どもがいるというと、
さも私が頑張り屋さんだと思われ

ん欲しいなと思えたのは、子育て

は主人です。私が子どもをたくさ
ますか。

ようにお子さんと関わっておられ

学３年生のお父さんですが、どの

がちですが、頑張っているのは実

を楽しむ余裕があるからで、主人

は何とかできましたが、仕事に復

松木 私も１歳の子どもがいます。
育児休暇中は自分ひとりでも育児

うより、５分５分での育児です。

るという生活でした。手伝うとい

読みながら寝かしつけ、職場へ戻

ご飯を食べさせ風呂に入れ、本を

す。主人は仕事を中断して帰宅し、

り、それから毎朝、トスバッティ

したことが原因で負けたことがあ

大変でした。練習試合でエラーを

年団で野球を始めました。送り迎

小学校４年生のときにスポーツ少

と思って関わっています。長男は

してあげられるのは、今しかない

越後 子どもが子どもでいる時間は
限られているので、親として何か

がかなりの家事をしてくれていま

帰すると主人の助けがないと難し
ングやキャッチボールをしました。
室に通っていて、去年の夏休みに

長女は小さいころからバレエ教

えや休日は何かしら大会があり、

いと感じています。
藤井 そうですよね。
松木 越後さんは、高校２年生と中

松木 「安心感」という言葉がでて
きましたが。
市長 射水市はこれまで、子育て支
援や学びに力を入れてきましたが、
これからはそれだけではなく、年
を重ねても障がいがあってもサ
ポートを得て暮らすことができる
安心感や、災害・防犯でも安心で
きる環境が大切です。そんな中、
女性が活躍できる場所の環境整備
も含めて、市の総合力を高めてい
くことが大事だと感じています。
松木 藤井さん、子育てをするうえ
で大切なこと、また、射水市に期
待することはありますか。
藤井 自分がなぜ５人を育てること
ができたのかを考えると、保育園
に預けられるからでも、子ども手
当てがあるからでもなく、子ども
と過ごす時間が楽しく大好きだか
らです。市には、子どもと一緒に
居ることが楽しいと思える時間を
感じられるようサポートしてほし
いです。そして父親には早く帰宅
して、家族で楽しい時間を過ごし
てほしいと思います。
松木 市長、どのように感じました
か。
市長 射水市は「子育てや学びが
もっと楽しくなるまち」を新しい
スローガンに掲げています。子育
てしながら子どもの成長を見て一

に行ってきました。親としても楽

はチェコのプラハ、モナコへ公演
いところを見て褒めてあげる育児

いで、市長が言われたように、い

たように子どもから学ぶという思

松木 林原さん、子育てをしながら、
女性が輝いて働くために必要なこ

必要な取り組み

を心がけたいと思いました。

しみであり、学びとなっています。
松木 子どもの成長は何よりの喜び
であり、親としてのご褒美ですね。
市長自身も小学校５年生と２年生
のお子さんをお持ちですが、子育
てにどのように関わっておられま

という心配もしながら、それでも、

と、自分で気づけなくなるのでは

いいのかな、あまり関わりすぎる

に、そのままにしておいたほうが

います。逆に、忘れ物があった時

がら「忘れ物ないかな」と思って

割を見るようにしています。見な

ました。遅く帰ったときも、時間

るほうがよっぽど楽しいと気づき

したが、いいところを褒めてあげ

のにどうして」とその時は思いま

たことができない時に、
「教えた

さい頃は親としても未熟で、教え

しているつもりです。子どもが小

合ったり、積極的に関わるように

時間の中で、子どもたちとふれ

と振り返っていました。限られた

市長 皆さんのお話を聞きながら、
自分は十分に関われているのかな

る環境は、障がい者、高齢者に

れます。また、女性が笑顔で働け

安心と思えれば頑張る気持ちにな

ちで安心して生活できることです。

れます。３つめは、住んでいるま

頑張りを認めてもらえれば、頑張

家族や夫婦での会話の中で普段の

ると家事のあとに外出できますし、

性は早く帰宅します。早く帰宅す

す。日本とは違いデンマークの男

目は、男性は早く帰宅することで

務的にも必要だと思います。２つ

してもらえる環境が精神的にも実

ること。パートナーや家族に応援

価値感が合うパートナーを見つけ

いることが３つあります。まずは、

体験と、私自身の経験から感じて

察旅行に同行しました。その時の

林原 一昨年、デンマークに「女性
が輝く秘訣は」をテーマにした視

ととは何でしょうか。

やっぱり関わりたいので時間割は

とっても働きやすい。そのような

すか。

見ています。

場所には人が集まり、Ｕターンや

環境づくりや働き方改革など、自

そのためにも、心に余裕を持てる

や幸せを感じることができます。

緒に過ごすからこそ、楽しい時間

です。射水での子育てが楽しいと

めた、より良い環境づくりが大切

けではなく、親や地域や家庭を含

図っていきます。また、支援策だ

で、子育て支援の更なる充実を

Ｉターンにもつながります。

ら実践しなければならないと感じ

思ってもらえるよう、皆さんにお

松木 私も育児が不安になるときも
あるんですが、越後さんが言われ

ました。

力添えをいただきながら「子育て

越後 人口減少を克服するには、選
ばれるまち・魅力ある地域でなけ

射水市、学ぶなら射水市」を確か

松木 射水市がスローガンに掲げて
取り組んできた「子育てするなら

や学びがもっと楽しくなるま

ればなりません。われわれが元気

なものにし、多くの人から選ばれ

松木 越後さん、地方創生の取組で
は「人づくり」が重要なテーマと

を出して、魅力ある地域の実現に

るまちにするため、市民一体と

ち」、
「快適安心居住都市いみず」

向けて頑張らなければならない、

なって盛り上げていきたいですね。

なっています。未来世代を担う子

１人では大したことはできないの

本年もご出演の皆さん、視聴者の

の実現に向けて取り組んでいきた

で、多くの人がつながっていくこ

皆さん、そして射水市にとって、

どもたちに期待すること、また、

とが大切です。子どもには、親に

更なる飛躍の年となることを期待

いと思います。

してもらったことを、自分の子ど

しています。皆さん、今日はあり

市に期待することはありますか。

もにしっかりと返してあげてほし

がとうござました。

この新春対談の様子は、１月１日
から７日まで射水ケーブルテレビで
放送します。
なお、紙面の都合で一部編集して
います。

いです。
松木 今後の子育て支援・教育施策
の展望をお聞かせください。
市長 いろいろなご意見をいただき
ました。改めて気づいたこともあ
り、今後に生かしていきたいです。
現在、
「子どもの未来応援計画」
を策定しています。子どもの貧困
が取りざたされている中で、昨年、
アンケートを行いました。ニーズ
をくみ取り必要な施策を盛り込ん

いみず 6
2018.1
2018.1

いみず
7

射水市ＰＴＡ連絡協議会長。家庭と学校、
地域が連携する環境づくりを目指し日々
奮闘する、２人の子どもの父。
子育て応援マガジン「はっぴーママ富山
版」の前編集長。現在は「林原商店」の
代表を務める編集者・ライターであり３
人の子どもの母｡
富山福祉短期大学助教。自然体験型保育
の大切さと外遊びの楽しさを提唱する。
23歳から小学６年生の５人の子どもの母｡

(射水市在住)

越後 嘉一さん
(射水市在住)

林原 りかさん
(富山市在住)

藤井 徳子さん

子ども子育て総合支援センター (キッズポートいみず２階)

市 営 住 宅

秋の叙勲

立町・赤井特定公共賃貸住宅

受章おめでとうございます

(敬称略)

