富山
(伏木富山港)

次の

23

日本国内の貨物輸送について
も、３大都市圏とほぼ等距離に
あり高速道路や鉄道などのアク
セスにも優れています。また、
全国的にも自然災害が少なく、
大規模災害時における太平洋側
主要港湾の代替機能も期待され
ています。
富山新港は、伏木富山港全体
の貨物の６割強を取り扱い、ま
た、唯一コンテナ貨物を取り扱
うなど中核的な港です。現在は、
５つの定期航路を抱え、平成
年のコンテナ取扱量は全国第
位、木材チップの取扱量は全国
第７位でした。

年に向けて

大正９年
宮林立作新湊町長が富山新港の
基本構想「放生津潟築港計画」
を発表
昭和 年 月
富山新港湾及び臨海工業地帯造
成計画策定のため県に「港政調
査会」を設置
昭和 年３月
富山新港計画を盛り込んだ「富
山県総合開発修正４ケ年計画」
を策定
昭和 年 月
富山新港計画が運輸省港湾審議
会で承認
昭和 年４月
富山新港建設工事着工（起工式 )
昭和 年４月
富山高岡地区が新産業都市建設
促進法に基づく地区指定を受け
る
昭和 年４月
放生津潟の浚渫開始
昭和 年 月
港口部本切断工事着工 県営渡
船（フェリー）就航
昭和 年４月
富山新港開港
昭和 年８月
富山新港の正式名称が「伏木富
山港新湊地区」と決定
昭和 年５月
昭和天皇、皇后両陛下、富山新
港へ行幸啓
昭和 年 月
西部埋立工事着工
昭和 年４月
東部埋立工事着工
昭和 年６月
伏木富山港が「特定重要港湾」
に指定
平成元年９月
ガントリークレーン設置
平成元年４月
新港大橋完成
13

32

35

36

39

富山新港の物流

61

関東圏

10

12

11

伏木富山港は、本州のほぼ中
央という地理的優位性から、ロ
シア、中国、韓国等の対岸諸国
への重要なゲートウェイとして
の役割を担い、昭和 年に外国
貿易上特に重要な港湾として
「特定重要港湾」（平成 年に
港湾法の改正により「国際拠点
港湾」となる）の指定を受け、
平成 年には日本海側の「総合
的拠点港」に選定されました。

韓国

富山新港の開港

込んで港を建設する計画が、運
輸省港湾審議会で承認され、昭
和 年に工事が着工しました。
昭和 年、富山高岡地区が新
産業都市の指定を受け、その中
核プロジェクトとして位置付け
られた富山新港の建設工事は急
ピッチで進められることとなり
ました。建設には、港口を造る
ために陸でつながっていた東西
地区を道路や鉄道もろとも切断
しなければならず、地元住民の
足の確保等、解決すべき課題が
山積していましたが、県、市、
地元がそれぞれ精力的に解決に
向けて協議を行い、う回道路の
建設や渡船（フェリー）の運航
等で合意され、富山新港は、着
工から７年後の昭和 年に完
成・開港しました。
43

第 回豊かな海づくり大会で天
皇陛下がお詠みになった御歌の
御製碑が設置されるなど、来訪
者数が年間１００万人を超える
県内有数の観光スポットです。
西側には、日本海側最大規模
（保管可能隻数）を誇る新湊マ
リーナや海竜スポーツランド、
元気の森公園、海老江海浜公園
などが整備されており、マリー
ンスポーツやレジャー、健康づ
くりを目的に広く市内外のみな
さんに利用されています。
平成 年には「新湊大橋」が
完成し、これらの周辺施設と一
体となった観光スポットとして
注目を集め、国内最大規模の
ヨットレース「タモリカップ」
や県内最大規模の「富山マラソ
ン」などのビッグイベントが開
催されています。

〈伏木富山港の位置〉

富山新港は、近年の船舶の大
型化や今後の取扱貨物量の増加
に対応するため、コンテナ貨物
を取り扱う国際物流ターミナル
では、岸壁の延伸とコンテナ
ヤードの拡張整備が行われてい
ます。バルク貨物（ばら積み貨
物）を取り扱う中央ふ頭におい
ても、岸壁の大水深化を含めた
再編整備が検討されています。
また、海王丸パークでは、富
山湾や立山連峰、新湊大橋の眺
望を一層楽しんでいただくため
の展望広場の整備が進められ、
海王岸壁には、今年５月と６月
には４年ぶりにクルーズ客船が
寄港します。
富山新港は、「夢つなぐ き
ときと射水 ベイエリア」の
キャッチフレーズのもと、次の
未来への一歩を踏み出し、物
流・観光の拠点としてますます
飛躍していきます。

27 28
完成。帆船海王丸を一般公開
平成４年 月
海王バードパーク開園
平成 年８月
開港 周年記念式典
平成 年３月
海竜スポーツランド完成
平成 年３月
新湊マリーナ供用開始
平成 年５月
国際物流ターミナル供用開始
平成 年５月
旅客船バース（海王岸壁）供用
開始
平成 年３月
海王丸パークが「みなとオアシ
ス」に認定
平成 年 月
開港 周年記念シンポジウム開
催
平成 年４月
港湾法改正により伏木富山港が
国｢際拠点港湾」となる
平成 年 月
伏木富山港が「日本海側拠点港 ｣
に選定
平成 年９月
新湊大橋（車道部）開通
平成 年６月
新湊大橋（歩道部）あ｢いの風プ
ロムナード」供用開始
平成 年 月
海王丸パークが「恋人の聖地」
に選定
平成 年 月
第 回全国豊かな海づくり大会
開催。平成天皇、皇后両陛下行
幸啓
平成 年５月
国際物流ターミナル岸壁延伸工
事着工

海王丸パーク、日本海交流センター

平成４年７月

富山新港のあゆみ

〈国際物流ターミナルでは２基の
「ガントリークレーン」が稼働〉

41

42

43

43

44

富山新港は、正式名称を「伏
木富山港新湊地区」といい、伏
木地区（伏木港）、富山地区
富(山港）と共に伏木富山港を
構成する港の一つです。
富山新港の港口付近は、その
昔、東西に細長く松並木の続く
陸地でした。そこには、高岡か
ら放生津を通り、堀岡、海老江、
岩瀬へと続く浜街道があり、松
尾芭蕉も「おくのほそ道」の紀
行で通った歴史ある道でした。
戦後の高度成長期を迎える頃、
伏木港と富山港の取扱貨物が急
増し対策が必要となり、両港の
中間に位置する放生津潟を掘り

富山新港は、世界で最も美し
い湾クラブに加盟した「富山
湾」や雄大で美しい「立山連
峰」、日本海側最大の斜張橋で
ある「新湊大橋」と海の貴婦人
と称される「帆船海王丸」を同
時に楽しむことができる絶好の
ロケーションを有しています。
海王丸パークは、「みなとオ
アシス」の認定や「恋人の聖
地」に選定され、憩いの交流広
場、また、デートスポットとし
て注目さ
れていま
す。また、
世界で最
も美しい
湾クラブ
加盟など
の各種記
念モニュ
メントや、

魅力と賑わいの創出

〈港口開削工事〉

いみず 2
2018.4
2018.4

いみず
3

くことを期待しています。

11

11

11

11

玄関口として、ますます発展してい

49

11

これからもアジア大陸に向けた海の

57

10

射水市は新港と共に栄えてきました。

23

中国

61

10

30

11
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15

19

20

40

23

23

24

25

開港半世紀の節目を迎えた富山新港。

現在の富山新港は、複数の大型船が接岸
し、コンテナ船も毎日出入りして開港時
と隔世の感があります。富山マラソンや
タモリカップなどの賑わいもあるが、新
湊大橋や海王丸パークを併せたベイエリ
アの再開発で、富山の食や海際の遊びが
楽しめる宿泊施設がぜひ欲しい。

松原 穂積さん
会長

法土 計介さん
会長

25

35 27

28

放生津地域振興会

堀岡地域振興会

近畿圏

50

36

35

中京圏
〈海王丸パーク展望広場〉

39

24

〈世界で最も美しい湾クラブ
加盟記念モニュメント〉

〈港口西口に建立された
「富山新港開港記念碑」〉
ロシア極東
〈クルーズ客船寄港で賑わう
海王岸壁〉

〈御製碑〉

〈富山県新湊マリーナ〉

一般会計
【歳 入】

平成30年度 平成29年度 前年度比

総 額

3,860,000 3,667,700

5.2

自主財源

1,642,209 1,644,805

△0.2

1,350,285 1,341,834
552,670
703,904
57,955
52,558
192,458

0.6
1.3
0.3
△0.3
△0.2
△5.6

2,217,791 2,022,895

9.6

34,000
183,250
862,000
599,635
344,010

3.8
9.4
△1.2
1.2
52.1

市

自主財源
42.5%

単位：万円、％

税

うち市民税
うち固定資産税

分担金及び負担金
使用料及び手数料
諸収入・その他
依存財源
地方譲与税
税交付金等
地方交付税
国県支出金
市
債

【歳 出】

559,690
706,305
57,756
52,432
181,736

35,300
200,500
852,000
606,811
523,180

依存財源
57.5%

5.2

(性質別)
義務的経費
人 件 費
扶 助 費
公 債 費
投資的経費
そ の 他
物 件 費
維持補修費
補助費等
積 立 金
投資及び出資金
貸 付 金
繰 出 金
予 備 費

29,073
29,046
370,297 390,024
1,279,849 1,195,785
382,817 308,013
8,893
8,968
86,303
80,844
122,143 121,053
562,849 572,727
131,810 113,265
337,564 279,376
543,814 553,189
10,000
10,000

△0.1
△5.1
7.0
24.3
0.8
△6.3
0.9
△1.7
16.4
20.8
△1.7
0.0

1,749,605 1,762,881

△0.8

518,693
687,099
543,813

529,731
679,962
553,188

△2.1
1.0
△1.7

525,192

359,293

46.2

1,585,203 1,545,527

2.6

561,273
75,580
477,947
2,572
73,632
66,443
317,757
10,000

554,094
1.3
66,694
13.3
446,185
7.1
2,397
7.3
70,966
3.8
79,140 △16.0
316,051
0.5
10,000
0.0

市税のうち、市たばこ税は減収を見込む
ものの、個人市民税、法人市民税や固定
資産税などは増収になると予測しています。地方
交付税は、市税の増収や普通交付税の一本算定の
段階的適用の影響により、前年度比１億円の減と
なる85億2,000万円を見込んでいます。市債は、
前年度比17億円9,170万円の増となる52億3,180
万円を計上しています。

