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田尻池のオオハクチョウ（11月28日撮影）
　田尻池（池多地区）には、越冬のため、毎年多くのハクチョウが飛来し、3月
上旬ごろまでその姿を見ることができます。体が灰色のものは幼鳥です。
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追加接種（₃回目）について

１ 回接種回数

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止および重症化予防の観点から、国の方針に基づき、追加接種（ 3回目）を実
施します。接種会場や予約方法など詳細は、決まり次第、広報とやまや特設サイトでお知らせします。

ワクチンの₂回目接種を完了した１8歳以上の方のうち、₂回目接種日から原則₈カ月以上経過
した方
次の方は、特に接種をお勧めします。
①高齢者や基礎疾患のある方など、重症化リスクの高い方
②重症化リスクの高い方との接触の多い方（関係者や介助者、介護従事者など）
③医療従事者など、職業上などの理由により、ウイルスに感染するリスクの高い方

対象者

※令和₃年₃・₄月に ２回目接種を受けた方には、令和 3年１１月に接種券を送付しました。
※ 3回目接種の内容やスケジュールについては、国の方針により変更する場合があります。
※₂回目接種が令和 3年₆月以降の方には、₂回目接種から₈カ月を経過するころに接種券を発送します。

対象者 ₃回目接種券発送時期 ₃回目接種時期

₂回目接種が令和₃年₅月の方
※医療従事者など。 令和₃年１2月20日 令和₄年１月～

₂回目接種が令和₃年₆月の方
※高齢者（65歳以上）など。 令和₄年₂月～ 令和₄年₂月～

実施スケジュール（予定）

初回接種（ １・２ 回目）を未接種の方へ

　接種を希望する場合は、電話で、予約・相談センター（予約ダイヤル）へ相談してください。

◆予約・相談センター（予約ダイヤル）　☎411－906５
　受付時間／平日₉：00～１7：00  ※番号を確認の上、間違いのないよう注意してください。

問い合わせ

受付時間／平日₉：00～17：00
☎411－9064予約・相談センター（相談ダイヤル）

新型コロナウイルスワクチン接種実施本部

※番号を確認の上、間違いのないよう注意してください。

・富山市新型コロナワクチン接種特設サイト　　
　https://city.toyama-vaccination.jp/

・Twitterアカウント　マチコ@富山市保健所
　@machiko_toyama

　新型コロナウイルスワクチンの詳細は、厚生労働省ホーム
ページ「新型コロナワクチンについて」（https://www.
mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.
html）からも確認できます。

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ
　新型コロナウイルスワクチンを接種することで、個人の発症・重症化予防や、社会全体での感染症の流行を防ぐ
ことが期待されています。
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　食事や健康の悩みを、自宅で気軽に改善してみませんか。１ 日分の食事内容の記録や写真をスマホで送ると、保健所の 
管理栄養士が、栄養摂取量の結果と、食生活のアドバイスをメールで返信します。健康的な生活を維持できるよう、一人一人
に合った食事の取り方を提案します。

糖尿病重症化予防 メールで栄養相談 保健所地域健康課　☎428－11５3

期間／令和 ４ 年₁月₄日㈫～ ２ 月２８日㈪
対象／市内在住で次のいずれかに該当する方
　　　・健康診断で糖尿病の可能性があるとされた方
　　　・糖尿病治療中の方
定員／２0人（申込順）　回数／期間中 １ 回　費用／無料　
申込方法／右の申し込みフォームから、
必要事項を入力し、申し込んでください。
申し込み完了後、食事記録や写真の送付
用メールアドレスをお知らせします。 申し込みフォーム

おやつは何を
食べたらいいの？

お酒はどれくらい
飲めるの？
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市税等の変更をお知らせします

令和₄年度からの

市民税課　☎443－2032、2033、2031
税務事務所税務課　☎465－3135

詳細は、市ホームページ（「令和 4年度からの市税の変更」で検索）をご覧ください。

・市・県民税の申告および所得税の確定申告の日程などについては、「広報とやま令和 4年 １月20日号」でお知らせします。
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、市・県民税は郵送による申告、所得税の確定申告はパソコンやスマート
　フォンからの電子申告（e-Tax）を利用してください。