立町特定公共賃貸住宅（立町１０番２０号）

瑞 宝 双 光 章

平成９年築 鉄筋コンクリート造 5 階建（3 階～５階）エレベーター有り
放生津小学校下 新湊中学校下 都市ガス 万葉線中新湊駅徒歩１０分

元県警部
さかえ

榮

（太閤山）

①「Ａ－１」タイプ

②「Ａ－１妻」タイプ

③「Ａ－２」タイプ

３ＬＤＫ
（８１．
３５㎡）
家賃月額 ６７，７００円

３ＬＤＫ
（８３．
６７㎡）
家賃月額 ６９，３００円

３ＬＤＫ
（８６．
１５㎡）
家賃月額 ７１，０００円

バルコニー

居間

和室
６帖

押入

サンルーム

押入

押入

食堂

浴室

浴室

押入

押入

押入

食堂

台所

洗面
脱衣
浴室

洋室

押入

和室
６帖

洋室

食堂

押入

玄関

洗面
脱衣

居間

和室
６帖

トイレ

洗面
脱衣

バルコニー

サンルーム

和室
６帖

玄関

台所

居間

和室
６帖

トイレ

トイレ

洋室

バルコニー

サンルーム

和室
６帖

玄関

学生さんのＵターン・
ターンを支援します！！

●助成金額

奨学金年間返還額の２分の１の額

（ただし、年額９６，０００円以内）

●●● 明日の射水を担う若者定住助成金制度 ●●●

射水市や日本学生支援機構の奨学金を利用して大学等へ
進学し、卒業後、ＵターンまたはＩターンにより射水市に
定住した方に奨学金返還額の一部を助成します。

10

●助成期間

最大 年間（毎年申請が必要です。）

(2)

●対象者

(1)

●助成要件

(d)

対象者のうち、次の または のいずれかを満たし、

かつ ～ までの要件を全て満たす方

27

(a)

Ｕターン型

射水市の奨学金を利用して県外の大学等に進学した
自宅外生で、卒業後就職し、市内に定住した方

(1)

既に射水市内に居住しており、平成 年４月１

27

日以降に奨学金の返還を始めた方

2018.1

既に奨学金の返還を始めており、平成 年４月

いみず

１日以降に新たに射水市に住民登録した方

9

現に就業している方

検索

奨学金の返還を怠ったことの無い方

明日の射水を担う
若者定住助成金

(2)

Ｉターン型

日本学生支援機構の奨学金を利用して射水市内の大
学等へ進学した県外出身の学生で、卒業後就職し、市
内に定住した方

詳細は､市ホームページ
をご確認ください。

市税などの滞納が無い方

(水)

助成を受けようとする年度の１月１日を基準と

28

して、１年以上射水市内に居住している方

30

●申込期限

平成 年２月 日

●申込み・問合せ先

未来創造課

ー６６１４

mirai@city.imizu.lg.jp
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(d) (c) (b) (a)

なか がわ

中川

入居者
募集!!

台所

エレベーター

赤井特定公共賃貸住宅（赤井３５番地 ）
平成１４年築 鉄筋コンクリート造 5 階建（３階～５階）エレベーター有り
大島小学校下 大門中学校下
家賃は収入に応じて決定します。

①「２ＤＫ－Ａ・２ＤＫ－Ｂ２」タイプ
（５４．
３２㎡）
家賃月額 ５２６
，００～６５，
２００円

②「２ＤＫ－Ｂ１」タイプ
（５３．
２０㎡）
家賃月額 ５３１
，００～６７，
０００円

玄関

③「３ＤＫ－Ｂ」タイプ
（７０．
６６㎡）
家賃月額 ６６４
，００～８０，
６００円

玄関

玄関

ＵＢ

便所

ＵＢ
洋室
サン
ルー
ム

洗面･脱衣所

洋室

洗面･脱衣所

ＵＢ

洋室Ａ
洗面･脱衣所

便所

便所

洋室Ｂ
ＤＫ

和室

和室

ＤＫ

和室

ＤＫ
サンルーム

テラス

サンルーム
テラス

テラス

・申込資格／次の全てに該当する方
（１）現に同居または同居しようとする親族がいる方（２）自ら居住するため、住宅を必要としている方
（３）入居者の世帯収入月額が 158,001 円以上 487,000 円以下の方（４）暴力団員ではないこと
（５）市税を滞納していない方
・駐車場／あり（１台分） ・敷金／家賃の３か月分
・申込期間／随時 ・申込み先／㈱ホクタテ射水市営住宅管理事務所（射水市営住宅指定管理業者）
小島３７２４番地（アプリオ１階西側出入口横）電話 54－6665
※入居の決定は、原則申込順です。また、修繕完了後の引き渡しとなるため、申込みから入居までに 2 か月
程度を要する場合があります。
2018.1

いみず 8

介護保険課、地域福祉課
〒９３９－０２９４ 新開発４１０番地１
 ５１－６６２７ ＦＡＸ ５１－６６６６

第５期射水市障害福祉計画
(平成３０～３２年度）（素案）

平成３０年１月４日（木）
～１月３１日（水）

社会福祉課
〒９３９－０２９４ 新開発４１０番地１
 ５１－６６２６ ＦＡＸ ５１－６６５８

(仮称）射水市子どもの未来応援計画
～ 射水市子どもの貧困対策推進計画 ～
(平成３０～３２年度）（素案）

平成３０年１月１２日（金）
～１月３１日（水）

子育て支援課
〒９３９－０２９４ 新開発４１０番地１
 ５１－６６２９ ＦＡＸ ５１－６６６０

対 象 者：市内に在住・勤務・在学または市内で事業所を有する方
応募用紙：各計画と意見記入用紙は、担当課および各地区センターに置いてあります。また、市のホームページからダウン
ロードすることもできます。
提出方法：所定の意見記入用紙に記入の上、担当課もしくは各地区センターに持参または担当課まで郵送、
ＦＡＸ、電子メー
ルで提出してください。電話での意見は受け付けておりません。
そ の 他：提出された意見に対しては、原則として市の考え方を市のホームページで公表し、個別の回答は行いません。
意見を提出していただいた方の住所、氏名等の個人情報は公表しません。

TEL 82-8100

射水市民病院
●●●

開催内容

●●●

担

当

22,010,400

公共下水道(改築)太閤山処理区汚水管更生(第７工区)工事(南太閤山６丁目外地内) 黒川建設工業㈱
市道塚原１５２号線道路改良工事(寺塚原地内)

2018.1

㈲長徳組

15,174,000
10,562,400

よ
り
20

2018.1

新成人の皆さんへ

㈱赤井建設

工事 大江保育園増築工事(大江地内)

年
だ 金
歳になったら国民年金

27,756,000

20

学生納付特例制度

㈱北野テック


21

歳を迎える皆さんは、これか

戸破(元町)地内 配水管布設替工事(戸破(元町)地内)
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対象校の学生の方は、本人の所得

11,556,000

ら公的年金制度（国民年金）に加

㈲相和興業

が一定額以下の場合、国民年金保険

下条川千本桜ポケットパーク整備工事(戸破(中央通り１丁目)地内)

50

料の納付が猶予される制度です。申

契約金額(税込･円)

日時 １月16日(火)
午前10時
～午後３時
※基礎年金番号のわか
るものや身分証をご
持参ください。

請には学生証（両面）の写し、もし

契約業者名称

51－6617

くは在学証明書（原本）が必要です。

管財契約課

歳未満の方で、本人

物 件 名

問合せ先

場所 射水市役所
相談室 10 4

される制度です。

（契約金額が１千万円以上のもの）

問合せ先

射水市の工事等発注状況

出張年金相談

高岡年金事務所
ー４１８０
（ダイヤル後、音声案内が流れます
ので、②番を押してください。担
当課へつながります。）
射水市保険年金課
ー６６２８

● 医療相談を開催します
院長、副院長が「医療何でも相談」に応じます。
日時：１月29日(月) ※１月23日(火)までに予約をお願いします。
場所：市民病院診療棟
問合せ先：地域連携室 82－8136

入し保険料を納めることになりま

場所：診療棟３階会議室
82－8136

す。

時間：午後２時～３時
問合せ先：地域連携室

公的年金は、年をとった時や、

心臓病の方の日常生活の
看護師
注意点

いざという時の生活をみんなで支

２月23日(金)

納付猶予制度

心臓病の方の運動と栄養 理学療法士
について
管理栄養士

える制度で、ご自身が高齢になっ

２月９日(金)

20

学生でない

時間：午後１時30分～３時 場所：診療棟３階会議室
問合せ先：地域連携室 82－8136

『送料のみ』

た時だけでなく、加入中に重度の

薬剤師

『初回無料』

障がいを抱えてしまった場合など 及び配偶者の所得が一定額以下の場
に年金を受け取ることができます。 合に、国民年金保険料の納付が猶予

糖尿病の薬について

動悸で治療が必要、処方
薬剤師
される薬はどんなもの？

歳を迎える誕生月に合わせて、

堀内科部長

１月26日(金)