教育費
8.7%

その他
9.9%

その他
41.1%
民生費
33.2%

総務費
9.6%

いみず

2018.4

義務的
経費(※1)
45.3%

歳出

市民と歩むチャレンジ予算

歳出

衛生費
9.9%
公債費
14.1%

土木費
14.6%

投資的経費(※2)
13.6%

衛生費と教育費が大幅な増となるのは、
中学校の長寿命化改良工事や新斎場の整
備などの大型事業に着手するためです。これに伴
い、性質別では投資的経費が大きく増加し、全体
の約14％を占める結果となりました。

特別会計・公営企業会計
単位：万円、％

平成30年度 平成29年度 前年度比

国民健康保険
後期高齢者医療
介護保険
水
道
下 水 道
病
院

くなるまちを目指し、活気あふれる射水の新時代
創生につながる事業を展開します。また、強固な財
政基盤を確立するために、市民のみなさんの理解と
協力を得ながら行財政改革に取り組みます。

一般会計

行財政改革の推進

386億円

義務的経費である人件費および公債費が減となる
一方、中学校の長寿命化改良工事や新斎場の整備
などに着手することから投資的経費が大幅な増と
なる見通しです。

第３次行財政改革大綱および第３次集中改革
プランに基づき、行財政改革に取り組みます。
公共施設の統廃合など（１件）

△608万円

事務事業などの見直し（41件）

△3,183万円

新たな財源の確保

※１ 義務的経費
法令などにより支出が義務付けられる経費
※２ 投資的経費
社会資本の整備など、その支出の効果が将来にわたる経費

総 額

するために、引き続き子育てや学びがもっと楽し

前年度比…19億2,300万円の増(＋5.2%)

(性質別)

(目的別)

※表示単位未満を四捨五入しているため、合計額などが一致しない場合があります。

5

予算

依存財源
国や県から交付される
財源等

(目的別)
議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
労 働 費
農林水産業費
商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
公 債 費
予 備 費

自主財源
市が自主的に収入でき
る財源

30 年度 持続可能で豊かな射水へ

射水市では、未来世代に選ばれるまちづくりを継続

平成30年度 平成29年度 前年度比

3,860,000 3,667,700

総 額

歳入

平成

3,470,792 3,745,144

△7.3

814,067 1,001,185 △18.7
208,620 210,486 △0.9
903,358 929,473 △2.8
344,877 359,088 △4.0
751,737 790,303 △4.9
448,132 454,609 △1.4

2,716万円

行革推進特別枠（13件）

特別会計・公営企業会計

347億792万円

10億9,974万円

※将来的な歳入の創出や歳出の改革に効果が見込まれる
事業へ、重点的に予算を配分しました。

指定管理者制度への移行
※平成30年度に指定管理者が管理する
施設は75施設です。

前年度比…27億4,352万円の減(△7.3%)
国民健康保険事業は新制度に移行することから大
幅な減となっています。

予算の使いみち（市民一人当たり）
41万3,068円（一般会計予算）

平成30年２月末日現在

人口 93,447人

民生費

土木費

公債費

衛生費

総務費

子どもや
高齢者の
福祉など

道路や公園
の整備など

借入金の
返済

ゴミ処理、
予防接種など

まちづくり、
防災対策など

13万6,960円

6万232円

5万8,195円

4万966円

3万9,626円

教育費

消防費

商工費

農林水産業費

その他

教育、文化､
スポーツ
など

消防、救急
活動など

企業振興、
観光など

農業振興、
土地改良
事業など

議会運営
など

3万6,124円

1万4,105円

1万3,071円

8,651円

5,138円
2018.4

いみず 4

網掛け部分が変更箇所です。)

まさる

賢氏

管財契約課から検査係を独立
させ、検査業務の専門部署と
して「検査監」を設置しました｡

いそべ

●財務管理部
管財契約課
管財係
契約係
検査監

磯部

●企画管理部
人事課
人事係
行革推進係を班体制に変更し
給与係
ました。
行革推進班

新しい副市長が
就任しました

(

前副市長の泉洋氏の任期満了に伴い、
新たに磯部副市長が就任しました。

４月から組織機構の一部が変わります。

【略歴】
１９８２年富山県庁入庁
観光・地域振興局次長
理事・知事政策局次長・危機管理監代理
生活環境文化部長

組織機構の一部改編

計画係
整備係
建設係

道路課

５つの政策分野に重点的な予算配分を行いました。
【新】
：新規事業 【拡】
：拡充事業 【継】
：継続事業 【新時代】
：いみず新時代創生特別枠事業
【行革】
：行革推進特別枠事業

詳細は市ホームページへ

少子高齢化・人口増に関する政策
305万円
産後うつや新生児への虐待予防を図るため、産後
２週間後と１か月後の全ての産婦に健康診査を実施

【新・新時代】保護者支援講座

しぇあタイム

維持係
施設係
用地・河川管理課 管理係
用地・地籍係
河川・土砂対策係

１億5,180万円

【継】胃、子宮、乳、大腸、肺、前立腺がん検診など
【拡】就学援助費

道路建設課と道路・河川管理課とを統合し､「道路課」を設置しました。
（各係の主な担当業務）
・建設係 道路計画、新設改良等
・維持係 道路維持修繕、除雪等
・施設係 消雪、橋梁、交通安全施設等
用地関係業務や河川管理、土砂災害対策を担当する「用地・河川管理課」を設置しました。
（各係の主な担当業務）
・管理係 道路占用・24条、道路台帳、街灯
・用地・地籍係 市道認定、用地・物件補償、地籍調査
・河川・土砂対策係 河川、水防、急傾斜地、土木災害

653万円

【新】小学校および中学校入学準備金の前倒し支給
【新・新時代】ひとり親家庭等ファミリーサポート

サービス利用料助成事業

20万円

【新・新時代】ひとり親家庭放課後児童クラブ利用料

助成事業

197万円

【新・新時代】ひとり親家庭等病児・病後児保育利用

料助成事業

12万円

問合せ先

人事課

51－6613

2,200万円
全小学校普通教室などへの空調設備の整備に向け
実施設計に着手
【新・新時代】小学校無線ＬＡＮ整備事業

射水市高齢者保健福祉計画・
第７期介護保険事業計画を策定

問合せ先
地域福祉課 51－6625
介護保険課 51－6627

団塊の世代がすべて75歳以上となる2025年を見据え、今後３年間における高齢者の保健・福祉・介護サー
ビス分野の基本的な政策目標を掲げ、その実現に向けて次の施策に取り組みます。

みんなが活躍し支え合うともにめざす健康長寿のまち射水
～地域包括ケアシステムの深化・推進～

目標１ 健康づくりと介護予防の推進
認知症など疾病の早期発見・重症化予防
や、きららか射水100歳体操、地域ふれ
あいサロンなどの住民主体の集いの場の
普及など

目標２ 社会参加の推進と生きがいの創出
ボランティア団体とのマッチング、高齢
者レクリエーション・スポーツの推進、
高齢者雇用の促進など

目標３ 在宅生活を支援する取組の充実
配食サービス、外出・買い
物支援、見守り活動の推進、
介護者の精神的・経済的負
担の軽減など
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目標４ 支え合いと連携の推進
自立支援・重度化防止に向けた体制整備､
在宅医療と介護連携の推進、認知症高齢
者と家族への支援の充実など

目標５ 介護サービス基盤の充実

5,800万円

ＩＣＴ教育の推進、災害時避難所としての機能強化
を図る
【新・新時代】部活動指導員配置促進事業

介護人材の確保・育成支援、潜在的有資
格者への就業支援、若者に働き先として
選ばれる福祉事業所づくりなど

第７期介護保険料
第７期保険料基準額は、月額6,163円です。
所得段階別の保険料年額も、変更はありません｡

33万円
特産品相互取扱協定に基づき、特産品フェアなどの
イベントを開催
【拡・新時代】完全養殖サクラマスによるローカルブラ

ンディング創出事業

4,840万円

地方創生推進交付金を活用し、サクラマスの海上養
殖事業などを支援
【新・新時代】宿泊施設立地促進事業
【新・新時代】富山新港開港50周年記念事業

3,334万円
300万円

富山新港開港50周年を迎え開催される式典や記念
イベントの開催支援
【新・新時代】第二次中小企業振興計画の策定

【拡・新時代】英語教育推進事業

【拡・新時代】商店街等新規出店支援事業

200万円

商店街などに新規出店する経費の補助限度額を増額
【拡・新時代】合同企業説明会事業者参加支援事業

100万円
３大都市圏のほか県外で開催される合同企業説明会
に市内企業が参加するための費用を助成し、ＵＩＪ
ターン就職を促進
【新・行革】コミュニティバス再編調査業務

300万円

地域公共交通網形成計画の策定に向け、市民ニーズ
を把握するアンケート調査などを実施

165万円

2,437万円

新たに小学校へＡＬＴを配置するとともに教員研修
を実施
【新・行革】大門中学校整備事業 (長寿命化改良第Ⅰ

期工事）

７億8,500万円

環境に関する政策
【継】斎場整備事業

８億811万円

人づくりに関する政策
【新・新時代】子どもに関する施策推進計画策定(改定)

【拡・新時代】ねんりんピック富山2018射水市実行委

員会補助
1,713万円
【新・新時代】脳いきいき健康講座
〔介護特会〕 53万円
軽度認知症を早期に発見し、認知症の悪化防止を図る
【新・新時代】きららか射水移住支援事業

90万円

中学生以下の子どもが２名以上の移住者の補助限度
額を増額

【新・新時代】(仮称)明日の福祉創造セミナー事業

【新・新時代】射水っ子体力ＵＰ応援事業

没後50年 石黒宗麿
370万円

その他主要事業

【新】新湊消防署東部出張所大規模改修工事

【新】自殺対策計画の策定

１億3,907万円
72万円

女性部を女性分団に昇格し、更なる防火推進活動に
取り組む
【拡】高齢者運転免許自主返納支援事業

25万円

児童生徒の体力向上や運動習慣の定着および教員の
指導力を向上

展」の開催

安全・安心に関する政策

270万円
31万円

働き先として選ばれる魅力ある福祉事業所づくりを
支援

【新】｢新湊博物館開館20周年

【新・新時代】女性消防団員支援

380万円

中小企業などの課題解決や商工業の振興を推進

部活指導員を配置し、教員の負担軽減と部活動指導
を充実

特別養護老人ホームの増床、グループ
ホームの整備など

目標６ 明日を支えるひとづくり

【新・新時代】大阪府泉佐野市特産品相互取扱推進事業

【新・新時代】小学校普通教室等空調設備整備事業

※既に作成済みの通知・案内文等については、旧名称のままで通知されることがありますのでご了承願います。

基本理念

２万円

発達障がい児を抱える保護者の不安や悩みを軽減
するために専門相談員を交えた講座を年４回開催
【新】胃がん検診内視鏡検査の対象年齢拡大(70歳以上)