特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続の簡素化

　令和 4 年₁月₁日以後に令和₃年分以後の確定申告書を提出し、市・県民税において、特定配当等および特定株式等譲渡
所得に係る所得の全部を源泉分離課税（申告不要）とする場合は、原則として、確定申告書の提出のみで市・県民税の申告手
続きも完結できるよう、確定申告書に市・県民税に係る事項が追加されます。

水と緑の森づくり税の延長

　水と緑に恵まれた県土を支える多様な森づくりと、森を支える人づくりの財源として、県民税均等割に加算する「水と緑
の森づくり税（年額500円）」が平成１9年度から導入されています。令和₃年度までとされていた課税期間が令和₈年度まで
₅年間延長されます。

住宅借入金等特別控除の特例の延長

　市・県民税の住宅借入金等特別税額控除は、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けている方が、所得税か
ら控除しきれなかった額を、翌年度の市・県民税から控除できる制度です（確定申告や年末調整により、所得税の
住宅借入金等特別控除の適用を受けている場合は、この適用を受けるための市への申告手続きは不要です）。

◆住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）の控除期間を１3年間とする特例が延長され、一定の期間内（※ １）に契約した場合、
令和₃年₁月₁日から令和₄年１2月3１日までの間に居住を開始した方も対象となります。また、この特例措置の延長に該
当する場合で、１3年間の控除期間のうち、合計所得金額が１,000万円以下の年は、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も
対象となります。

住宅借入金等特別控除期間

入居した年月 平成2１年₁月～令和元年₉月 令和元年１0月～令和₂年１2月 令和₃年₁月～令和₄年１2月

控除期間 １0年 １3年（※₂） １3年（※₁）（※₂）

（※ 2 ）住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税率が１0％の場合に適用されます。それ以外で、令和₃年１2月3１日
　　　までに入居した方の控除期間は１0年です。

（※ １ ）新築（注文住宅）は令和₂年１0月₁日から令和₃年₉月30日までの間に、分譲住宅・中古住宅などは令和₂年１2月₁日
　　　から令和₃年１１月30日までの間に住宅の契約をした方が対象です。
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　２0２１－２0２２シーズンのホームゲーム開催情報（₁～₅月）は、次のとおりです。

スポーツ健康課　☎443－2141
富山グラウジーズ　☎451－5586富山グラウジーズを応援しよう！

₁月₈日㈯・₉日㈰
₁月29日㈯・30日㈰
₂月₂日㈬
₃月₅日㈯・₆日㈰
₃月１６日㈬
₃月１9日㈯・20日㈰
₄月₂日㈯・₃日㈰
₄月₆日㈬
₄月１６日㈯・１7日㈰
₄月20日㈬
₄月30日㈯・₅月₁日㈰

対戦チーム

秋田ノーザンハピネッツ
広島ドラゴンフライズ
島根スサノオマジック
サンロッカーズ渋谷
京都ハンナリーズ
島根スサノオマジック
横浜ビー・コルセアーズ
千葉ジェッツ
宇都宮ブレックス
滋賀レイクスターズ
シーホース三河

会　場

市総合体育館（湊入船町）
市総合体育館
市総合体育館
市総合体育館
市総合体育館
市総合体育館
黒部市総合体育センター
黒部市総合体育センター
市総合体育館
市総合体育館
市総合体育館

チケットの購入は、B.LEAGUEチケット
ホームページ（https://bleague-ticket.
psrv.jp/）をご覧ください。

水
戸
健
史
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　狩猟・ジビエの魅力を知って、「ハンター」を目指してみませんか。狩猟は、農作物を鳥獣被害から守っています。

日時／令和 ４ 年₁月２9日㈯１４：00～１6：１0（受付１3：30～）
場所／県総合体育センター₁階 会議室（秋ヶ島）
定員／２5人（応募多数の場合抽選）　
費用／無料
申込方法／令和 ４ 年 １ 月１9日㈬（必着）までに、はがき、FAX、 
Eメールで、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、メールアド
レスを、森林政策課（〒930－８5１0　新桜町 ７ －3８）へ。

・講演　講師／福
ふく

岡
おか

富
ふ

士
じ

子
こ

さん（ハンター）
　　　　テーマ／狩猟・ジビエの魅力、農作物被害対策の 
　　　　　　　　必要性、実際の活動事例　など
・狩猟免許取得に関する講話
・ビームライフルを使った射撃体験会（会場／小アリーナ）