年金事務所から届出案内が送付さ

糖尿病とは
２月２日(金)

動悸がする。治療が必要 高川副院長兼
なのはどんなとき？
循環器内科部長

れますので、納付方法などを確認

管理栄養士

『初回限定５００円』

当

して届出をしましょう。（すでに

食事療法と単位配分

担

厚生年金や共済組合に加入してい

糖尿病療養指導士

１月12日(金)

開催内容

る方には送付されません。）

フットケアについて

開催日

収入が少なく保険料の支払いが

薬剤師

お試し
価格

心臓病教室に参加しませんか ● ● ●
困難な場合は、「学生納付特例制

糖尿病の薬について

●●●

１月19日(金)

11 いみず


52

度」、「納付猶予制度」などの制

堀内科部長

入札による契約（平成29年11月契約分）


25

度をご利用ください。

糖尿病とは
１月５日(金)

● 臨時職員を募集します
看護補助者
問合せ先：経営管理課
82－8100



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

糖尿病教室のお知らせ

開催日

30

相談事例

１２月２５日（月）
～平成３０年１月２４日（水）

・テ レ ビ シ ョ ッ ピ ン グ で お 試 し
のつもりで健康食品を購入し
た が、
「定期購入」になってい
た。解約で き な い 。
・新 聞 広 告 を 見 て サ プ リ メ ン ト
を 購 入。 解 約 し た い が 電 話 が
つながらな い 。

射水市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険
事業計画（平成３０～３２年度）（素案）

アドバ イ ス

提出・問合せ先

～お試しのつもりが定期購入に！～

・申込みを す る 前 に 、
「定期購入 が 条 件 に な っ て い な い か 」
「解約の申し出先や方法」など、契約内容を確認し、慎重に
判断しまし ょ う 。
・自 分 で 注 文 し た 商 品 は 返 品 や 受 け 取 り 拒 否 を し て も 解 約 に
はなりません。
・不 安 に 思 っ た り ト ラ ブ ル に な っ た 場 合 は 、 す ぐ に 消 費 生 活
センターに 相 談 し て く だ さ い 。

募集期間

問合せ先

称

知っ 得 情 報！

射水市消 費 生 活 セ ン タ ー （ 生 活 安 全 課 内 ）
ー７９７４
月～金 曜 日 午 前 ９ 時 ～ 午 後 ４ 時
富山県消 費 生 活 セ ン タ ー 高 岡 支 所
（高岡市赤祖父２１１高岡総合庁舎５階）月～金曜日
ー２７７７
午前８ 時 分 ～ 午 後 ５ 時
消費者ホ ッ ト ラ イ ン
１８８

名

消費生活 第61回

定期購入が条件になっていませんか？
契約内容をしっかり確認しましょう！

計画 (素案) 等に対する意見を募集します

いみず 10

1

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10月生
Ｈ28年６月生

(むし歯予防教室をあわせて実施)

２歳児
むし 歯 予 防 教 室
※申込者のみ

Ｈ28年７月生
Ｈ26年７月生

３歳６か月児健康診査

２歳６か月児
３歳児

もうすぐパパママ教室

要予約

育児相談

者

1日～16日生
17日～30日生
1日～18日生
19日～31日生
1日～18日生
19日～30日生
1日～22日生
23日～31日生
1日～20日生
21日～31日生
1日～19日生
20日～31日生

Ｈ29年９月生

(むし歯予防教室をあわせて実施)

Ｈ26年８月生
Ｈ28年１月生
Ｈ28年２月生
Ｈ27年７月生
Ｈ27年８月生
Ｈ27年１月生
Ｈ27年２月生

要予約

実

施

日

受付時間

１ 月10日(水)
１ 月23日(火)
２ 月14日(水)
２ 月27日(火)
１ 月12日(金)
１ 月24日(水)
２ 月８日(木)
２ 月23日(金)
１ 月11日(木)
１ 月25日(木)
２ 月７日(水)
２ 月28日(水)
１ 月26日(金)
２ 月６日(火)
１ 月29日(月)
２ 月16日(金)
１ 月30日(火)
２ 月20日(火)

13 : 00～13 : 15

月

日

１ 月 １ 日(月)
１ 月 ２ 日(火)
１ 月 ３ 日(水)
１ 月 ７ 日(日)
１ 月 ８ 日(月)
１ 月14日(日)
１ 月21日(日)
１ 月28日(日)

医

院

・

病

予防接種名

高橋医院（黒河）
赤江クリニック（堀岡）
【内】
56－0346 【内・脳外】
8 6 － 1 4 2 0
富川クリニック（南太閤山）
麻生内科放射線科医院（中新湊）
【胃・循・外・内】 56－7373 【内】
8 2 － 3 7 1 0
おおむら耳鼻咽喉科医院（東太閤山） 大島くるみ病院（大島北野）
【耳】
56－8577 【内】
5 2 － 2 5 8 0
木田小児科医院（東太閤山）
中新湊内科クリニック（中新湊）
【小】
57－1525 【内・小・皮】
8 2 － 2 0 0 0
渋谷クリニック（戸破）
長徳寺クリニック（本町）
【内】
55－0025 【整】
8 4 － 7 1 7 1
渡辺内科クリニック（二口）
羽岡内科医院（本町）
【内】
52－6030 【内】
8 4 － 8 2 0 0
松本医院（三ケ）
ながさきクリニック（赤井）
【内・小】
55－0057 【耳】
5 2 － 8 8 0 0
道振整形外科医院（二口）
宮林クリニック（本町）
【整】
52－5699 【内・小・皮】
8 4 － 8 8 2 2

対象者

麻しん風しん(ＭＲ)予防接種 ２期 保育園幼稚園など年長児
ジフテリア破傷風(ＤＴ)予防接種 ２期 小学６年生

9 : 15～ 9 : 30

永年にわたる乳児訪問活動や地域の子育て支援活動
などが認められ、平成29年度健やか親子21全国大会
において、母子保健家族計画事業功労者厚生労働大臣
表彰を受賞されました。

ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎にご注意ください

9 : 30～10 : 30
9 : 45～10 : 00

※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

射水市母子保健推進員連絡協議会

下記の予防接種の有効期限は
平成30年３月31日 までです。
未接種の方は早めに受けましょう。

１ 月15日(月)
２ 月２日(金)
１ 月31日(水)
２ 月22日(木)

診療時間 午前９時～午後５時

※インフルエンザワクチンが不足しています。
インフルエンザにかからないよう予防に努めましょう｡

予防接種はお済みですか？

◎ 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

・十分な休養とバランスのとれた食事を
とりましょう。
・室内の適度な湿度（50％～60％）を保ちましょう。
・人混みへの外出は控えましょう。
実施期間を１か月延長し、平成30年１月31日(水)
まで市内指定医療機関で実施します。
延長実施する市内指定医療機関は、市ホームページ
やケーブルテレビでご確認ください。

(定員に達しました)

生後４か月～６か月児

インフルエンザを予防しましょう 母子保健家族計画事業功労者
予防のポイント
厚生労働大臣表彰受賞
・手洗いやマスクを着用しましょう。

高齢者インフルエンザ予防接種

１ 月20日(土)

妊婦とその夫
乳幼児

もぐもぐ教室(離乳食教室)

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

問合せ先

歯

科

医

みずわけ歯科医院（高岡市駅南）
2 6 － 1003
やまもと歯科医院（高岡市能町南）
2 8 － 3100
新谷歯科医院（氷見市窪）
9 1 － 3083
佐藤歯科医院（高岡市中川町）
2 1 － 5993
高畠歯科医院（三ケ）
5 5 － 0019
斉藤歯科医院（高岡市中央町）
2 2 － 0661
いまむら歯科医院（高岡市宝町）
2 1 － 4618
清水歯科クリニック（大門）
5 2 － 5513

ノロウィルスなどによる感染性胃腸炎は、例年、初冬から春先にかけて多発しています。
大規模な集団感染につながることもありますので、学校や福祉施設などの集団生活をおくる場所では特に
注意が必要です。
感

染

経

路

《食品からの感染》
・感染した人が調理などをして汚染された食品
・ウイルスの蓄積した加熱不十分な二枚貝など
《人からの感染》
・患者のふん便やおう吐物からの二次感染
・家庭や施設内での飛沫などによる感染