地籍係の業務を用地・河川管理課へ移管しました。

検索

射水市 予算

地域活性化に関する政策

【新・新時代】産婦健康診査事業

【拡】がん対策推進事業

●都市整備部
都市計画課

平成30年度の
主な事業

101万円

31万円
７億155万円
【新】本江、下村コミュニティセンター新築工事(基
本・実施設計)
5,700万円
【行革】公共施設の解体
２億4,800万円
【継】小杉社会福祉会館改修・改築事業

【新】堀岡福祉センター、堀岡児童館、旧新湊庁舎・

保健センター解体工事
2018.4
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運転免許証の自主返納を

考えてみませんか？

各種手当の月額が変わります
平成29年全国消費者物価指数の対前年変動率により、平成30年４月分から次の手当額となります。
なお、手当額は、受給者や扶養義務者の所得等によって決まります。
区

市では65歳以上の高齢者運転免許証の自主返納を促し、高齢者ド
ライバーが加害者となる交通事故の減少を図るため、高齢者運転免許
自主返納支援事業を拡充しました。変更点は図のとおりです。
対象者
免許返納後、30日以内の方
申請に必要なもの
・運転免許取消通知書の写し
(警察の窓口で返納時に交付さ
れます｡)

・縦3.0㎝×横2.5㎝の
顔写真 １枚

提出先・問合せ先
生活安全課

51－6623

今

ま

児童扶養手当

特別児童扶養手当

※２

４月１日から

障がい児福祉手当

※３

14, 650円

特別障がい者手当

※４

26, 940円

・コミュニティバス・デマンド
タクシー無料乗車証（５年）
・万葉線回数券 (20,000円相当分)
・加越能バス回数券 (20,000円相当分)
・富山地方鉄道ＩＣカード
(20,000円相当分)
※いずれか１つを選択

おいて常時特別の介護を要する状態の方に支給さ
れます。

※２身体や精神に中程度以上の障がいのある児童を

おいて常時特別の介護を要する児童に支給されま
す。

◆障がい児福祉手当および特別障がい者手当に
関すること

社会福祉課

㈱新湊観光船

港湾・観光課
51－6676

大門農村環境改善センター
大門コミュニティセントー

NPO法人
ワーカーズコープ

農林水産課
51－6677

●※印が付いている施設は、４月１日から新たに指定管理者制度を導入した施設です。
指定管理者が管理している全施設は、人事課のホームページをご覧ください。
●各施設の詳細は、それぞれの施設担当課へお問い合わせください。

いみず
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51－6613
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Ａ3

Ｑ1

家屋

Ｑ3

4.2

2018.4

固定資産税Ｑ＆Ａ

川の駅新湊

土地

Ａ1

よくある質問にお答えします

ふたくち地域振興会

住宅を取り壊したら、土地
の固定資産税はどのくらい
高くなりますか

二口コミュニティセンター

地域振興・文化課
51－6622

ー６６１９

水戸田地域振興会

Ｑ2

51－6626

しかし、住宅を取り壊すと、特
評価額が下落・据え置かれ
例の適用対象から外れるため、固
ているのに、土地の固定資
定資産税が高くなります。個々の
産税が高くなるのはなぜで
土地によって金額は異なりますが、
すか
最大で 倍に上昇します。
平成６年度の評価替えから、
宅地の評価は地価公示価格の
家屋の固定資産税が、昨年
７割を目途に行うこととされ、宅
よりも急に高くなったのは
地の固定資産評価額が急上昇しま
なぜですか
した。この評価額の上昇にあわせ
て税額の基礎となる課税標準額を
新築の住宅は、一定の要件
上昇させると、納税者の税負担が
を満たす場合、新たに固定資
大きくなるため、課税標準額を少
産税が課税されることになった年
しずつ上げていく「負担調整措置
度から３年度分（長期優良住宅ま
｣
たは３階建て以上の中高層耐火住
が講じられました。
宅の場合は５年度分）に限り、固
したがって、負担水準（個々の
定資産税額が最大２分の１に減額
土地の課税標準額が、評価額に対
されます。
してどの程度まで達しているかを
この減額適用期間が終了すると、
示す割合）が低い場合には、固定
固定資産税が本来の税額に戻りま
資産税が高くなります。
す。

Ａ2

課税課

水戸田コミュニティセンター※

◆児童扶養手当および特別児童扶養手当に
関すること

子育て支援課 51－6629

問合せ先

片口地域振興会

問合せ先

※３身体や精神の重度の障がいにより、日常生活に

83－0110
51－6623

片口コミュニティセンター※

人事課

34, 430円

監護している父もしくは母、または父母にかわっ
てその児童を養育している方に支給されます。

施設担当課

問合せ先

２級

※４身体や精神の重度の障がいにより、日常生活に

指定管理者制度を新たに導入する施設および更新する施設は下記のとおりです。
指定管理者

51, 700円

ともにしていない児童が育成される家庭や父母に
かわって児童を養育している方に支給されます。

土地の上に一定の要件を満
たす住宅があると「住宅用地
に対する課税標準の特例」が適用
され、税額が軽減されます。

射水警察署
生活安全課

１級

※１父母の離婚などにより父親または母親と生計を

４月１日からの指定管理者制度導入施設

9

6, 020円 ～ 3, 010円

コミュニティバス・
デマンドタクシー無料乗車証 (２年)

問合せ先

名

1 0, 040円 ～ 5, 020円

第２子加算額

※１

(月額)

4 2 , 500円 ～ 10, 030円

第３子以降加算額

期
間 ４月６日(金)～４月15日(日)
スローガン ゆずりあう 心でひろがる 無事故の輪
取 組 内 容 ・子供と高齢者の安全な通行の確保と
高齢運転者の交通事故防止
・自転車の安全利用の推進
・全ての座席のシートベルトとチャイルド
シートの正しい着用の徹底
・飲酒運転の根絶

設

平成30年４月分から
第１子

で

春の交通安全運動

施

分
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堀内科部長

糖尿病の薬について

薬剤師

クイズで学ぼう！糖尿病基礎知識 糖尿病療養指導士

クイズで学ぼう！糖尿病運動療法 糖尿病療養指導士
５月18日(金)

食事療法～食事の組み合わせ方～ 管理栄養士

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
● 臨時職員を募集します
医師事務作業補助者、看護補助者
問合せ先：経営管理課 82－8100
● 医療相談を開催します
日時：４月23日(月) 午後５時30分
※４月17日(火)までに予約をお願いします。

射水市の工事等発注状況
（契約金額が１千万円以上のもの）
【平成29年度分】入札による契約（平成30年２月契約分）

問合せ先

管財契約課

６月９日
（土）
富山国際会議場

受付期間

4月18日(水)

乙種第４類

６月10日
（日）
６月17日
（日）

高岡商工ビル

甲種
4月27日(金)
乙種第４類 乙種第1,2,3,5,6類
丙種
６月24日
（日） 魚津ありそドーム

２ 消防設備士試験（前期）
試験日

試験種類
午前
午 後
甲種第１類 甲種第５類

試験会場

８月18日
（土）
富山国際会議場
８月19日
（日）

受付期間

甲種第２類

乙種第４類

乙種第１類

乙種第５類

乙種第２類

乙種第７類

甲種特類

甲種第３類

７月６日(金)

甲種第４類

乙種第３類

６月27日(水)

乙種第６類

20

年
だ 金
国民年金第１号被保険者になったら

よ
り

60

日本年金機構から送付される納付
書で、金融機関やコンビニエンスス
トア等から納付する方法と、ご希望
の口座から引落しする口座振替があ
ります。

お得な前納制度

納期限を迎えていない保険料を前
払いすることで、納付する保険料が
割引になります。

免除制度


21


51

国民年金第１号被保険者とは、
自営業者、農林業者、学生、無職
などで 歳以上 歳未満の方のこ
とです。第１号被保険者になった
際には、加入の届出や国民年金保
険料の納付を自分で行わなければ
なりません。
会社を退職された方とその扶養
となっていた配偶者は届出が必要
です。また、収入の増加などで扶
養から外れた配偶者も対象となり
ます。

104

届[出に必要なもの ]

(火)

申請をして承認されると保険料の
納付が免除される申請免除制度に加
え、会社を退職したことによる、特
例免除制度があります。

10 17

問合せ先

４

20

保険年金課
ー６６２８
高岡年金事務所
ー４１８０
（音声案内が流れますので、年金の請
求やお受け取りに関するご相談は１
番、国民年金の加入や保険料に関す
るご相談は２番を押して下さい。）

場所
射水市庁舎
相談室
日時
月 日
午前 時～午後３時

出張年金相談

①厚生年金等の資格喪失証明
（会社から出されます）
②マイナンバーの確認できる書
類（マイナンバーカード、マ
イナンバー通知カードなど）、
年金手帳または身分証明書
（運転免許証など）
③印鑑
※歳の新規取得の場合①は不要
市役所保険年金課で届出をして
ください。

保[険料について ]