森林政策課（富山市有害鳥獣対策協議会事務局）
☎443－2019　FAX443－218５　　

 Ｅ sinrinseisaku@city.toyama.lg.jp

女性・初心者大歓迎！
狩猟入門ガイド

日　程

対象／市内在住の６5歳以上の方（要介護者を除く）
申込方法／令和₄年 １ 月₆日㈭までに、電話または直接、長寿福祉課（市役所₃階）へ。
※応募多数の場合、新規参加者を優先して抽選します。　※会場の都合により、日程を変更する場合があります。

会場 日時 定員 費用
八尾健康福祉総合センター（八尾町福島） １月20日～ 2 月１4日の㈪㈭１4：00～１６：00 １0人

各2,5６4円
（全₈回分、保険料含む）

慈光園（西番） １月１8日～ 2 月１5日の㈫㈮１4：00～１６：00 １0人
障害者福祉プラザ（蜷川） １ 月2１日～ 2 月１8日の㈬㈮₉：30～１１：30 ₈人
西保健福祉センター（婦中町羽根） 2 月₇日～ 3 月１4日の㈪㈭１4：00～１６：00 １0人
大沢野ウェルネスリゾート ウィンディ（春日）₂月１8日～₃月１5日の㈫㈮１4：00～１６：00 １0人
山田公民館（山田湯） ₂月１5日～ 3 月１１日の㈫㈮₉：30～１１：30 １0人

　軽い負荷でのマシントレーニングなどで、普段使っていない筋肉を刺激し、日常生活を快適に過ごせる体を目指します。

パワーリハビリテーション教室 参加者募集 長寿福祉課　☎443－2061
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（ ４ ） 職員の初任給の状況 （令和₃年 ４月 １日現在）
区分 初任給（月額） 2 年後の給料（月額）

一般行政職
大学卒 １88,7００円 ２０２,5００円
高校卒 １5４,9００円 １67,４００円

（ ３ ） 職員の平均年齢、平均給料月額の状況
（令和₃年 ４月 １日現在）

一般行政職
平均年齢 平均給料月額
４０歳₈月 3２０,5００円

（注）一般行政職とは、国の行政職俸給表 (一 )の適用を受ける職員の
ことであり、富山市では一般職給料表適用者のうち税務・保育・医療
業務以外の職務についている職員をいいます。

　富山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第 ６条
の規定に基づき、令和₂年度における富山市の人事行政の運営
等の状況について、次のとおり公表します（詳細は、市ホーム
ページに掲載しています）。

人事行政の
　　運営等の状況

職員課　☎443－2013

（ １ ） 人件費の状況（令和₂年度・普通会計決算）
住民基本台帳人口 ４１４,１０２人
歳出額（A） ２１6,０6１,385千円
実質収支 ２,6０5,１73千円
人件費（B） ２5,95１,００２千円
人件費率（Ｂ／Ａ） １２.０％