主

http://imizu.weblike.jp/

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。

母子総合相談室

(射水市医師会QRコード)

保健師や助産師が、妊娠届出等の諸手続きや妊娠、出産、子育
（子ども子育て総合支援センター「キッズポートいみず」
）てに関する相談を行っています。お気軽にご相談ください。
13 いみず
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症

状

・腹痛、下痢、おう吐、吐き気など
※乳幼児や高齢者は、おう吐物を吸い込むことによる
肺炎や窒息にもご注意ください。
※感染から24～48時間の潜伏期間を経て発症します。

予防のポイント
・帰宅時、食事前、トイレの後に、石けんで手を洗う。
・加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱して食べる。（85～90度で90秒以上が目安）
・おう吐物や下痢便を処理する時は、使い捨てのマスク・手袋を使用する。
・ノロウイルスに対しては塩素系消毒剤による消毒が有効です。水で薄めて使用してください。

市販の家庭用塩素系漂白剤（ハイター、ブリーチなど：濃度５％）による消毒液の作り方
消 毒 内 容
必要な濃度
作
り
方
0.1%
キャップ１杯を キャップ１杯＋水１Ｌ
汚染場所（床など）
20mlとした場合 キャップ１杯＋水５Ｌ
通常の清掃（手すり、食器など)
0.02%

※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。

ホームページアドレス

な

｢はたちの献血｣ キャンペーン

実施期間

感染が疑われる
場合は、早期に
医療機関を受診
しましょう。

平成30年１月１日～２月28日

誰かじゃない

自分が動く

はたちの献血

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組です。
2018.1
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In

ion

万葉線株式会社社 員
○正社員 電(車土木技術社員 )
募集人員 １名
資格 高卒以上 経(験者優遇 )
普通自動車免許を有する方
申込み・問合せ先
万葉線株式会社総務課
４
―１３９

市立保育園臨時職 員
○臨時保育士
募集人員 若干名
資格 保育士資格を有する方
勤務時間 午前７時～午後７時

変(則勤務有 )

給料 月給 １７５，０００円

○パート保育士
募集人員 若干名
資格 保育士資格を有する方
勤務時間
午前８時 分～午後５時
給料 時給 ９００円
採
※用に関する時間など相談
に応じます。
○臨時看護師
募集人員 若干名

業務内容 陶芸教室における指
導補助、陶芸作品の整理、窯
の作品の出し入れ作業など
勤務時間 午前９時～午後４時

休日 休館日及び勤務計画で
指定した日（シフト制）
時給 ８００円
応募期限 平成 年２月 日
まで履歴書を陶房「匠の
里」まで提出
問合せ先 陶房「匠の里」
１
―２０１

資格 正看護師資格を有する方

勤務時間
午前８時 分～午後５時
給料 月給 １９０，９００円

○パート看護師
募集人員 若干名
資格 正看護師資格を有する方

勤務時間
午前８時 分～午後５時
給料 時給 １，１３０円
○臨時准看護師
募集人員 若干名
資格 准看護師資格を有する方

勤務時間
午前８時 分～午後５時
給料 月給 １６７，３００円

資格 准看護師資格を有する方

○パート准看護師
募集人員 若干名

申込期限 １月 日
申込み・問合わせ先
射水万葉会法人本部
５
―６１５

高周波文化ホール
新(湊中央文化会館 )
パート職員
募集人員 １名
資格 簡単なパソコン入力が
できる方
期間 平成 年４月１日～平
成 年３月 日
契
※約更新もある
業務内容 窓口受付業務、
一般事務
勤務時間
午前９時～午後５時
休日 休館日及び勤務計画で
指定した日（シフト制）
時給 ８００円
応募期限 平成 年２月 日
までに履歴書を高周波文
化ホールへ提出
問合せ先 高周波文化ホール
８
―４００

新湊西地域包括支援
センター職員
陶房「匠の里」
パート職員

勤務時間
午前８時 分～午後５時
給料 時給 １，０３０円
採
※用に関する時間など相談
に応じます。
問合せ先 子育て支援課
６
―６２９

募集人員 １名程度
資格 保健師・看護師・社会福
祉士・介護支援専門員のい
ずれかの資格をお持ちの方

募集人員 １名
資格 陶芸に関する履修また
は従事経験のあることが望
ましい。
期間 平成 年４月１日～平
成 年３月 日
契
※約更新もある

業務内容 要支援・要介護高齢
者やその家族等への相談支援
業務、介護予防に関する業務

１月１日・２日は、万葉線
電車の全区間が終日１００円
（大人・子ども同額、子ども
８０円区間は８０円）で乗車
できます。初詣や新年のお出
かけに、どうぞ万葉線をご利
用ください。
問合せ先 万葉線株式会社
４
―１３９
～廃棄する年賀状を回収します！～

年賀状リサイクル

午前８時 分～午後５時 分

ど
※なたでも参加できます。
申込み・問合せ先
高岡厚生センター射水支所
２
―６６６
５
―４９４

射水市在宅医療と介護
を考える市民公開講座
こ｢の街で この家で
ずっとあなたといたいから …｣
日時 １月 日
開場 午後０時 分
開演 午後１時
会場 アイザック小杉文化ホー

ル ラポール ひびきホール

※介護予防事業
｢いみず湯どころ体操教室」開催中

特定（産業別）最低賃金

環境課  51－6624

(水)

参
※加無料・申込不要
【特別講演】
自宅で大往生「ええ人生
やった」と言うために
講師 中村 伸一 氏
福井県おおい町国保名田庄
診療所 所長・自治医科大
学地域医療学臨床教授
【寸劇】
住み慣れた家で 在
…宅医療
介護連携、そして家族愛
小杉爆笑劇団
【フォーラム】
みんなで考えよう～家族の
体験に学ぶ～
イベント 相談会、関係団体
によるパネル展示、福祉用
具展示など
問合せ先 地域福祉課
６
―６２５

詳しくは、富山労働局賃金室（076－432－2735）または
富山県内の各労働基準監督署へお問合せください。
※新湊博物館は工事のため２月28日まで休館

12月22日

800

◆12月28日～１月３日

③ 飼犬への鑑札・予防注射済
票の装着

・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
問合せ先

(新湊総合体育館)

(接種できない場合は猶予証明な
どを環境課にご提出ください）
※ワクチン注射ではありません

回収場所 射水市役所本庁舎
１階総合窓口横、新湊地区
センター、小杉地区セン
ター、大門地区センター、
下地区センター、射水市ミ
ライクル館
回収期間
１月４日 ～３月 日
平日
土
※・日・祝日を除く
問合せ先 射水市環境衛生協
議会事務局（環境課内）
６
―６２４

精神保健福祉研修会
日時 １月 日
午後１時 分～３時 分
場所 射水市役所 ３０２会議室
テーマ ひきこもりの相談を
受けて
講師 ひきこもり家族自助会
と｢やま大地の会 ｣
代表 山岡 和夫 氏

② 年１回の狂犬病予防注射の
接種

改正前810円
(10円ＵＰ)

・糞を持ち帰る。
◆12月28日～１月４日
散歩時の ・公道や公園で放し飼いをしない。伸縮性リード
陶房「匠の里」、大島絵本館
マナー
は短い位置でロックをかける｡（事故、失踪、咬傷の防止）

改正前846円
(18円ＵＰ)

12月６日

820円
富山県百貨店、総合スーパー最低賃金

864円
富山県玉軸受・ころ軸受、他に分類さ
れないはん用機械・装置、トラクタ、
金属工作機械、機械工具、ロボット、
自動車・同附属品製造業最低賃金

◆12月27日午後～１月３日

富山県電子部品・デバイス・電子回路、
円
電気機械器具、情報通信機械器具製造 改正前786円
業最低賃金
(14円ＵＰ)

いみず観光情報館、新湊農村環境改善センター、
アルビス小杉総合体育センター (小杉総合体育センター)､
小杉体育館、大門総合体育館、
ヨシダ大島体育館 (大島体育館)、下村体育館、
海竜スポーツランド、サン・ビレッジ新湊
予防注射済票
鑑札 (現：右、旧：左)