平成 年度国民年金保険料は、
月額１６，３４０円です。
通常、当月分の保険料は翌月末
が納期限です。
30

基
※礎年金番号の分かるもの
や身分証をご持参ください。

物 件 名
契約業者名称
契約金額(税込･円)
一般廃棄物収集運搬業務委託 新湊Ａ地区(可燃物)【長期継続契約】
96,012,000
㈱荒木運輸
一般廃棄物収集運搬業務委託 新湊Ｂ地区(可燃物)【長期継続契約】
103,420,800
㈱アースクリーン２１
北陸ポートサービス㈱ 地域資源循環事業本部
一般廃棄物収集運搬業務委託 新湊地区(不燃物)【長期継続契約】
69,066,000
㈱アースクリーン２１
一般廃棄物収集運搬業務委託 新湊地区(資源物)【長期継続契約】
159,408,000
新高清掃㈱
一般廃棄物収集運搬業務委託 小杉地区(可燃物)【長期継続契約】
137,872,800
新高清掃㈱
一般廃棄物収集運搬業務委託 小杉地区(不燃物)【長期継続契約】
41,558,400
新高清掃㈱
一般廃棄物収集運搬業務委託 小杉地区(資源物)【長期継続契約】
55,112,400
新高清掃㈱
一般廃棄物収集運搬業務委託 大門地区(可燃物・不燃物)【長期継続契約】
80,352,000
新高清掃㈱
一般廃棄物収集運搬業務委託 大門地区(資源物)【長期継続契約】
40,824,000
一般廃棄物収集運搬業務委託 大島地区(可燃物・不燃物・資源物)【長期継続契約】 新高清掃㈱
57,952,800
一般廃棄物収集運搬業務委託 下地区(可燃物・不燃物・資源物)【長期継続契約】 新高清掃㈱
25,812,000
委託
市庁舎等清掃業務委託【長期継続契約】(射水市役所､大島分庁舎､小杉地区センター) 日本海ビル保全㈱
28,058,400
射水市一般廃棄物収集指定袋 (西高木地内)
㈱アースクリーン２１
37,170,900
大島分庁舎宿日直業務労働者派遣【長期継続契約】(小島二区地内)
㈱竹部研装社 射水営業所
16,679,520
幼稚園・保育園廃棄物収集運搬業務委託【長期継続契約】(市立幼稚園､保育園) ㈱アースクリーン２１
10,031,040
小杉･大門･大島･下地区学校施設廃棄物収集運搬業務委託【長期継続契約】(小杉地区小中学校外) 新高清掃㈱
11,988,000
太閤山浄化センター維持管理業務委託(太閤山10丁目地内)
㈱アースクリーン２１
19,893,600
北部地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託(北部地区地内)
㈱アースクリーン２１
12,363,840
「広報いみず」印刷製本業務 (新開発地内)
㈲塩谷印刷
17,495,222
射水市民病院宿直業務委託【長期継続契約】(朴木地内)
富山総合ビルセンター㈱
29,276,640
射水市民病院清掃管理業務委託【長期継続契約】(朴木地内)
日本海ビル保全㈱
66,128,400
射水市民病院設備等運転管理及び空調機械設備等保守点検業務委託【長期継続契約】(朴木地内) 富山総合ビルセンター㈱
108,747,360

2018.4

試験種類
午 後
乙種第1,2,3,5,6類
甲種
丙種

午前

51－6617

契約業者名称
契約金額(税込･円)
14,677,200
㈱サンテック
11,394,000
㈲肥田建設
10,022,400
㈱廣田組
11,232,000
加州建設㈱ 富山営業所

【平成30年度分】入札による契約（平成30年２月契約分）
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試験会場

試験日

 
82 56

国民年金の届出には個人番号
マ<イナンバー の>記載が必要です

物 件 名
公共下水道(改築)太閤山処理区汚水管改築(第８工区)工事 (太閤山10丁目外地内)
公共下水道(改築)太閤山処理区汚水管改築(第９工区)工事 (南太閤山４丁目地内)
工事
市道大門針原線歩道整備工事 (赤井地内)
旧射水市小杉勤労青少年ホーム跡地整備工事 (戸破(宝町)地内)

１ 危険物取扱者試験（第１回）

ー０１１９

場所：市民病院診療棟
問合せ先：地域連携室 82－8136
※事前に、相談内容を確認させていただきます。

ー８３３３

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

５月25日(金) 血圧が高い､ 処方される薬は？ 薬剤師

射水消防署

食事療法～食事の組み合わせ方～ 管理栄養士

高川副院長兼
循環器内科部長

新湊消防署

４月20日(金)

当

～

糖尿病とは

当

５月11日(金) 血圧が上がるとどうなるの？

担

～

担

開催内容

フェーン現象時の火の取扱いに注意

４月６日(金)

開催内容

開催日

春めくこの時期はフェーン現象により、乾燥した強い南風

開催日

持参するもの 筆記用具
※5/25はお薬手帳があればお持ちください｡

平成３０年度
危険物取扱者・消防設備士試験案内

が吹いて暖かくなる日が多く火災の発生しやすい季節です。

持参するもの 筆記用具
※4/6はお薬手帳､ 4/20､ 5/18は､ 食品
交換表､ 電卓があればお持ちください｡

心臓病教室に参加しませんか ● ● ●

特に、火災の発生を防ぐため、火災警報、注意報が発表さ

糖尿病で治療を受けている方、糖尿病の患者さん
を家族にお持ちの方や糖尿病に関心のある方、ぜひ
ご参加ください｡

●●●

れた時や強風時、風が吹くことが予想されている時には、外

●●●

こ
※こに掲載してあるのは、前期日程です。
記載日以降の試験日程については、お問い

糖尿病教室のお知らせ

で火を使わないでください。

http://hosp.city.imizu.toyama.jp/
合わせください。

●●●

消防本部からのおしらせ

TEL 82-8100

各種試験案内

射水市民病院

2018.4
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月号

保健だより

■乳幼児健診、教室等の日程
事

業

対

象

２歳児
むし 歯 予 防 教 室
※申込者のみ

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
要予約

受付時間

５ 月12日(土)

9 : 15～ 9 : 30

Ｈ26年11月生

生後４か月～６か月児

栄養教室 (食生活改善推進員養成講座)

ヘルスボランティアは、地域で歩こう会や健康講座な
どを開催し、健康づくりの輪を広げているボランティ
アです。

食生活改善推進員は、「私たちの健康は私たちの手
で」をスローガンに健康的な食生活をすすめる活動を
地域で行っています。

市内在住の65歳までの方

月

日

４ 月 １ 日(日)

４ 月 ８ 日(日)

４ 月15日(日)

４ 月22日(日)

４ 月29日(日)

４ 月30日(月)

診療時間 午前９時～午後５時

医

院

・

たかはし内科医院（三ケ）

病

(できれば全回出席できる方)

修了後、ヘルスボランティアとして活動できる方

修了後、食生活改善推進員として活動できる方
内 容

栄養と健康づくりに関する講義・調理実習など

期 間

平成30年５月～平成31年２月 (１コース全11回)

期 間

平成30年５月～平成31年２月 (１コース全12回)

時 間

午前９時30分～午後１時30分

時 間

午後１時30分～３時30分

会 場

射水市保健センター

会 場

射水市保健センター

定 員

25名

定 員

25名

自己負担金

55－5552 【整】

【内】

富川クリニック（南太閤山）

9 : 45～10 : 00

【胃・循・外・内】 56－7373 【内】
藤田クリニック（二口）

松本医院（三ケ）
【内・小】

8 2 － 2 0 0 0

姫野病院（放生津町）
55－0057 【内・小・胃】

渡辺内科クリニック（二口）
【内】

8 4 － 8 2 0 0

中新湊内科クリニック（中新湊）

52－3515 【内・小・皮】

【産・婦】

ヘルスボランティア活動の様子

57－3711 【内・小】

(高岡市下麻生)

8 6 － 0 0 1 0

2 8 － 3100

和田歯科医院（高岡市御旅屋町）
2 5 － 6480
イワオ歯科医院（三ケ）
5 6 － 6766
萬屋歯科医院
(高岡市本丸町)

５月７日(月)

申込み・問合せ先

射水市保健センター  52－7070

3 6 － 8077

やまもと歯科医院
(高岡市能町南)

※会場や時間は内容により変更します。詳しい日程などは、申込者へ個別でご案内します。
※ヘルスボランティア養成講座・栄養教室の両方を同時に受講することはできません。
申込締切

かわなか歯科医院

8 4 － 8 8 2 2

こすぎ皮ふ科クリニック（太閤山） 皆川医院（海老江）
【皮】

5 4 － 5439

食生活改善推進員活動の様子

ヘルスボランティア養成講座と栄養教室の合同で行います。
日時 : ５月14日(月) 午後１時30分～３時30分
場所 : 射水市保健センター

開講式

医

かねこ歯科医院（高岡市中曽根）

8 4 － 0 0 5 5

宮林クリニック（本町）

52－6030 【内・小・皮】

科

8 4 － 7 1 7 1

羽岡内科医院（本町）

1,500円 (年間実習材料費)

9 : 00～10 : 00

歯

長徳寺クリニック（本町）

市内在住の65歳までの方

健康づくりに関する講義、血圧測定実習、
AED講習会など

内 容

※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

対 象

(できれば全回出席できる方)

◎ 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

歓迎 !

ヘルスボランティア養成講座

対 象

４ 月９日(月)
５ 月７日(月)
４ 月24日(火)
５ 月30日(水)

乳幼児

もぐもぐ教室(離乳食教室)

日

妊婦とその夫

Ｈ28年10月生
Ｈ26年10月生

(むし歯予防教室をあわせて実施)

施

Ｈ28年４月生
Ｈ28年５月生
Ｈ27年10月生
Ｈ27年11月生
Ｈ27年４月生
Ｈ27年５月生

Ｈ28年９月生

３歳６か月児健康診査

実

13 : 00～13 : 15

Ｈ30年１月生

!