（参考）令和元年度の
　　　人件費率 １４.４％

（注）１．人件費には、一般職に
支給される給与・退職
手当・共済費および市
長・議員などの特別職
に支給される給料・報
酬などを含みます。

２．住民基本台帳人口は、
令和₃年 １月 １日現在
のものです。

（ ２ ） 職員給与費の状況（令和₂年度・普通会計決算）
職員数（A） ２,968人

給与費 計（B） １7,6０２,０59千円

給料 １０,9０9,１０9千円

職員手当 ２,379,４98千円

期末・勤勉手当 ４,3１3,４5２千円

一人当たり給与費
（Ｂ／Ａ） 5,93１千円

（注）１．職員手当には、退職手
当を含みません。

２．給与費については、再
任用職員（短時間勤務）
の給与費が含まれてお
り、職員数には当該職
員を含んでいません。

（ ２ ） 年齢別職員構成の状況 （令和₃年 ４月 １日現在）

区分 職員数 構成比 区分 職員数 構成比

２０歳未満 １5人 ０.４％ ４０歳～４3歳 ４3４人 １０.7％

２０歳～２3歳 ２75人 6.7％ ４４歳～４7歳 ４86人 １１.9％

２４歳～２7歳 ４3２人 １０.6％ ４8歳～5１歳 ４２２人 １０.４％

２8歳～3１歳 ４3１人 １０.6％ 5２歳～55歳 3０４人 7.5％

3２歳～35歳 ４78人 １１.7％ 56歳～59歳 ２２7人 5.6％

36歳～39歳 ４95人 １２.１％ 6０歳以上 7４人 １.8％

計 ４,０73人 １００.０％

（ １ ） 部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年 ４月 １日現在）

区　　分 職員数
令和₂年

職員数
令和₃年

対前年
増減数 主な増減理由

普通会計部門 ２,968人 3,０１４人 ４6人

一般行政部門 計 ２,０9４人 ２,１４０人 ４6人

議会 ２２人 ２１人 ▲₁人 事務の統廃合縮小等

総務企画・税務 6４7人 66１人 １４人
事務執行体制の充実

民生・衛生 １,０１9人 １,０55人 36人
商工・労働 6２人 57人 ▲ 5人 事務の統廃合縮小等

農林水産 １００人 １０3人 3 人 事務執行体制の充実

土木 ２４４人 ２４3人 ▲ １人
事務の統廃合縮小等

教育部門 ４１０人 ４０8人 ▲ ２人

消防部門 ４6４人 ４66人 ₂人 事務執行体制の充実

公営企業等会計部門 計 １,０6４人 １,０59人 ▲ 5人

病院 79０人 786人 ▲ ４人
事務の統廃合縮小等

その他 ２7４人 ２73人 ▲ １人

合　　　計 ４,０3２人
（４,8１7人）

４,０73人
（４,8１7人） ４１人

（注）１．�職員数は一般職に属する正規職員数であり、休職者、財団などへ
の派遣職員などを含み、他の自治体への派遣者（市で給与を支給
しない場合に限る）を除いてあります。

２．普通会計とは、病院事業・上下水道事業などを除く市の事業全般
を行うための会計をいいます。

3．�公営企業等会計部門のその他には、上下水道事業、国民健康保険
事業などを含んでいます。

４．（　）内は条例定数の合計です。
5．▲はマイナスを表します。

₁　職員数に関する状況 ₂　職員の給与に関する状況

（ ５ ） 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
（令和₃年 ４月 １日現在）

区分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

一般
行政職

大学卒 ２63,9０４円 363,88２円 39４,１１０円 ４０6,9２４円
高校卒 ２１２,6００円 － 36２,8００円 373,767円

（注）－は該当者がいないことを表します。
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⑤その他の主な手当の内容および支給単価
（令和₃年 ４月 １日現在）

手当名 富山市 国の制度

管理職
手当

（月額）

管理または監督の地位に
ある職員に、当該職の区分
に応じて１１7,１００円以内を
支給

管理または監督の地位に
ある職員に、当該職の区分
に応じて１４6,４００円以内を
支給

扶養手当
（月額）

⑴配偶者　　　��6,5００円

⑵子�� １ 人につき１０,０００円
※満１6歳年度初めから
満２２歳年度末までの間
にある子 １人につき、
5,２００円を加算。

⑶そのほかの扶養親族
　　�� １ 人につき6,5００円

⑴配偶者　富山市と同じ

⑵子　　　富山市と同じ
※満１6歳年度初めから
満２２歳年度末までの間
にある子 １人につき、
5,０００円を加算。

⑶そのほかの扶養親族
富山市と同じ

住居手当
（月額）

借家等
①家賃２3,０００円以下の場合
　手当額＝家賃－１２,０００円
②�家賃２3,０００円を超える場合
　手当額＝１１,０００円＋
　（家賃－２3,０００円）／ ２
【限度額�２8,０００円】

借家等
①家賃２7,０００円以下の場合
　手当額＝家賃－１6,０００円
②家賃２7,０００円を超える場合
　手当額＝１１,０００円＋
　（家賃－２7,０００円）／ ２
【限度額�２8,０００円】