コミュニティバス

12月17日

足洗新町一丁目５番地
催物開始時間 概ね正午～
１月 ６ 日(土) 劇団「絆」
７ 日(日) 足洗カラオケ「ナツメロ」
発表会 (11 :00～)
17日(水) 射水カラオケ会発表会
21日(日) 藤山一座
27日(土) ひまわり一座
28日(日) 劇団「つくし」

新湊アイシン軽金属スポーツセンター

86－2722
●足洗老人福祉センター

10月１日
改正前770円
(25円ＵＰ)

富山県（地域別）最低賃金

795円
④ その他

発効日
時間額
最低賃金の件名

犬の所有者には次のことが義務付けられています。

17

56－4080
●小杉ふれあいセンター
平成29年度に改正された最低賃金は次のとおりです。
市役所及び市の関係機関は、12月29日～１月
３日まで休みです。次の施設は、休業期間が異な
ります。

※詳細は各施設へお問合わせください

犬を飼うときの基本を確認

(日)

30

各施設の催物
いぬ

31

30

30

31

30

31

21

富山県の最低賃金が改正されました
年末年始の業務のお知らせ

31

31

FAX 
56 56


51

◆土日祝ダイヤで運行

・引越しや譲渡による登録内容
の変更手続き
※市外へ引越される場合は引
越し先の市町村で転入手続
きを行ってください。
・飼犬が人を咬んでしまった場
合は速やかに 厚生センター
(56－2666) へご連絡
ください。
・死亡届の提出
(１頭につき生涯１回)

(金)
15

南太閤山17丁目１番地
催物開始時間 13 : 00～
１月10日(水) 劇団「つくし」
17日(水) 懐メロミュージックフレンド

① 犬の登録

30

30

放課後児童クラブ
学(童保育 支
) 援員
子どもが大好きで、室内外
での遊びや指導が可能な方を
お待ちしています。
保育士、幼稚園・小学校等
教諭の有資格者は歓迎します。
勤務日や勤務時間については、
相談に応じますのでお問い合
わせください。
開級時間
平日 午後１時～６時 分
１日開級日
午前８時～午後６時 分
問合せ先
放課後児童クラブ
ピノキオ学級（歌の森小）
０９０ ８
―７０４ ９
―２０２

万葉線１００円運行

(木)

今年は戌年！
狂犬病予防法に関して


82

(土)


82

30

30

30

30

(木)

30

30 11

いみず 14
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15 いみず

30


51

詳しくは、問合せ先へ
ご確認ください。

17

30

30

内


25

集

広場

募
30

案


51

format

25

(土)


54



とやま呉西圏域都市圏連携事業

・工具、器具および備品
机(、椅子、棚、パソコン、
プリンター、厨房用品、
医療機器、金型など )
問合せ先 課税課
６
―６１９

後｢ 期 高 齢 者 医 療 保 険
料納付確認書」および
介｢ 護 保 険 料 納 付 証 明
書」の送付
普通徴収（納付書又は口座
振替）分の「後期高齢者医療
保険料納付確認書」および
介｢ 護保険料納付証明書」を
１月下旬に送付します。確定
申告の際、社会保険料控除に
利用してください。
特別徴収（年金天引き）分
は、日本年金機構等から送付
される「公的年金等の源泉徴
収票」をご確認ください。な
お、遺族年金・障害年金等か
ら天引きされている方には
源｢ 泉徴収票」が送付されま
せん。必要な方は、各担当課
へお問い合わせください。
問合せ先
●後期高齢者医療保険料納付
確認書に関すること
保険年金課
６
―６２８
●介護保険料納付証明書に関
すること
介護保険課
６
―６２７

移転先住所
〒９３３ ０
―０６２
高岡市江尻字村中１１９３

二口1081番地
 52－7397

加茂中部893番地
 59－8094

平成 年分の確定申告から、医療費の領収書の提出に代
わり「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。

医療費控除の添付書類にご注意ください！

確｢定申告書等作成コーナー で
｣ は、画面の案内に従って
金額などを入力すると、税額などが自動計算され、計算誤
りのない申告書が作成できます。作成した申告書など
デ(ータ は
) 、印刷して郵送等により税務署へ提出してくだ
さい。また、同コーナーの画面上からそのままｅ ーＴａｘ
国( 税電子申告・納税システム を
) 利用して税務署に送信
申(告 す
) ることもできます。

確定申告書の作成は、国税庁ホ ームペ ージ
確｢定申告書等作成コーナー で
｣ ！

戸破1032番地３
 57－1636

防災講演会

期限に遅れると、翌年度の
税額通知に間に合わない可能
性がありますのでご注意願い
ます。
提出期限 １月 日
問合せ先 課税課
６
―６１８

償却資産 固(定資産税 )
の申告はお早めに
平成 年１月１日現在で射
水市内に償却資産を所有して
いる事業者の方は、その資産
について１月末までに申告す
る義務がありますので、必ず
申告してください。
申告の対象となる償却資産
は、工場、商店、駐車場、ア
パートなどを経営している会
社や個人が所有する、事業の
ために用いることができる有
形資産（土地・家屋以外のも
の）です。
・構築物（舗装路面、門、
フェンスなどの外構工
事、看板、建物附属設備
など )
・機械および装置（各種製
造設備、産業用機械装置
など )
・船舶（ボート、釣船、漁
船、遊覧船など）
・車両及び運搬具（大型特
殊自動車など、ただし自
動車税・軽自動車税の
対象車両は除く）

相続登記・遺言・後見
の無料相談会

 51－6621
 51－6618
 51－6619
 51－6620
 51－6629
 51－6626
●戸籍謄本、住民票の写し及び印鑑登録証明書の発行………………………市民課
●所得・課税証明書等の発行……………………………………………………課税課市民税係
●固定資産評価証明書等の発行…………………………………………………課税課資産税係
●納税証明書、軽自動車税納税証明書（車検用）の発行……………………収納対策課
…
●福祉医療費請求書 (子ども：ピンク､ 妊産婦：ピンク､ ひとり親：緑)……子育て支援課
●福祉医療費請求書 (重度心身障害者等：青・黄色)…………………………社会福祉課

富山県西部６市防災士育成事業

日時 １月 日
午後２時～４時
場所 ウイング・ウイング高
岡４階ホール
講師・演題
【第１部】
静岡大学防災総合センター長

教授 岩田 孝仁 氏
「減災から防災社会へ」
【第２部】
富山地方気象台長
飯田 和彦 氏
「防災気象情報の活用」
対象者 防災に興味のある方
入場料無料・事前申込不要
※
問合せ先
総務課防災危機管理班
６
―６３２

給与支払報告書の提出
はお早めに
平成 年度給与支払報告書
は、平成 年１月１日現在、
射水市に居住されている給与
受給者の前年１月１日から
月 日までに支払った給与に
ついて、事業所から市役所へ
報告いただく書類です。平成
・ 年中の退職者について
も同期間中に支払った給与が
ある場合には、ご提出をお願
いします。

自転車駐車場に長期間
駐車している自転車は
ありませんか？

本町二丁目13番１号
 82－1964

医
※療費の領収書は自宅で５年間保存する必要があります。
医
※療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、
明細書の記入を省略できます。
平
※成 年分から平成 年分までの確定申告については、
医療費の領収書の添付または提示によることもできます。

29

元(高岡労働基準監督署跡地 )
電
※話・ファックス番号の変
更はありません。
問合せ先 ハローワーク高岡
１
―５１５
０
―６１２

証明書等の発行に関する問合せ先

税務署での確定申告の受付期間
期 間 ２月 日 ～３月 日 （土日は除く）
午前９時～午後４時

ご不明な点は、お電話で問い合わせできます。税務署に
お越しいただくと、混雑時は長時間お待ちいただく場合が
ありますので、まずはお電話でご相談ください。
高岡税務署
２
―５０１ （代表）
１月 日 ～３月 日
※
自動音声案内で「０」を選択で 電｢話相談センター ｣
へおつなぎします。
右記期間以外
自動音声案内で「１」を選択で 電｢話相談センター ｣
へおつなぎします。

問合せ先

会
※場の混雑状況により、午後４時前であっても受付を終
了する場合があります。
ご
※自身で作成された還付申告書は１月から提出できます。

(木)

みんな覚えて １｢１８番 ｣
１月 日は
１｢１８番 の
｣ 日です

※土、日、祝日および年末年始（12月29日～１月３日）を除く

午前８時30分～午後５時15分
開館時間
15

(木)