男性も

健康づくりや正しい食の知識を学び、家族、地域に健康づくりの輪を広めていきましょう｡
４ 月10日(火)
４ 月25日(水)
５ 月９日(水)
５ 月22日(火)
４ 月12日(木)
４ 月20日(金)
５ 月15日(火)
５ 月25日(金)
４ 月11日(水)
４ 月19日(木)
５ 月17日(木)
５ 月23日(水)
４ 月13日(金)
５ 月８日(火)
４ 月17日(火)
５ 月28日(月)
４ 月27日(金)
５ 月29日(火)

３～４か月児健康診査

(むし歯予防教室をあわせて実施)

者

1日～16日生
17日～31日生
1日～15日生
16日～31日生
1日～15日生
16日～30日生
1日～19日生
20日～31日生
1日～18日生
19日～31日生
1日～14日生
15日～30日生

Ｈ29年12月生

受 講 生 募 集

射水市保健センター 52－7070

会場：射水市保健センタ－

名

１歳６か月児健康診査

問合せ先

2 2 －8610

予防接種のお知らせ
予防接種の種類

対

象

(平成30年度対象者)
者

予

防

接

種

券

麻しん風しん(ＭＲ)２期

平成24年４月２日～平成25年４月１日
(保育園・幼稚園年長児)

３～４か月児健診で配付済

ジフテリア・破傷風(ＤＴ)

平成18年４月２日～平成19年４月１日
(小学校６年生に相当する年齢)

平成30年４月初旬に郵送

※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

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
(子ども子育て総合支援センター３階「キッズポートいみず」)
射水市二口1081番地 5 2 －7 4 0 8

13 いみず

2018.4

(射水市医師会QRコード)

保健師や助産師が、妊娠届出などの諸手続きや妊娠、
出産、子育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。

※体調の良い時に早めに接種しましょう。転入や紛失などで予防接種券がない場合は、母子健康手帳を
お持ちのうえ、射水市保健センターへお越しください。

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。
2018.4
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In

ion

平成 年度市職員採用試験
○行政 上級・自己アピール )
(
３名程度
昭和 年４月２日以降に生
まれた方で、平成 年３月ま
でに学校教育法に基づく大学
短( 期大学を除く）を卒業し
た方または卒業見込みの方
採用予定 平成 年４月
募集要項など配布期間および
申込受付期間
４月４日 ～４月 日
○土木 上級・有資格者 )
(
２名程度
昭和 年４月２日以降に生
まれた方で、１級土木施工管
理技士または技術士（建設部
門または上下水道部門）の資
格を有する方
○建築 上級・有資格者 )
(
１名程度
昭和 年４月２日以降に生
まれた方で、一級建築士また
は二級建築士の免許を有する
方
採用予定 平成 年４月
本
※人の了解を得て、それ以

結果発表 ５月 日
問合せ先 射水青年会議所
３
―５００

水道メ ータ委託検針員
募集人数 １名
業務内容 市内に設置されて
いる水道メータの指針を読
み取り専用機器に入力を行
う業務
報酬 ３～８万円／月
応募資格 市内在住の 歳ま
での健康な方で、普通自動
車運転免許証を有する方
応募方法 写真を添付した履
歴書の提出（郵送可）
申込締切 ４月 日
必(着 )
その他 業務中の傷害保険に加入

問合せ先 上下水道業務課
布目分庁舎 )
(
９
―６４２

足洗老人福祉センター跡地
および温泉資源活用事業を
実施する事業者
足洗老人福祉センター跡地
既( 存建物などは市負担によ
り解体予定 、) 源泉敷地およ
び源泉供給設備を活用して新
たな施設を整備し、継続的に
事業を展開できる事業者を公
募します。（公募型プロポー
ザル方式）
応募資格 温泉資源を活用し
て老若男女が集える機能を
有する施設を整備し、継続
的に事業を実施することが

前にも採用される場合があ
ります。
募集要項など配布期間および
申込受付期間
４月４日 ～５月 日
募
※集要項等は、人事課およ
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）または市
ホームページからのダウン
ロードでも取得できます。
詳
※しくは、募集要項または
市のホームページ「職員採
用情報」をご覧ください。
自
※己アピール枠および有資
格者枠では、民間企業の採
用選考に近づけた内容で実
施するため、一般の公務員
試験（専門試験）を行いま
せん。民間企業志望の方も
ご応募いただけます。
その他の募集要項の配布予定
○行政（上級）、土木（上級）、
建 築（ 上 級 ）、保 育 士（ 中
級）は５月上旬
○保育士（中級・任期付）、
行政（初級・身体障がい者 )
は６月下旬
○保健師（上級）、消防士（初
級）、労務職（運転手）は
８月上旬
募
※集内容の詳細が決まり次
第、市報やホームページな
どでご案内します。
問合せ先 人事課
６
―６１３

期待できる法人など
公募要項の配布 ４月５日
から地域福祉課で配布。市
ホームページからダウン
ロードすることもできます。
現地説明会 ４月 日
応募登録申請書の受付
４月 日 ～５月 日
提案書類の受付
６月 日 ～ 日
詳
※しくは、公募要項をご覧
ください。
問合せ先 地域福祉課
６
―６２５

ねんりんピック富山２０１８
射水市実行委員会臨時職員
募集人数 １名
勤務内容 一般事務
応募資格 パソコン操作がで
きる方
採用期間 ６月～ 月
勤務時間 平日午前８時 分
～午後５時
賃金 お問い合わせください
募集期限 ４月 日
問合せ先 ねんりんピック富
山２０１８射水市実行委員
会事務局（社会福祉課ね
んりんピック推進班内 )
６
―６７３

いみず高校生
インスタ映えコンテスト
応募資格 高校生
募集テーマ
①風景 ②食
③青春の一コマ
市内の写真とストーリー
をテーマ別に募集します。
３つのテーマのいずれかを
選択し、写真にまつわるス
トーリーをあわせてお送り
ください。
応募方法 メール（ office@
）に「いみ
imizu-jc.com
ず高校生インスタ映えコン
テスト」とご明記のうえ、
左記の項目を記載してご送
付ください。
①応募者氏名・ふりがな
②応募者学校名・学年・性別
③応募者の電話番号
④応募テーマ
【例 ③: 青春の一コマ】
⑤写真のストーリー
詳
※細は射水青年会議所ホー
ムページでご確認ください。
賞品
最優秀賞（１名）
図書カード１万円分
部門賞（３名）
図書カード３千円分
優秀賞（６名）
図書カード１千円分
募集期間
４月１日 ～５月６日

対象 市内在住または市内勤
務の方（講座終了後、市内
で活動できる方が望ましい )
日時 ６月 日 ～８月 日

毎(週金曜日 )
午前 時～正午 全( 回 )
場所 新湊交流会館
定員
名（先着順）
受講料 無料
申込締切 ６月５日
申込み・問合せ先
射水市社会福祉協議会
５
―１９０

海竜スポーツランド
○ 成人スイミングスクール会員
料金 登録料 ３，２４０円
会費 週１回 ４，３２０円
週２回 ５，４００円
週３回 ６，４８０円
内
※容、スケジュールはお問
合せください
○ 水中エアロビクス定期レッスン
開催日 ４月 日 、
５月 日 、６月 日
時間 正午～午後１時
参加費 ５００円
別
※途、個人利用料が必要です。
問合せ先
海竜スポーツランド
８
―３１０

この講座では音訳活動を学
び、音訳への理解や知識を深
めます。

音訳ボランティア
養成講座入門コース

新｢ たな出会いや夢を求め
て」をテーマに受講生を募集
します。

県民カレッジ高岡地区
教養講座受講生

子育て支援課  51－6629
問合せ先

初回講座日
容
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生涯学習・スポーツ課  51－6637
問合せ先

射水市民国際交流協会
申込み・問合せ先

地域コミュニティセンターの生涯学習活動の様子や案内な
ど、様々な情報をお届けしています。
・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

韓国語 第１・３金曜 韓国語会話「挨拶と
６月１日(金)
(初級) 19：15～20：45 使える日常会話」
ご協力くださる登録施設を募集しています。なお、登録には授乳と
おむつ替えのできるスペースが必要となるなど一定の条件があります。

英 語 第１・３火曜 旅行の時などに使え
６月５日(火)
(初級) 19：15～20：45 る基礎的な英会話

英 語 第２・４木曜 ビジネスにも活用で
６月７日(木)
(中級) 19：15～20：45 きる実践的な英会話

中国語 第２・４火曜 中国語会話「挨拶と
６月12日(火)
(初級) 19：15～20：45 コミュニケーション」

｢とやま公民館学遊ネット」で
地域のコミュニティセンター情報
を確認してみませんか？

募
(水)

内
開催日時
講座名
生涯学習・スポーツ課  51－6637

86－2722

で 検索
とやま公民館学遊ネット
※介護予防事業
｢いみず湯どころ体操教室」開催中

「赤ちゃんの駅」登録施設募集中！

南太閤山17丁目１番地
催物開始時間 13 : 00～
４月11日(水) 劇団「つくし」
16日(月) 劇団「輝」
23日(月) ひまわり一座

問合せ先

足洗新町一丁目５番地
催物開始時間 概ね正午～
４月７日(土) 劇団「絆」
８日(日) 射水カラオケまつり(10 : 00～)
14日(土) ひまわり一座
15日(日) 藤山一座
18日(水) おわら踊り･カラオケ発表会(12 : 30～)
22日(日) 劇団「つくし」
28日(土) 新蔵富美男一座

｢いみず子育て情報ちゃいる．com」ホーム
ページ、または子育て支援アプリ「ちゃいる．com」から探すこ
とができます。
【検索手順】
トップページ ➡（アプリの場合は「MENU」を選択）
➡「子育てマップ」を選択 ➡「お出かけサポート施設」を選択
➡「赤ちゃんの駅を表示」にチェックを入れる

●足洗老人福祉センター

◆｢赤ちゃんの駅」の探し方

※詳細は各施設へお問い合わせください

新湊テニスコート(新湊アイシン
軽金属スポーツセンター隣)を人
工クレイコートに改修しました。

受講料 英 語：会員 4,000円／一般 8,000円 (全18回)
中国語：会員 3,000円／一般 6000円 (全12回)
韓国語：会員 3,000円／一般 6000円 (全12回)
※テキスト代が別途必要な講座もあります。
定 員 各18名 (先着順)
場 所 射水市民国際交流協会事務所
(大門総合会館２階)
小さなお子さん連れのご家族が外出時に、気
軽に授乳やおむつ替えができるスペースを備
えた市内の施設です。市内36カ所の登録施設
が無料で利用できます。(平成30年２月末現在)

(金)

(日)

56－4080
●小杉ふれあいセンター

(日)

24

10

(火)

(日)

10

語学講座受講生募集
スポーツ振興くじ(toto)
助成金を受け､
新湊テニスコートを改修しました
◆｢射水市赤ちゃんの駅」とは？

(金)
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各 施 設 の 催 物

赤ちゃんの駅 をご利用ください
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詳しくは、問合せ先へ
ご確認ください。
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日時 ５月 日 ～ 月２日
全(８回 )
午後２時～４時
場所 ウイング・ウイング高岡
５階５０３、５０４研修室他
申込期間 ４月 日 ～ 日

受講料 ９００円
問合せ先 県民カレッジ高岡
地区センター
５
―７８７

地域ふれあいサロン
事業の助成金交付
地域ふれあいサロンを設置
し、要件を満たす団体に５万
円を上限に助成金を交付して
います。新規設置を希望する
場合は、４月 日 までに射
水市社会福祉協議会へご連絡
ください。
問合せ先
射水市社会福祉協議会
５
―１９０

軽自動車税の減免申請
身体障がい者、知的障がい
者及び精神障がい者の方で、
一定の要件に該当する場合、
申請により軽自動車税を減免
します。詳細は、課税課市民
税係へお問い合わせください。
なお、自動車税（普通車）
との併用はできません。自動