通勤手当

⑴交通機関利用職員
6カ月定期券等の価額
による一括支給
（限度額�月55,０００円）

⑵交通用具使用職員
　距離段階区分に応じ、
　月２,6００円～２４,２００円

⑴交通機関利用職員
　富山市と同じ

⑵交通用具使用職員
　距離段階区分に応じ、
　月２,０００円～3１,6００円

②退職手当の支給率  （令和₃年 ４月 １日現在）

区分
富山市 国の制度

自己都合 応募認定・定年 自己都合 応募認定・定年
勤続20年 １9.6695月分 ２４.586875月分

富山市と同じ

勤続25年 ２8.０395月分 33.２7０75月分
勤続35年 39.7575月分 ４7.7０9月分
最高限度額 �４7.7０9月分 ４7.7０9月分

その他の
加算措置 なし

定年前早期退職
特例措置
（ ２～４5％加算）

（ ８ ） 特別職の報酬等の状況（令和₃年 ４月 １日現在）
区分 職名 報酬等

給料（月額）
市長 １,０75,０００円
副市長 893,０００円

報酬（月額）
議長 7１5,０００円
副議長 6４5,０００円
議員 6００,０００円

期末手当

市長

3.35月分
副市長
議長
副議長
議員

退職手当
市長

　【算定方式】
　給料月額×在職月数×5０／１００

副市長
　【算定方式】
　給料月額×在職月数×33／１００

④時間外勤務手当の支給実績

（注）１．上下水道事業、病院事業以外の支給実績です。
　　 ２．時間外勤務手当には、夜間勤務手当を含みます。

令和元年度 令和₂年度
支給実績 88０,977千円 8０２,586千円
職員 1 人当たり平均支給年額 33０,０77円 ２99,２４9円

（ ７ ） 職員手当の状況

③特殊勤務手当の支給実績（令和₂年度）
支給実績 9２,２73千円
支給職員 1 人当たり平均支給年額 65,４４２円
職員全体に占める手当支給職員の割合 ４４.9％
（注）１．�上下水道事業、病院事業以外の支給実績です。

２．主な手当には、消防業務手当、介護・保育等業務手当、清掃業
務手当などがあります。

（ ６ ） 一般行政職の級別職員数の状況
（令和₃年 ４月 １日現在）

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比
１ 級 主事・技師 １87人 １２.7％
２ 級 主事・技師 １73人 １１.8％
3 級 係長・主査・主任 373人 ２5.４％
４ 級 係長・主査 ２２４人 １5.２％
5 級 課長代理・副主幹 １67人 １１.４％
6 級 課長・主幹 ２7４人 １8.7％
7 級 部次長・参事 ４7人 3.２％
8 級 部長・理事 １5人 １.０％
9 級 部長 ₉人 ０.6％

（注）１．富山市職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分に
よる職員数です。

２．標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な
職名です。

①期末・勤勉手当の支給率
富山市 国の制度

令和₂年度
支給割合

・期末手当
　２.55月分（１.４5月分）
・勤勉手当
　１.9月分（０.9月分）

富山市と同じ

加算措置
の状況

職制上の段階による加算措置
5～１０％ 富山市と同じ

（注）１．管理職を除く一般行政職員の支給率です。
　　 ２．（　）内は再任用職員に係る支給割合です。
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開催日時 開催場所 内容 対象 定員 費用 申込方法 問い合わせ ☎電話 ℻ファクス ＥＥメール ホームページ

冬期間の地下水の節水に努めましょう
　消雪に大量の地下水を使用すると、
地盤沈下や井戸枯れの原因となります。
地下水の過剰な散水や、降雪の無いと
きの散水は控えましょう。

環境保全課　☎443－2086

公共下水道へ早期接続を
　公共下水道が整備された地区で、�
下水道に未接続の方は、早期に接続し
ましょう。接続工事のための資金貸付
制度も利用できます。

上下水道局給排水サービス課
☎432－8７08

₁ 月 の 街 頭 献 血
●市役所
令和₄年₁月₅日㈬
　₉：3０～１１：3０、１２：４5～１6：００
●県庁（新総曲輪）
令和₄年₁月₇日㈮
　₉：3０～１１：４5、１3：００～１6：3０
●ファボーレ（婦中町下轡田）
令和₄年₁月１０日㈷、3０日㈰
　１０：００～１２：００、１3：１5～１6：3０

保健所地域健康課　☎428－11５５
富山県赤十字血液センター　

☎4５1－５５５５

令和 ３ 年度コミュニティ助成事業
　（一財）自治総合センターによる宝くじ
社会貢献広報事業のコミュニティ助成
を受け、米田すずかけ台自主防災「おた
すけ隊防災会」では、発電機やAED、�
防災倉庫などの防災資機材を整備しま
した。