悩みや不安、トラブルや疑
問についてお気軽にご相談く
ださい。
日時 ２月７日
午前 時～午後３時
場所 高岡市役所
８階８０２号室
問合わせ先
富山県司法書士会
０７６ ４
―３１ ９
―３３２

（旧下庁舎）

31

ハローワーク高岡
仮庁舎移転のお知らせ

下地区センター
（子ども子育て総合支援センター内）

15

あいの風とやま鉄道小杉駅
周辺および越中大門駅前の射
水市自転車駐車場は、条例に
より自転車等の駐車について、
１回の利用が７日以内と定め
られています。
これらの自転車駐車場に長
期間駐車している自転車等は、
平成 年１月末まで各自転車
駐車場で保管した後、処分し
ます。お心当たりがある方は、
お問い合わせください。
問合せ先 生活安全課
６
―６２３

大門地区センター
（旧小杉保健センター）

(金)

平成 年度軽自動車税

小杉地区センター
（新湊消防署内）


21

のグリーン化特例 軽(課 )

新湊地区センター
16

(木)

１１８番は、海上保安庁の
緊急通報用電話番号です。海
で事件や事故を見かけた場合、
見慣れない船を見かけるなど
不審に思うことがあった場合
は、すぐに通報して下さい。
問合せ先
第九管区海上保安本部
総務課広報・地域連携室
０２５ ２
―８５ ０
―１１８
※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。

ハローワーク高岡は新庁舎
建替えに伴い、しばらくの間、
仮庁舎に移転し業務を行いま
す。皆様には大変ご迷惑をお
かけいたしますが、なにとぞ
ご理解をいただきますようお
願いいたします。
業務開始日 ２月 日

納税は口座振替が便利です!
収納対策課 (51－6620) または最寄
りの金融機関にお問い合わせください。

29

18

18

戸籍謄本、住民票の写し、印鑑登録証明書、税の諸証明
および福祉医療費の請求書用紙は、各地区センターでも
発行しています

高岡税務署からのお知らせ


51


51

(水)

(火)


51

31

(水)

13

FAX 
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市・県民税第４期
国民健康保険税第７期
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17 いみず

１月31日(水)
納期限

25

30

10

(日)

軽自動車税のグリーン化特
例とは、排出ガスおよび燃費
性能の優れた環境負荷の小さ
い車両について、新規検査を
受けた年度の翌年度のみ、軽
自動車税の税率を概ね ％～
％軽減する特例措置です。
平成 年度については、平
成 年４月１日から平成 年
３月 日までの間に、新規検
査を受けた軽四輪等に限り、
グリーン化特例の対象となり
ます。
問合せ先 課税課
６
―６１８

今 月 の 納 税

30

30

(例)

お詫び

28

30

30

29

30

31



広報いみず12月号に誤りがありました。
正しくは次のとおりです。
３ページ「市民生活部門」について
【正】上田正春（堀岡新明神）
【誤】上田正春（堀田新明神）
５ページ「介護保険事業 歳出総額B」
について
【正】86億1,582万円
【誤】89億1,582万円
訂正し、深くお詫び申し上げます。

12


51

31

28


51

75

29


51
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たか き

■ ラポールニューイヤーコンサート2018

■ 栗原峻希バリトンリサイタル

１月８日(月・祝) 午後１時30分開場 午後２時開演
入場料：全席指定

4,000円（会員3,600円） 好 評

一般

高校生以下1,000円（会員 900円） 発売中！
（当日一般のみ500円高）

指揮・ピアノ：シュテファン・
ヴラダー
ソプラノ：金川 睦美
バリトン：竹内 雅挙
演
奏：オーケストラ・
アンサンブル金沢

シュテファン・
ヴラダー

２月17日(土)

午後１時30分開場

入場料：全席自由

一般

2,500円

学生

1,500円

※未就学児入場不可

金川睦美

竹内雅挙

2018年のニューイヤーコンサートはシュテファン・ヴラダー
をピアノ＆指揮に迎えるほか、金川睦美＝ソプラノ(射水市
在住)、竹内雅挙＝バリトン(射水市出身)の２人をゲストに迎
えての公演です。新春を飾る華やかなステージをオーケスト
ラ・アンサンブル金沢の演奏とともにお楽しみください。

■ ホール利用申込抽選会のご案内

好評発売中！

午後２時開演

※未就学児入場不可

曲目／

日時：１月５日(金)～１月28日(日)

ベッリーニ：オペラ《清教徒》より「ああ、永遠に君を失った」
ドニゼッティ：オペラ《ドン・パスクワーレ》より「天使のように美しく」
プッチーニ：オペラ《エドガール》より「この恥ずべき愛を」
ロッシーニ：オペラ《セビリアの理髪師》より「私は町の何でも屋」

■ 絵本館ジャンボかるた大会

他

射水市出身、新進気鋭のバリトン 栗原峻希 が、待望の
デューリサイタルを開催いたします。溢れ出る若き才
能にご期待ください｡

高周波文化ホール（新湊中央文化会館）

午前10時～

楽屋姫

庄西ひまわりコーラス＆「ワン・ツー・ドン」
オカリナアンサンブル

日時：１月７日(日) ①午前10時～
※各回30分前から受付

こだま

日頃から音楽を愛する仲間が
集い演奏しますので、お気軽
に音楽をお楽しみください。
皆様のお越しをお待ちしてい
ます｡

※対象

点火：11時20分頃
受付：14時まで

～お正月の伝統行事に
参加しませんか？～

②午後２時～

左義長は書初め・しめ飾り・門
松などを持ち寄って焼く行事です。
あたたかいラーメンやおしるこな
どの飲食コーナーや放水体験コー
ナーもあります。

年中～小学３年生

いわさきちひろさんの孫にあ
たる松本春野さんの絵本原画展。
心温まる絵とストーリー、そし
て東日本大震災後の福島を題材
とした２冊の絵本をご紹介。

太閤山ランドでは積雪のある園
内を散策される方の為に、無料で
スノーシューを貸出しています。

日時：開催中～１月28日(日)
『Life(ライフ)』(くすのきしげのり/作 瑞雲舎)
展示原画：

３月末まで駐車場無料！

『ふくしまからきた子 そつぎょう』
(松本猛・松本春野/作 岩崎書店)
●１月の休館日 １～３日､９日､15日､22日､29日

海王丸パーク

５５－３３３８

大門総合会館

■

風間杜夫独演会

１月27日(土)

残 り
わずか！

午後２時30分開場 午後３時開演
入場料：全席指定 3,000円
（会員 2,700円）
（当日500円高）※未就学児入場不可

舞台で落語家役を演じたのをきっかけに落語に取
り組みはじめ、様々な寄席や落語会に出演してい
る、風間杜夫の独演会。愛嬌満載の話芸をお楽し
みください。

陶房「匠の里」

■ 初窯作品展
１月10日(水)～１月28日(日)
場所：匠の里「展示棟」
１月６日、「匠の里」陶友会員の皆さんにより行
われる「初窯開き」の作品を展示します。新しい
年を迎えて初めての作品展で大作も多数展示され
ますので是非ご覧ください。

19 いみず

2018.1

■

平成29年度富山県公立文化ホールネットワーク公演事業

入場無料

大門ホールシネマ上映会「伊豆の踊子」 要入場整理券

日時：２月17日(土)～３月11日(日)
●１月の休館日 １～３日､９日､15日､22日､29日

５５－３２８８

２月24日(土)

■ 本格鏝絵教室

出演：吉永小百合、高橋英樹

日時：１回目 １月28日（日）
２回目 ２月４日（日）
３回目 ２月11日（日）
時間：各日 午前10時から正午まで
講師：石﨑 勝紀
費用：3,000円

午後１時30分開演(87分)
川端康成原作四度目の映画化。伊豆を旅する学生川﨑
は、度々旅芸人の一行とすれ違う。薫の可憐な姿に心を
奪われ二人は次第に惹かれあう。吉永小百合の初々しさ
が印象的。
ほか

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

●１月の休館日 １～４日､９日､16日､23日､30日
http://www.imizubunka.or.jp/tougei/ ５４－１２０１

■ 桃の節句「お雛さま」作り教室

①セイルロッカー ②製帆作業場 ③機関室 ④食糧庫

■ パワーバレンタインウィーク
開 催 日：２月10日(土 )～２月14日(水)
2月14日の海王丸進水記念日とバレンタインデーに
合わせて、海王丸乗船料割引やイベントを行います。