平成 年度固定資産の
縦覧および閲覧

福祉タクシー利用券・
福祉ガソリン給油券の交付
外出困難な重度の障がいの
ある方に、タクシー利用券ま
たはガソリン券を交付します。
希望の方は申請してください。
対象者 ４月１日現在、市内
に在住で、次の手帳をお持
ちの方
○身体障害者手帳１・２級
○療育手帳Ａ
○ 精神障害者保健福祉手帳１級
移
※送サービス事業など、そ
の他のサービスとの重複利
用はできない場合がありま
す。
交付額（どちらか選択）
○タクシー利用券
年間６，０００円
○ガソリン給油券
年間３，０００円
交付時に必要なもの
○各種手帳
○マイナンバーカード（個
人番号カード）または通
知カード
交付場所 社会福祉課、各地
区センター

委(任状必要 )
○土地・家屋の賃借人など
契(約書など確認できる
ものが必要 )
必要なもの
○印鑑
○本人確認ができるもの
手数料 １件 ３００円
４
※月１日 ～５月１日 ま
では無料です。
問合せ先 課税課
６
―６１９

金沢国税局課税部事務処理
センターの設置について
平成 年４月から金沢国税
局内に課税部事務処理セン
ター（以下、 セ｢ ンター」と
いいます。）を設置し、従来、
各税務署が行っていた書面照
会および電話による問い合わ
せの一部を実施します。この
ため、納税者および関与税理
士の皆様に対し、センターか
ら照会させていただく場合が
あります。ご理解とご協力を
お願いします。
問合せ先
金沢国税局課税部事務処理セ
ンター
０５７０ ０
―３ ８
―１２１
個人課税、資産課税関係 )
(
０５７０ ０
―３ ８
―１７１

①５月 日
③７月３日
⑤８月 日
⑦ 月 日
⑨２月５日

時間 午後１時 分～４時
分のうち 分間
時
※間の調整が必要な場合が
ありますので、お早めにお
申し込みください。
会場 子ども子育て総合支援
センター「キッズポートい
みず」 旧(大門庁舎）３階
申込み・問合せ先
学校教育課
６
―６３５

②６月 日
④７月 日
⑥９月 日
⑧ 月８日

お子さんの就学・発達・行
動・子育て・学習・学校生活
などで、心配なことや困って
いることを相談してください。
○保健、福祉、教育の各分野の
専門家が相談に当たります。
○対象は、乳幼児から成人ま
でです。
○お子さんもご一緒にご来場
ください。
○相談の秘密は守ります。相
談は無料です。
日程

問合せ先 社会福祉課
車税（普通車）の減免につい
ては、富山県自動車税センター
６
―６２６
６
―６５８
(０７６ ４
―２４ ９
―２１１ )
へお問い合わせください。
射水市地区相談会を
減免申請書の提出期限
ご利用ください
５月 日
問合せ先 課税課
６
―６１８


法(人課税関係（印紙税含む ) )

キッズポ ートいみず
開館１周年記念コンサート
～歌でつづるモーツァルト物語～

楽都金沢音楽祭に参加した
プロの声楽家４人が、モー
ツァルトの楽曲を披露します。
日時 ４月 日
午後２時
開(場 午後１時 分 )
会場 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 子育て支援
センター
対象者 ０歳以上
参加費 無料
問合せ先 公(財 射
) 水市文化
振興財団
１
―５１５

カモシカを発見したら
暖かくなるとカモシカが姿
をあらわすことがあります。
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、カモシカは自ら山へと
帰っていきます。もし、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は、
生涯学習・スポーツ課（
６
―６３７）までご連絡く
ださい。
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 84 －4649
 82 －8400
射水市観光協会
高周波文化ホール
問合せ先

富山新港花火大会実行委員会
(大島分庁舎 港湾・観光課内)  51－6676

５月11日 (金)
時

(金)
(月)

○縦覧帳簿の縦覧
市内に土地または家屋を所
有する固定資産税の納税者は、
自らの土地や家屋の評価額を
他の土地や家屋と比較するこ
とができます。
日時 ４月１日 ～５月１日
の市役所開庁時間
場所 課税課（市庁舎２階）
縦
※覧場所は課税課のみです。
縦覧できる方
○固定資産税の納税者
○納税管理人
○納税者の同意を得た方
委(任状必要 )
必要なもの
○印鑑
○本人確認ができるもの
手数料 無料
○課税台帳の閲覧
固定資産税課税台帳を確認
することができます。
日時 ４月１日 から通年の
市役所開庁時間
場所
○各地区センター
○証明書発行窓口
市(庁舎１階 )
○課税課（市庁舎２階）
閲覧できる方
○固定資産の所有者
納(税義務者）
○納税管理人
○所有者の同意を得た方

※事業の概要については、地域振興・文化課のホームページをご覧ください。

申込み・問合せ先

※発売初日の販売は、一人２枚までです。
※未就学児は入場できません。
※ホールメイト先行販売および会員割引はありません。

販 売 数 20セット ※先着順、販売数に達し次第終了
価
格 １セット (定員４名) 5,000円
テーブル１脚、いす４脚、いいみずいみず、茶菓子付
申込期限 ７月13日(金)
●黒河地区竹林環境整備事業 (黒河地域振興会)
●南太閤山地域振興会設立10周年記念事業 (南太閤山地域振興会)

◇展覧会会期 ５月18日(金)～20日(日)

地域振興・文化課  5 1 －6 6 2 2
問合せ先

有料観覧席の販売

地域提案型市民協働事業

平成29年度に全国公募展や県展に入
賞・入選したか、県展以外の全県公募
展で入賞した方々に出品依頼状を送付
しています。４月10日までに依頼状が
届かない場合は、13日までに実行委員
会・亀谷(55－2416）までお知らせ
ください。

10発 ※先着順、募集数に達し次第終了
１発 (10号玉) 30,000円
メッセージの場内アナウンス、パンフレット掲載
有り、記念品 (メッセージ入り模型玉) 贈呈
申込期限 ６月15日(金)

日

メモリアル花火募集

午後６時30分（午後５時45分開場）
場 所 高周波文化ホール 大ホール
【入場券発売について】
◇一般発売 ４月７日(土) 午前９時～
【販売場所】高周波文化ホール、アイザック小杉文化
ホール ラポール、アーツナビ
【料
金】全席指定 3,500円 (税込)
募 集 数
価
格

第21回いみず野美術展
出品依頼について

獅子舞参加団体募集

ご寄附ありがとうございます

第54回富山新港花火大会のお知らせ

立川志の輔独演会
申込期限
※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。

●発達障害児に対するタブレット端末使用による学習支援
(NPO法人はぁとぴあ21)
●射水丘陵における希少生物 (絶滅危惧種)・地域在来生物の保存に関
する事業 (N P O法人自然環境ネットワーク・射水市ビオトープ協会)
●先人に学ぶ「ふるさと射水再発見」事業 (南原繁先生来県百周年記
念顕彰会)

18 27 19

志の輔 射水らくごの日
２団体 ※午後５時30分～６時50分で各団体
１回（約30分の演舞）
※小雨決行、荒天中止
４月27日(金)

公募提案型市民協働事業

(土)

募 集 数

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

19 17

小杉ライオンズクラブ
大門ライオンズクラブ
会長 島田 公志 様
会長 塩井
実 様
射水市子ども子育て総合支援センター
屋外設置ベンチ ３台
公募提案型市民協働事業については、２月３日(土)に開催した公開審
査会において選考された３事業が、地域提案型市民協働事業については、
ヒアリング審査において選考された２事業が採択されました。

11

30

日 時 7月29日 (日) 午後７時50分～８時30分
場 所 海王丸パーク

固定資産税第１期
納期限 ５月１日(火)

30

(木) (火) (金) (火)

30



今 月 の 納 税

協働のまちづくり
平成30年度
提案型市民協働事業が決定しました！

(火) (金) (金) (火) (火)
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高周波文化ホール（新湊中央文化会館）

■

ド

ラ

ム

タ

オ

DRUM TAOドラムロック疾風３ ４月15日(日) ホールメイト

発売開始 !
４月22日(日) 一般発売開始！

６月29日(金)

午後６時30分開場 午後７時開演
入場料：全席指定 5,500円（会員 5,000円）

世界24か国 ･ 500都市 ･ 観客動員数700万人。世
界が認めた和太鼓エンターテイメントDRUM TAO｡
舞台上を駆け抜ける「疾走感」、魔法のよう
に感情を揺さぶるTAO-BEAT、思わず感涙し、
口遊むような旋律。美しくも圧倒的なパ
フォーマンスと最新の映像テクノロジーが融合
する「THE 日本エンターテイメント」。

■ ロビーコンサートのご案内

6月11日(日) ホールメイト発売開始!
ト
ハワイアン・ミュージック＆フラ・コンサー

午後６時開場 午後６時30分開演
入場料：全席指定 5,500円 (会員 5,000円) ※３歳以下入場不可

◆ 和楽器バンド TOUR
７月７日(土)

５月12日(土) 一般発売開始！

入場無料

◆ 氷川きよしコンサートツアー2018
４月８日(日) ～４月13日(金)
７月11日(水)

ホールメイト・友の会先行発売 !
①午前11時30分開場 正午開演
５月13日(日) 一般発売開始！
②午後３時30分開場 午後４時開演
入場料：全席指定 7,500円 (②のみ 会員 6,500円)※未就学児入場不可

●４月の休館日 ３日､10日､17日､24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
オーケストラで聴くジブリ音楽

～４月18日(水)
2018 ４月14日(土)
ホールメイト・友の会先行発売 !