防災対策課　☎443－2181

講座・講演
心 の 健 康 づ く り 講 座

●地域で精神障害者を支える
　（オンライン開催）
令和₄年₁月１3日㈭１４：００～１5：００

　（受付１3：3０～）
市内に在住か勤務している方

講師精神保健福祉士、地域で生活する
精神障害者（ピアサポーター）
無料
令和₄年₁月１１日㈫までに、Eメール

（件名「心の健康づくり講座」）で、氏名、
電話番号を、保健所保健予防課へ。
※ウェブ会議アプリ「Zoom」を使用し
ます。各自で準備をお願いします。

保健所保健予防課　☎428－1152
Ｅ hokenjyoyobo-01@city.toyama.lg.jp

介 護 事 業 者 向 け
働きやすい職場づくりセミナー
令和₄年 １月２１日㈮１４：００～１6：００

　（受付１3：3０～）
ボルファートとやま₄階（奥田新町）�

テーマ 介護現場におけるICT、IoT、�
ロボット、AIの最前線を知る！
市内介護事業所の管理者・職員
４０人（申込順）　
無料�
事前に、電話かFAXで、（公財）介護労働安

定センターへ。
（公財）介護労働安定センター
☎444－0481　℻444－0425 
介護保険課　☎443－2041

お知らせ
令和₄年成人式に出席される方へ
　新型コロナウイルス感染症の拡大防
止にご協力をお願いします。
・各会場で行われる感染症対策への�
協力や、マスクの着用、手指の消毒
などをお願いします。

・発熱や風邪の症状がある場合は、参加�
　を控えてください。
※成人式に関する最新の情報は、市
ホームページ（「成人式」で検索）を確認
してください。

男女参画・市民協働課　☎443－2051

とやま古洞の森（温泉施設） 年末年始営業
　「古洞の湯」は、年末年始も休まず営業
します。
※温泉以外の施設の営業や送迎バス
の運行については、問い合わせてくだ�
さい。

とやま古洞の森（池多）　☎434－0777

資源物ステーション 臨時休業
●水橋中部資源物ステーション
　（水橋中部地区センター北側）
休業日令和₄年₁月₉日㈰

環境センター管理課　☎429－5017

市民芸術創造センター臨時休館
休館日令和₄年₁月１7日㈪
※電話による施設予約業務も休止します。

市民芸術創造センター　
☎434－4100

大量の雪を水路や川に流さないで
　除雪した雪を水路や川へ一度に大量
に流すと、雪が詰まって水があふれる
原因となり、下流の皆さんの迷惑とな
ります。

農村整備課　☎443－2084
道路河川管理課　☎443－2093

消防局警防課　☎493－4141

出初式の縮小開催について
　毎年₁月に開催している「消防
出初式」と「海上出初式」について、
新型コロナウイルス感染症の拡大
防止のため、出席者を消防職員や�
消防団員などに限定した式典のみ
行います。一般の方は参観できま
せん。
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富山市の市外局番は（0７6）です。

産後のママを応援します
●₁月の子育て教室
　助産師に育児の悩みを相談できるほ
か、ママ同士の交流を図ります。
毎週㈫①１０：００～１２：００、②１3：3０～１5：3０

※１8日は①のみ。
※₄日は開催しません。
まちなか総合ケアセンター₃階
　産後ケア応援室（総曲輪四丁目）
ママ＆ベビーふれあい遊び、子育て

相談、ママカフェ
市内在住で、おおむね産後₄カ月ま

でのお母さんとその子ども
各１０組（申込順）　
8００円
₁月₄日㈫から希望日の前日までに、
電話で、産後ケア応援室へ。

産後ケア応援室　☎461－3５41
●₁月の子育て交流広場「ままのわ」
　子育てしているママの交流の場です。
毎週㈮１０：００～１１：3０
まちなか総合ケアセンター₁階�
　まちなかサロン
おおむね産後₅カ月～₁年までのお
母さんとその子ども
・ 不要
※詳細は、まちなか総合ケアセンター
ホームページ（https://machinaka-care.
city.toyama.lg.jp/）をご覧ください。