要電話予約

日時：１月７,14, 21, 28日(日)
（１時間程度）

海王丸進水記念日 2 月 14 日（水）＜乗船料無料＞
満船飾・非公開エリアの特別公開見学会・夜間公開
（午後６時～８時）

午前10時～

学生による政策提案審査会
射水市が魅力ある市としてあり続けるために、学生の皆さんから提案を募集しました。
学生の皆さんが、若者の視点から政策提案を行います。多くの方のご来場をお待ちしています。

かわいらしいお雛さまを作ってみませんか。
実施日：２月９日(金)および10日(土)
時 間：午前９時30分～正午
定 員：各10名(計20名)
料 金：2,000円
申 込：お電話にてお申し込み下さい。

要電話予約

■ 型抜き鏝絵体験

８２－５１８１

開 催 日：１月８日(月･ 祝)、２月14日(水)
集合時間：午前10時、11時、午後１時、２時
所要時間：約30分
参 加 費：乗船料のみ（※2月14日は乗船料無料）
条
件：小学校３年生以下およびサンダル・ハイ
ヒール履きの方は参加できません。
通常は非公開としている場所を海王丸クルーが案内
します。 公開場所（予定）

日時：１月20日(土)～２月12日(月)

竹内源造記念館

●１月の定休日 １～３日､10日､17日､24日､31日

■ 海王丸非公開エリアの特別公開見学会

■ 第13回児童書初め展
■ 第６回児童版画展

●１月の休館日 １～３日､15日
http://www.imizubunka.or.jp/daimon/ ５２－０５６４

５６－６１１６

１月８日(祝) 午前10時30分～午後２時30分

■ 松本春野 絵本原画展 好評開催中！

小杉展示館

●１月の休園日 １～３日､９日､16日､23日､30日

第３３回 左義長まつり

射水市の名産・名所を謡った絵本館オリジナル
のジャンボかるた。参加賞あり。

●１月の休館日 １～３日､15日
http://www.imizubunka.or.jp/chubun/ ８２－８４００

時間：午後２時～午後３時
会場：大ホールロビー

太閤山ランド

５２－６７８０

絵本作家をはじめ、絵本館ゆかりの著名
人から寄せられた年賀状を展示。

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。
ホ ー ル 平成31年２月１日(金)～２月28日(木)
研修室等 平成30年８月１日(水)～９月２日(日)

１月21日(日)
２月25日(日)
３月４日(日)

●１月の休館日１～４日､９日､15日､22日､29日～２月２日

会場：まどかホール

２月１日(木)

入場無料

大島絵本館

毎週水・木曜日 午前10時～ 赤ちゃんから楽しめるお話会開催
■ 年賀状展

対象期間

■ ロビーコンサートのご案内

射水おでかけガイド

●１月の休館日 １～３日､９日､16日､23日､30日
http://www.imizubunka.or.jp/rapport ５６－１５１５

アイザック小杉文化ホール ラポール

１

テーマ「選ばれるまち快適安心居住都市

２

政策提案審査会
日

時：１月２８日（日）午後２時～

場

所：射水市役所

いみず」

会議室３０２～３０４

問合せ先：政策推進課 ５１－６６１２
2018.1
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まちかどフォトグラフ
Photograph Topics & News
農業産業まつりで新鮮な野菜を販売
11月25(土)・26日(日)、アルビス小杉総合体育センターで第12回射水市農業産業
まつりが開催され､「いみずサクラマス」の鍋や富山米新品種「富富富」などを求め
る多くの来場者で賑わいました。会場では地元で採れた
新鮮な農産物のほか、姉妹都市である長野県千曲市のり
んごや北海道剣淵町のじゃがいもや玉ねぎなど、人気を
集めました。
また、剣淵町を代表し清水副町長から、新庁舎開庁記
念として絵画「夏のじゃがいも畑」を寄贈いただきました。

婚活パーティーで５組のカップルが誕生
11月26日(日)、第３回いみずムズムズ婚活パーティーが射水市中央図
書館で行われました。共通の趣味である読書を通じて出会いの場を提供
する今回の企画には、男性11名、女性13名が参加し、１対１で全員と会
話をする「回転自己紹介タイム」や軽食を食べながらのフリータイムを
過ごしました。館内には好きな本を紹介しあうなど意気投合する姿が見
られ、５組のカップルが誕生しました。

中学生が研修報告
ほうすう

11月28日(火)、意欲ある中学生（鳳雛）に貴重な体
験と刺激を得る機会を提供し、将来世界に羽ばたくこ
とを期待する人材育成事業「いみず鳳雛きらめき塾」
の報告会が行われました。
参加した生徒６名は、東京などで射水ゆかりの実業家と懇談して得たことや学んだことを紹介し、貴重な経験
ができたことに対する感謝の意と、今後の抱負を語りました。

各 種 相 談
●行政・人権相談
51ー6622
午後１時30分～４時
・１月10日(水)、２月７日(水)
※１月10日は人権相談のみ
小杉社会福祉会館
・１月11日(木)、２月８日(木)
新湊交流会館
・１月17日(水)、２月21日(水)
大門総合会館
・１月23日(火)、２月27日(火)
射水市役所
・１月10日(水)、２月休み
※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
・１月15日(月)、２月５日(月)、
２月19日(月)
小杉社会福祉会館 55ー2813
・１月18日(木)、２月１日(木)、
２月15日(木)
新湊交流会館
82ー8450
・１月16日(火)、２月６日(火)、
２月20日(火)
大島社会福祉センター 52ー5190
※民生委員･児童委員が相談に応じます｡
●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4573，090-3712-3329
・１月26日(金)、２月23日(金)
午後２時～４時30分
小杉社会福祉会館
●犯罪・事故など被害に関する相談
076ー413ー7830
・月曜日～金曜日
（祝祭日・年末・年始を除く）
午前10時～午後４時
とやま被害者支援センター
●成年後見制度相談（予約優先）
51ー6625
・１月24日(水)、２月28日(水)
午後２時～４時 射水市役所

●税理士の無料税務相談（要予約）
076ー422ー4034
・１月18日(木)、２月15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

●消費生活相談
52ー7974
・月曜日～金曜日（祝日を除く）
午前９時～午後４時 射水市役所
●住宅相談 (耐震補強やリフォーム工事の
相談､介護保険を利用した住宅改修など)
・１月21日(日) 午前10時～午後４時
射水建築会館
55ー1298
・１月21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。

●無料法律相談（要予約） 51ー6615
・１月25日(木)
午後１時～４時 射水市役所
予約方法：はがきに住所、氏名、電話
番号を記入し送付（当月受
付分のみ受付）
定 員：６名（抽選）
締 切：１月11日(木)消印有効
送付先：〒939-0294 新開発410番地1
●家庭児童・母子父子相談 51ー6629
総務課１月分無料法律相談 係
・月曜日～金曜日（祝日を除く）
※市内に住民票のある方に限ります。
午前９時～午後５時 射水市役所
また、同じ方からの相談は年に１
回です。
●子どもの悩み総合相談
・FAX 52ー3122
●もの忘れ・認知症相談
51ー6625
・月曜日～金曜日（祝日除く）
午前10時～正午
午前９時～午後５時
・２月８日(木) 射水市民病院
射水市子ども子育て総合支援センター１階
●認知症カフェ
kodomo-soudan@city.imizu.toyama.jp
・１月11日(木)、２月１日(木)
午後１時30分～３時30分
●精神科医・心理士による子ども相談
太閤の杜内
56ー8727
55ー2799
・１月13日(土)、２月10日(土)
子どもの権利支援センター
午後２時～４時
（来所相談のみ・要予約）
大江苑内
55ー8888
・第３･ 第４水曜日
・２月８日(木)
（祝日除く) 午後３時～４時30分
午後２時30分～４時30分
真生会富山病院内 52ー1556
●教育相談
82ー1678
※射水万葉苑、本町サポートセンター、
・火曜日、木曜日（祝日除く）
七美ことぶき苑の認知症カフェは、
午後１時～５時
インフルエンザ蔓延予防のため
教育センター教育相談室
１月、２月は開催されません。
●不登校やひきこもりに関する電話相談(無料)
●女性のための無料相談
51ー6622
・月曜日～土曜日 午前９時～午後６時
（パートナーや子どもとの関係など）
ＮＰＯ法人はぁとぴあ２１
・１月17日(水)、２月13日(火)
090ー2035ー3116
午前10時～午後３時
・２月28日(水)
●不登校児やひきこもり者を抱える親の会
午後１時～４時
・随時開催 午後１時半～
※女性専門相談員が対応します。
※完全予約制、事前にお電話ください。
ＮＰＯ法人はぁとぴあ２１
※相談時間は50分です。
090ー2035ー3116