午後５時開場 午後６時開演
入場料：全席指定 7,500円 ※２歳以下入場不可

時間：午後２時～午後３時

■ ファミリーコンサート

6月18日(日) 一般発売開始！

６月８日(金)

４月15日(日) 滝沢卓（シンセサイザー）
５月13日(日) Con ブリオ(オカリナ＆ピアノ)
会場：大ホールロビー

好評発売中！

◆ ハアヘオ来日公演

（当日500円高）※未就学児入場不可

４月14日(土) ホールメイト
発売開始 !
４月21日(土) 一般発売開始！

６月23日(土)

午後２時30分開場 午後３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）
(当日一般のみ500円高) ※３歳以下入場不可

出演：N響団友オーケストラ、
井上あずみ、木村 弓
スタジオジブリのアニメ音楽を、井
上あずみ(さんぽ/となりのトトロ)、
木村 弓(いつも何度でも/千と千尋の
神隠し)が歌い、16名編成のＮ響団友
オーケストラが奏でます。
ご家族お揃いでお楽しみください。

■

前田憲男×佐藤允彦×国府弘子 トリプルピアノ

７月16日(月・祝) 午後３時30分開場 午後４時開演
入場料：全席指定
４月22日(日) ホールメイト
発売開始 !
一般 4,500円（会員 4,100円）
４月29日(日)一般発売開始！
（会員
900円）
高校生以下 1,000円
(当日一般のみ500円高) ※未就学児入場不可

●４月の休館日 ３日､10日､16～19日､24日

８３－０８００

シーズンパス好評販売中♪

博物館の収蔵品や市内に伝えられてきた切手を展示してい
ます。「月に雁」･「見返り美人」などの貴重な切手、植
物や鳥などを描いた芸術性の高い切手、各地の風景を描い
た切手など、細やかな印刷技術が生み出
した切手の美をお楽しみください。

■ 企画展「射水を旅した人たち」
４月20日(金)～６月24日(日)
射水を旅した人々の物語を紹介します。
第４回国民体育大会記念切手

大島絵本館

●４月の休館日 ２日､９日､16日､17日､23日

５２－６７８０

■ ゴールデンウィークイベント情報
●５月３日(木・祝)～６日(日) 絵本交換会
●５月３日(木・祝) はいはいレース

2019年５月１日(水)～６月２日(日)
2018年11月１日(木)～12月２日(日)

５６－１５１５

【平成30年度指定主催公演】 ※変更になる場合があります。予めご了承ください。

太閤山ランドでは、１シーズンに何回でも利用できる
駐車場シーズンパスを販売しています。
園内の四季の移り変わりや、各種イベントを楽しむな
ど有効にご活用ください♪
・駐車場(普通車)
3,000円
・駐車場トレーンパス
(普通車・大人) 4,800円
申込用紙は太閤山ランド各施設や、
ＨＰからのダウンロードで取得できます。
● イベント情報
５月６日(日)「春の味覚とハンカチノキを探して」

参加者募集中！！
５月３～５日「開園35周年記念
太閤山フェスティバル2018」

いきいき射水・

①午前10時30分～ ②午後２時～
※メールでの申込必要（各回先着20組）
申込期間 ４月14日(土)午前９時～24日(火)午後３時

●５月５日(土・祝) フッキ―大道芸

研修室等

５６－６１１６

お得に！気軽に！何度でも！

■ ホール利用申込抽選会のご案内 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
対象期間 ホ ー ル

●４月の休園日 10日､17日､24日

開催中～４月15日(日)まで

海王丸パーク

●４月の定休日 ４日､11日､18日､25日

①午前11時～ ②午後２時～
★高校生以下入館無料
ご家族に１冊絵本プレゼント 午前９時30分～午後５時

●５月６日(日)
似顔絵コーナー 午前11時～午後３時 料金500円～
午後１時～３時30分
おもちゃ病院
※詳しくはＨＰをご覧いただくか、お問い合わせください。

開催日：４月22日(日)・５月５日(土・祝)
時 間：午前10時～午後３時30分
※すべての帆がひろがっている時間
午前11時30分頃～午後２時
※荒天中止。当日午前８時に決定します。

■ 鯉のぼり掲揚式・花の迷路開園式
日 時：４月13日(金) 午前10時～
※鯉のぼりは、５月６日(日)まで掲揚します(雨天中止)

■ 探鳥会
日 時：４月15日(日) 午前８時30分～10時30分
場 所：海王バードパーク（海王丸パーク隣）
この季節に飛来する野鳥の観察会です。バードマス
ターの丁寧な解説がありますので、初心者の方でも参
加できます。

公演日

会場 料金(円)

１ ファミリーコンサートオーケストラで聴くジブリ音楽

6/23(土)

小杉

3,000

２ DRUM TAO ドラムロック 疾風３

6/29(金)

新湊

5,500

小杉展示館

○ホールメイト：年会費2,000円／１口
指定主催公演を一般発売の約１週間前に公演開催
館窓口で先行販売にて購入できます。
(指定席では、 座席を選べます）

３ 前田憲男 × 佐藤允彦 × 国府弘子トリプルピアノ 7/16(月・祝) 小杉

4,500

■ 第５回 緑天鳳窯会員展

■ ちびっ子天国 in 海王丸パーク

４ 森山良子コンサート

９/22(土) 新湊

5,500

日時：４月20日(金)～４月30日(月)

開催日：５月３日(木・祝)～６日(日)

５ 琵琶と筝と影絵でつづる 今様 赤頭巾

10/13(土) 大門

1,500

○友の会会員・ホールメイト会員共通特典
指定主催公演のチケットが割引価格にて購入でき
ます。（窓口で会員証提示の上、指定枚数まで）

６ Voces8 クリスマスコンサート(ア・カペラ)

12/15(土) 小杉

4,000

公

演

名

７ ラポールニューイヤーコンサート 2019

H31.１/13(日)

■ 端午の節句のお祝いに“兜”づくり ■ ＧＷは家族や仲間と陶芸体験！

19 いみず

2018.4

3,500

●４月の休館日 ３日､10日､16日､17日､24日
http://www.imizubunka.or.jp/tougei/ ５４－１２０１

陶房「匠の里」
端午の節句にあわせて、兜の置物を作ってみません
か？世界にたったひとつのオリジナ
ルの兜はプレゼント用にも最適です。
実施日：４月８日(日)及び９日(月)
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：お電話にてお申込み下さい。

小杉

匠の里では、毎日陶芸体験教室を実施しています。家族や気の合う仲
間が集まったときに、陶芸はいかがですか？作品と共に素敵なGWの思
い出としてずっと残ることでしょう。
実施日：毎日(休館日を除く) 時 間：午前９時30分～、午後１時30分～
定 員：60名 料 金：大人1,440円(市内) 子供1,390円(市内)(焼成費含む)
申 込：お電話にてお申込みください。
４月の郷土陶芸作家展 越中立山麓窯 安田成典展４月13日(金)～５月６日(日)

■

８２－５１８１

■ 総帆展帆

人気のお昼寝スタイルの撮影会。
①午前10時～正午 ②午後１時～３時
参加費500円

のないよう、ご来館ください。

太閤山ランド

■ 企画展「切手をたのしむ」

●５月４日(金・祝) ベビースマイルアート

５月２日(水)10 時～

№

新湊博物館

羽田健太郎の逝去により、2008年のラストコン
サートを最後に活動を終了することになったトリ
プルピアノ。オリジナルメンバーの前田憲男・佐
藤允彦に今回は国府弘子を迎えて１年限定で復活
します。ぜひこの機会にご堪能ください。

平成30年度射水市文化ホール友の会・ホールメイト会員募集 !!
○友の会：年会費10,000円／１口
指定主催公演を１公演１枚まで、金額合計15,000円
以内で何公演でもお選びいただけます。公演日が
近くなりましたらチケットがお手元に届きます。
（指定席では、座席は選べません）

射水おでかけガイド

●４月の休館日 16日
◆ は共催事業です。
http://www.imizubunka.or.jp/chubun/ ８２－８４００

●４月の休館日 ２日､９日､16日､23日

５５－３３３８

古布を使った押し絵づくり教室

竹内源造記念館

●４月の休館日 ２日､９日､16日､23日

５５－３２８８

■ 「射水鏝絵座」お花見演奏会
４月７日(土)17時～ 大門高校「筝演奏」夜間延長開館
「屋外夜桜ライブ 同時開催」
8日(日)午前中 獅子舞・ダンスパフォーマンス
午後１時～「箏＆尺八」「二胡」

■ 小杉中学校 鏝絵作品展
～6月下旬まで開催

■ チャレンジ 型抜き鏝絵
受付中（要事前予約）

あじさいの壁飾りを作ります。
日 時：４月21日(土)、22日(日)
両日とも午前９時～正午
※どちらかの日の受講となります。
場 所：ミライクル館プラザ棟
対象者：市内在住または市内に勤務の方
定 員：各20名
受講料：500円(材料費) ※裁縫道具はご持参ください｡
募集期限：４月19日(木) ※先着順
申込方法：電話受付
申込み・問合せ先：ミライクル館
5 5 - 8 6 5 0
2018.4
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サクラマス給食で命に感謝
２月27日(火)、昨年６月から堀岡小学校で自分たちが育てて
きた「いみずサクラマス」の試食体験が行われました。自然の
恩恵に感謝し、調理されたムニエルのあんかけやマス寿司、お
刺身を美味しそうに味わっていました。

各 種 相 談
●行政・人権相談
51ー6622
午後１時30分～４時
・４月４日(水)、５月２日(水)
生涯学習センター
・４月12日(木)、５月10日(木)
新湊交流会館
・４月18日(水)、５月16日(水)
大門総合会館
・４月24日(火)、５月22日(火)
射水市庁舎
・４月休み、５月２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
・４月５日(木)、４月19日(木)、
５月17日(木)
新湊交流会館
82ー8450
・４月３日(火)、４月17日(火)、
５月１日(火)、５月15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｡

全国大会出場へ意気込みを語る
春の全国小学生ドッジボール選手権全国大会に出場する「杉っこドッ
ジファイターズ」が市長を表敬し、｢心をひとつにして頑張る！」と大会
への意気込みを語りました。
また、日本少年野球春季全国大会に出場する中学生硬式野球チーム
「射水ボーイズ」の川村主将が市長を表敬し、｢射水を全国に知ってもら
える戦いをしたい」と抱負を述べました。

●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
・４月27日(金)、５月25日(金)
午後１時30分～４時30分
大島社会福祉センター
●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
・４月25日(水)、５月23日(水)
午後２時～４時 射水市庁舎

市内の企業を知ろう！
「射水市合同企業説明会」
３月16日(金)、高周波文化ホールで市内35企業による「射水
市合同企業説明会」が行われました。採用担当者から直接説
明を聞けるチャンスとあって、学生たちは真剣な表情で説明
を受け、熱心にメモを取る姿が見られました。

●税理士の無料税務相談（要予約）
076ー422ー4034
・４月19日(木)、５月17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

４月の
休日窓口
日程

太閤山ランドで「春のオープンフェスタ」
３月17日(土)、18日(日)、太閤山ランドで春のオープンフェ
スタが開催されました。オープン初日はトレーン、サイクリ
ング、ボートなど全ての施設が無料開放され、この日を待ち
わびていた家族連れやカップルなどで賑わっていました。
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問合せ先
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