医療介護連携室　☎461－3618

ジュニアアスリート指導者研修会
令和₄年₁月２9日㈯₉：００～１２：１０

　（受付 8：４０～）
体育文化センター（友杉）

テーマジュニアアスリートのメンタル
について�～日頃の取り組みから試合
での実力発揮まで～
小・中学生のスポーツ指導者、（公財）日本

スポーツ協会公認スポーツ指導員　など
講師 實

じっ

宝
ぽう

希
き

祥
しょう

さん（国立スポーツ科学�
センター研究員）
5０人（申込順）　
１,０００円　
１２月２０日㈪～令和₄年₁月２3日㈰に、

市体育協会ホームページ（https://www.
taikyou-toyama.or.jp/）から申し込ん
でください。

市体育協会　☎432－111７

◆市役所₂階市民ホール
⃝和の響き ～初春和楽器コンサート
令和₄年₁月１２日㈬１２：１０～１２：４０

出演生田流沢井箏
そう

曲院結音会（箏、尺八）
曲目千鳥の曲、絲

いと

と竹の時　ほか
⃝t

と い ろ
oiroまちかど演遊会
令和₄年₁月２6日㈬１２：１０～１２：４０

出演 とやまクラリネット友の会♡
toiro
曲目こきりこ、ミュージカル・ショート
コント「森のくまさん」　ほか
※出演者の事情により、変更・中止する
場合があります。

文化国際課　☎443－2040

オーバード・ホール「ピアノ体験」
　名器「ベーゼンドルファー」を舞台上
で弾いてみませんか。
令和₄年₂月１４日㈪～１7日㈭
　①１１：００～１１：5０、②１２：35～１3：２5、
　③１４：１０～１5：００、④１5：４5～１6：35
※１7日㈭は①～③のみ。
オーバード・ホール（牛島町）
小学生以上（小学生は保護者同伴）
各回₁組₃人まで（応募多数の場合、
当選経験のない方を優先して抽選）
小・中学生無料、高校生以上１,０００円
１２月２４日㈮～令和₄年 １月１6日㈰に、
ホームページ（https://www.aubade.
or.jp/）から申し込んでください。また
は、電話で、オーバードホール管理課へ。
※団体での申し込みはできません。

オーバード・ホール管理課
☎445－5620

お や こ で 運 動 あ そ び
令和₄年₁月２3日㈰１０：００～１１：００
体育文化センター（友杉）
年中・年長児とその保護者

講師市体育協会スポーツ指導員
２０組４０人（応募多数の場合抽選）
₁組5００円
令和₄年₁月１０日㈷までに、市体育協

会ホームページ（https://www.taikyou-
toyama.or.jp/）から申し込んでください。

体育文化センター　☎429－5695

花で潤う街「フローラルとやま」創出事業
フラワーアレンジメント教室
　「節分」をテーマにしたフラワーアレ
ンジメントを作ります。
令和₄年₁月２9日㈯
　₉：3０～、１１：００～、１3：3０～、１5：００～
地場もん屋総本店（総曲輪三丁目）
市内在住の小学生とその保護者
各１０組（応募多数の場合抽選）　
₁組5００円
令和₄年 １月１１日㈫までに、電話、FAX、
Eメールで、希望の回、参加者全員の氏
名（ふりがな）、学年、郵便番号、住所、電
話番号、参加経験の有無を、フローラル
とやま実行委員会へ。

フローラルとやま実行委員会（農業水産課内）
　☎443－2083　FAX443－218５

Ｅ  nougyousuisan@city.toyama.lg.jp

催し・イベント
市 民 ミ ニ コ ン サ ー ト

　TOYAMAキラリと市役所の両会場
で開催します。
◆TOYAMAキラリ₂階ロビー（西町）
⃝J

ジ ャ ズ
azzコンサート
令和₄年₁月₇日㈮１２：１０～１２：４０

出演 A
ア イ カ

ikaさん（ピアノ弾き語り）
曲目 Fly�Me�to�the�Moon、Moon�River、
My�Favorite�Things　ほか
⃝銀杏秋の陣
令和₄年₁月２１日㈮１２：１０～１２：４０

出演銀杏組（バイオリン、チェロ、ピアノ）
曲目イチョウ並木、夕暮れどき、島国　
ほか ’21 SANRIO APPR. NO. L627644

新型コロナウイルス感染症予防
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開催日時 開催場所 内容 対象 定員 費用 申込方法 問い合わせ ☎電話 ℻ファクス ＥＥメール ホームページ

ファミリーパーク（古沢）
☎４3４－１23４
大人500円、中学生以下無料

◆干
え

支
と

の缶バッジプレゼント
　有料エリアに入園した方に、トラの
缶バッジをプレゼントします（各日�
先着１００人）。
開催日令和₄年₁月₅日㈬～１０日㈷
※寅

とら

年生まれの方は、₁月₅日㈬～3１日㈪
の入園時に申し出ると、もれなくプレ
ゼント。
◆干支のどうぶつガイド
　「トラもようのヒミツ」
　トラ柄をテーマに、生態的な役割や
文化について解説します。
令和₄年₁月₈日㈯～3０日㈰の㈯㈰㈷�

　１１：００～１１：１5
トラ舎前　
入園料のみ　 不要

◆羊毛でトラのマスコットを作ろう
令和₄年₁月₈日㈯～１０日㈷

　１０：3０～、１１：3０～
自然体験センター
各回先着₆組　 ₁個300円

◆希少どうぶつを知ろう「タンチョウ」
　タンチョウの生態や体の特徴、野生下
での現状と保全などについて解説します。
令和₄年₁月₉日㈰１１：3０～１１：5０
タンチョウ展示場（バイソン舎横）
入園料のみ　 不要

図 書 館 本 館 （西町）
☎４６１－3200

◆₀・₁・₂ポケット
令和₄年₁月₉日㈰１０：3０～１１：００
赤ちゃん絵本の読み聞かせ、親子で

楽しめるわらべうたあそび　など
₀～₂歳児とその保護者
₅組程度（申込順）　
無料
令和₄年₁月₄日㈫から、電話また

は直接、図書館本館へ。

婦中ふれあい館（婦中町砂子田）
☎４６5－3１１3

◆サロンコンサート　※入場無料。
［Vol.₈］
令和₄年₁月１6日㈰１４：００～

出演アコギ・インスト同好会
曲目 Luttrell、La�Foret�Bleue　ほか

ガ ラ ス 美 術 館（西町）
☎４６１－3１00
常設展 一般・大学生200円、高校生以下無料
※企画展は展覧会ごとに観覧料が異なります。

◆見どころトーク
　学芸員が展覧会の見どころを分かり
やすく紹介します。
⃝企画展「富山ガラス造形研究所創立

30周年記念展：未来へのかたち」
　 令和 ４年₁月₉日㈰
　　１１：00～、１４：00～
⃝常設展「コレクション展 ヴェネチアン

グラスと現代の作家たち」
　 令和 ４年₁月23日㈰１４：00～

［共通項目］
ガラス美術館₂階　会議室₁・₂
・ 不要

※当日の展覧会観覧券が必要です。

児  童  館
◆中央（新富町一丁目）☎405－6065
　 １月29日㈯１0：30～１2：00
　 コンピュータ名人になれるかな！
　 小学₁～₃年生とその保護者　
　 ₇組（申込順）
　※₁月13日㈭10：00から要申込。
◆五福（五福）☎432－9750
　 ₁月１2日㈬１5：00～１5：30
　 ジャンボかるたであそぼう
　 小学生以上　
◆北部（蓮町一丁目）☎437－4006
　 ₁月１２日㈬１5：3０～１6：3０
　 こまづくり
　 未就学児とその保護者、小学生以上
　 ₈組（申込順）
　※₁月₄日㈫～10日㈷に要申込。　
◆山室（高屋敷）☎492－1377　
　 ₁月２9日㈯１０：3０～１１：００
　 鬼さがし
　 小学生以上
　 ₈人（申込順）
　※₁月19日㈬～28日㈮に要申込。
◆蜷川（下堀）☎491－2618
   ₁月１7日㈪１5：3０～１6：００
　 新聞紙であそぼう
　 小学生以上
　 20人（先着順）
◆水橋（水橋中村町）☎478－0478
　 ₁月１6日㈰１１：００～１１：3０
　 こまづくり

施設行事
科 学 博 物 館（西中野町一丁目）
☎４９１－2１25
大人530円、高校生以下無料 ㈯はカップル無料
https://www.tsm.toyama.toyama.jp/

※以下の催しで記載のないものは
　 科学博物館　 観覧料のみ　 不要
◆₁月のプラネタリウム（₅日㈬から）
開始時刻 