金山自主防犯パトロール隊が大臣表彰を受賞
安全ボランティア活動奨励賞（文部科学大臣表彰）を受賞された「金山
自主防犯パトロール隊」が、12月５日(火)、市長へ受賞報告をされました。
金山自主防犯パトロール隊は地域住民が中心となり、地域に住む子ども
から高齢者まで、誰もが安心して暮らせる地域の実現のため、献身的な活
動を続けておられます。

１月の
休日窓口
日程
問合せ先

亀谷美智子さんが大臣表彰を受賞
厚生労働大臣表彰（ボランティア功労者部門）を受賞された亀谷美智
子さんが、12月８日(金)、市長へ受賞報告をされました。
亀谷さんは38年間にわたり福祉施設でのレクリエーションなどに取り
組み、市ボランティア連絡協議会長を務めるなど、様々な福祉活動に尽
力されています。
21 いみず

2018.1

住民票・戸籍関係
市民課
51－6621
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
51－6626

■
■
■
■

日
程 １月７日(日)、14日(日)、21日(日)、28日(日)
開設時間 午前８時30分～午後０時30分
開設場所 射水市役所１階 証明書発行窓口
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（直近のもののみ）
・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。

2018.1
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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。
未来創造課
ー６６１４

特定非営利活動法人
マージャン

健康麻将越中ひばり会

図書の企画展示
「年の初めは笑いから」展
期間 １月 日 ～ 日 まで
会場 中央図書館

【一般図書】
いろいろなしきたりについて
【児童書】
一年の始まり
期間 １月 日 ～ 日
会場 新湊図書館

いみず 22
2018.1

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
【一般図書】
あたらしい一汁三菜 上田 淳子
撮ってはいけない 飯野 たから

下村図書館
 5 9－2 3 0 3

(水)

(水)

全館休館日
開館時間 平 日 ９:30～18: 30
土日祝 ９:30～17: 00

■年始の休館 全(館 の
) お知らせ
１月３日 まで休館します。
休
※館中の図書の返却はブックポ
ストをご利用ください。

24

28 29 30 31

涯学習」としても認識され、今年３月に
は、文部科学省が後援する（予定）
「全
日本健康麻将選手権大会」が市内で開催
されます。

正力図書館
 5 2－5 2 7 3
24

推奨図書の展示

(木)

(木)

21 22 23 24 25 26 27

また、 月には高齢者を中心とするス
ポーツ・文化・健康と福祉の総合的な祭
典「ねんりんピック」の種目として市内
で健康マージャン競技が行われます。
「全国から参加する選手が気持ちよく競
技ができるよう、健康マージャンに対す
る正しい認識を広めたい」と団体代表の
川上さんは語ります。

新湊図書館
 8 2－8 4 1 0

14 15 16 17 18 19 20


51

会員は随時募集中。現在、約１５０名
の会員は４人に１人が女性です。先日は
代の方が３名入会されました。若者か
ら高齢の方まで楽しめ、脳を刺激する脳
トレの効果もある健康マージャン、あな
たも体験してみませんか？
問合せ先

中央図書館
 5 7－4 6 4 6
11

11

(水)

9 10 11 12 13
8
7

20

特定非営利活動法人 健康麻将越中ひばり会

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

144

② 鶏肉に片栗粉をまぶす。鍋にA、鶏肉、しいたけを
入れて煮る。

ロボット法
平野 晋
【小説】
代理人（エージェント）
本城 雅人
おらおらでひとりいぐも
若竹 千佐子
銀杏手ならい
西條 奈加
シネマコンプレックス
畑野 智美
大獄
葉室 麟
襷を我が手に
蓮見 恭子
【児童書】
科学の歴史
ポプラ社
四重奏（カルテット）デイズ
横田 明子
木の中の魚
リンダ・マラリー・ハント
鳥獣戯画を読みとく 岩崎書店
ツトムとネコのひのようじん
にしかわ おさむ
仏像なんでも事典
理論社
おちゃかいのおやくそく
Ｋ・Ｇ・キャンベル
ひとりでえほんかいました
ゆーち みえこ
谷 一郎

１月の図書館カレンダー

いみずの人 なかま

あんかけ牛乳茶碗蒸し

11

kawakami_h@po11.canet.ne.jp
ホームページＱＲコード
【郷土資料】
旬景とやま

2018.1
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① 卵を割りほぐし、牛乳を混ぜる。大きい器に入れて
蒸し器で20分程蒸す。
卵………………１個
牛乳……………１カップ
鶏胸肉…………40ｇ………………３㎝角に切る
片栗粉…………小さじ１
生しいたけ……１枚………………一口大に切る
みつば…………少々
だし汁…………１/２カップ
Ａ しょうゆ………小さじ１.５
酒………………小さじ１
片栗粉…………小さじ１…………水(分量外)で溶く

作り方
下処理

材料（２人分）

③ ②に水溶き片栗粉でとろみをつけ、①にかける。

vol.
マージャ
ンにはどん
なイメージ
があります
か？タバコ
を吸いなが
らお酒を飲
み、お金を
掛ける「不
健全なギャ
ンブル」と
いう方も多
いのではな
いでしょう
か。健康麻
将越中ひばり会は、マージャンのネガ
ティブな要素を排除した「健康マージャ
ン」の普及と健康づくりや地域住民の交
流を促進し、いきいきと暮らせる地域づ
くりに貢献していま す 。

すめ
す
お
ピ
レシ

茶碗蒸しに
、
“す”が入っても
で
の
あんをかける
大丈夫！

団体が設立して、今年で６年。これま
での活動が実を結び、健康マージャンへ
の世間の認識が少しずつ変化してきたそ
うです。これまでの「健康増進・認知症
予防といった福祉に資する活動」に加
え、
「自己の充実・生活の向上といった生

推進員の
改善
活
生
食

広報

●編集・発行 富山県射水市未来創造課

●平成 年１月号（ 月 日発行）
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TEL

鉄道むすめ「吉久こしの」
お披露目キャンペーン
万葉線対策協議会では１月10日(水)から３月25日(日)ま
で、万葉線鉄道むすめ「吉久こしの」のお披露目を記念し
て「鉄道むすめ１日フリーキップ」を発売するとともに、
キャンペーンを実施します。
この１日フリーキップは、①お食事・お買物に使用でき
る500円券、②白エビ試食券、③オリジナルグッズが貰え
る応募券が付いて、大人1,000円、小人750円と大変お得
になっています。万葉線株式会社や万葉線の車内、また、
ＨＰからも購入できますので、ぜひお買い求めの上、万葉
線をご利用ください。
なお、チラシは、各地区センター、観光協会、川の駅新
湊、きっときと市場などに置いてあります。
オリジナルグッズ
特別賞
１等賞
２等賞
参加賞

等身大ビッグタオル………………………５名
マグカップ＋ミニメモ帳………………100名
缶バッジ付きドロップ＋ミニメモ帳…200名
クリアファイル…………………先着 1,000名

問合せ先

生活安全課
 51－6623
万葉線株式会社  25－4139
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

１月９日(月)、射水市ＰＲ
動画を公開します！
公開日に市ホームページや
ツイッターでご案内しますの
で、ぜひご覧ください！

射水市の人口・世帯数
平成29年11月末現在の射水市住民基本台帳人口 ※( )内は前月比｡

人 口

93 , 617 人

(＋ 27)

(うち外国人

2 , 215人)

男 性

45 , 521 人

(＋ 17)

(うち外国人

1 , 186人)

女 性

48 , 096 人

(＋ 10)

(うち外国人

1 , 029人)

世帯数

34 , 760 世帯

(＋ 30)

(うち外国人のみの世帯 1,061世帯)