■
■
■
■

●女性のための無料相談
●無料法律相談（要予約） 51ー6615
51ー6622
（パートナーや子どもとの関係など）
・４月26日(木)
・４月10日(火)、５月16日(水)
午後１時～４時 射水市庁舎
午前10時～午後３時
予約方法：はがきに住所、氏名、電話
・４月18日(水)
番号を記入し送付（当月受
午後１時～４時
付分のみ受付）
※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。
定 員：６名（抽選）
※相談時間は50分です。
締 切：４月12日(木)消印有効
送付先：〒939-0294 新開発410番地1
●消費生活相談
52ー7974
総務課４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４時 射水市役所
また、同じ方からの相談は年に１
●住宅相談 (耐震補強やリフォーム工事の
回です。
相談､介護保険を利用した住宅改修など)
※相談日は、原則毎月第４木曜日、
・４月15日(日) 午前10時～午後４時
予約は第２木曜日締切(消印有効)
太閤山ショッピングセンターパスコ
です。
55ー1298
・４月15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
●もの忘れ・認知症相談
51ー6625
82ー4511
午前10時～正午
※どんなことでも（見積りも）無料で
・４ 月 1 2 日(木) 射水市民病院
相談に応じます。
・５ 月 1 0 日(木) 真生会富山病院
●家庭児童・母子父子相談 51ー6629
・月曜日～金曜日（祝日を除く）
●認知症カフェ
午前９時～午後５時 射水市役所
・４月５日(木)、５月10日(木)
午後１時30分～３時30分
●子どもの悩み総合相談
太閤の杜内
56ー8727
・FAX 52ー3122
・月曜日～金曜日（祝日除く）
・４月14日(土)、５月12日(土)
午前９時～午後５時
午後２時～４時
射水市子ども子育て総合支援センター１階
大江苑内
55ー8888
kodomo-soudan@city.imizu.toyama.jp
・５月19日(土)
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
55ー2799
射水万葉苑内
84ー5678
子どもの権利支援センター
・５月19日(土)
（来所相談のみ・要予約）
午後１時30分～３時30分
・第１水曜日
七美ことぶき苑内 86ー2500
（祝日除く) 午後２時～５時
・４月５日(木)
・第２月曜日、第３・第４水曜日
（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
・４月15日(日)
午後２時～４時
本町サポートセンター内 84ー5678

●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

日
程 ４月８日(日)、15日(日)、22日(日)、29日(日)
開設時間 午前８時30分～午後０時30分
開設場所 射水市庁舎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。
2018.4
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新生活応援 ! !
牛肉と長芋で
疲労回復 ! !

牛とろ丼
材料（２人分）
米………………1.5合
牛こま切れ肉…150ｇ
しょうが………15ｇ(すりおろす)
Ａ しょうゆ………大さじ1/2
みりん…………大さじ１
砂糖……………大さじ1/2
サラダ油………小さじ１弱
長芋……………10㎝程度
すし用のり……２枚
うずら卵………２個
みつば…………４～５本
紅しょうが……適量

作り方
① ご飯は硬めに炊く。
② フライパンにサラダ油を熱し、牛肉を炒め、Aを加えて味付けする。
③ 長芋は皮をむき、すりおろす。みつばは２㎝長さに切り、さっと熱湯
をかける。
④ ご飯をどんぶりに半分盛り、のりを1/2枚ちぎってしきつめ、さらに
ご飯を盛り、もう1/2枚のりをちぎってしきつめる。
⑤ ②の煮汁をかけながら牛肉、長芋を重ねてのせ、真ん中にくぼみを
作ってうずら卵を割り落とす。
⑥ 紅しょうがとみつばを飾る。

富山マラソン 2018
山・海・まち ～美しい富山湾を走ろう～

■マラソン

参加賞
【マラソン、車いす（９㎞）】記念Ｔシャツ
【ジョギングの部】記念タオル

完走記念賞
【全種目】完走証
【マラソン】完走メダル、フィニッシャータオル

【インターネットエントリー（先着順）】
４月21日(土)～６月20日(水)
部 門

マラソン（42.195㎞）
12,000人

30人

1,000人

高岡市役所前 ８：50

新湊きっときと市場前 ８：30

フ ィ ニ ッ シ ュ

富岩運河環水公園

高岡市役所前

新湊きっときと市場前

７時間

45分

50分

10,000円

3,000円

一般 3,000円、高校生 1,500円、中学生 1,000円､
小学４～６年生・保護者ペア 4,000円

員

限

時

間

参
加
料
( 税 込・手 数 料 別 )

問合せ先

富山マラソン実行委員会事務局

10

(木)

(木)

中央図書館
 5 7－4 6 4 6
新湊図書館
 8 2－8 4 1 0
正力図書館
 5 2－5 2 7 3
下村図書館
 5 9－2 3 0 3

2018.4
2018.4

みんなの

10

図書館

(金)

図書の企画展示

11

(金)

新着図書ピックアップ

11

20

あったか家族の愛ことば ～家族いっ

(土)

20

「あったか家族応援企画」展

12

(土)

図書館ホームページで
新着情報が確認できます

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

28

しょに 食｢事 おしゃべり お手伝い ～
｣
期間 ４月 日 ～５月 日
会場 中央図書館
○幼児・小学生向け特集コーナー
世(界の国ぐに )
期間 ４月 日 ～５月 日
会場 新湊図書館

29 30

23

28

イ ベ ン ト

22 23 24 25 26 27 28

【一般図書】
動物はいつから眠るようになっ
たのか？
大島 靖美
インターネット、７つの疑問
大崎 博之
石｢油」の終わり
松尾 博文
【小説】
イザベルに薔薇を 伊集院 静
額を紡ぐひと
谷 瑞恵
完パケ！
額賀 澪
さよなら、わるい夢たち
森 晶麿
伊東 潤

15 16 17 18 19 20 21

60

修羅の都
【児童書】

9 10 11 12 13 14

◆２０１８年
第 回こどもの読書週間
期間 ４月 日～５月 日
標語 は｢じまるよ！
本のカーニバル ｣

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

076－444－4102

○春のお楽しみ子ども会
午前 時～
日時 ４月 日
会場 中央図書館
内容 絵本・紙芝居の読み聞か
せ、ベル演奏など
○親子絵本ふれあい読書ディ
午前 時～
日時 ４月 日
会場 新湊図書館
内容 絵本・紙芝居の読み聞かせ

４月の図書館カレンダー

おもしろい！楽しい！うれしい！

手紙２
スギヤマ カナヨ
妖怪一家の温泉ツアー
富安 陽子
【絵本】
おおきくなったらきみはなんに
なる？
村上 康成
【郷土資料】
入越日記
山本 渓山

推奨図書の展示

【一般図書】
旅について
【児童書】
春はドキドキ・ワクワク
期間 ４月 日 ～５月 日
会場 新湊図書館
(木)

8

ジョギングの部（約４㎞）

高岡市役所前 ９：00

定

10

車いす（９㎞）

スタート地点・時刻
制

23 いみず

エントリーサイト「ランネット」よりお申し
込みください。(http://runnet.jp/)

■その他の種目

(金)

参 加 者 募 集

申込方法

【インターネットエントリー（先着順）】
●富山県民先行枠、富山マラソン応援枠
４月７日(土)～６月20日(水)
●一般枠
４月21日(土)～６月20日(水)
【専用払込用紙による申込み（抽選）】
４月21日(土)～６月20日(水)

20

10月28日(日) 開催

いみず 22

いみず

広報

〒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

｢春の日本一周クルーズ」で富山新港に寄港する“ぱしふぃっく
びいなす”の市民船内見学会を開催します。この機会に、洋上の
楽園と呼ばれる“ぱしふぃっく びいなす”の豪華な船内をご覧い
ただき、クルーズの世界に触れてみませんか。

応募について

30

第40回越中だいもん凧まつり
の参加団体募集！

客船“ぱしふぃっく びいなす”
市民船内見学会の参加者募集！

船内見学会

●編集・発行 富山県射水市未来創造課

●平成 年４月号（３月 日発行）

30

富山新港開港50周年記念

日 時

５月12日 (土)

募集人数

受付：午前９時～10時 見学：午前10時～11時
80名 (20名単位のグループで見学します｡)

場 所

５月20日 (日)

場 所

大門カイトパーク（庄川左岸河川敷）

対 象

射水市内在住者で、階段の移動が可能な方
往復はがきに①～③の必要事項を記入し、下記
応募先へ郵送にてお申し込みください。

募集内容

①親子連凧揚げ競技
②全国有名凧揚げ競技
③企業・各種団体コマーシャル凧揚げ競技
④地元自治会大凧揚げ競技
募集期限 ４月13日 (金)

①行事名（「船内見学会」と記載ください。)
②参加希望者全員の氏名・年齢・性別・住所・電話番号
③返信面に返信先（代表者住所・氏名）
※応募は一人１通までとし、一通につき２名まで応募可能です｡
申し込み後に参加者を変更することはできません。

場 所

大門カイトパーク（庄川左岸河川敷）

募集内容

手ぶらで会場に来て、凧揚げを楽しんでいただけ
る大好評企画です。完成品の和凧１枚と越中だい
もん凧の会による凧揚げ講習がセットになってい
ます。(先着50組参加費無料。凧は持ち帰りいた
だけます。）
五月晴れの大空に、凧を揚げてみませんか？
皆さんの参加をお待ちしています。

募集期限

５月11日 (金) ※先着50組

４月20日 (金) 消印有効

※応募多数の場合は抽選となります。
※抽選結果は、５月初旬に通知します。

申込み・問合せ先

午前８時20分～午後４時

●第40回記念事業
親子凧揚げ体験の参加者募集！
日 時 ５月20日 (日) 午前11時～午後０時10分

ぱしふぃっく びいなす船内
(富山新港海王岸壁・海王丸パーク内)

応募方法

募集期限

日 時

富山新港港湾振興会 (港湾・観光課内)

※詳しくは、観光サイト「きららか射水観光NAVI」をご覧くだ
さい。(http://www.imizu-kanko.jp/）

申込み・問合せ先

〒939-0292 射水市小島703番地

 51－6676

越中だいもん凧まつり実行委員会
(港湾・観光課内)  51－6676

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30年２月末現在の射水市住民基本台帳人口 ※( )内は前月比｡

人 口

93,447 人

(－ 48) (うち外国人

2 , 249人)

男 性

45 , 454 人

(－ 26) (うち外国人

1 , 203人)

女 性

47 , 993 人

(－ 22) (うち外国人

1 , 046人)

世帯数

34 , 734 世帯

(－ 14) (うち外国人のみの世帯1 , 080世帯)

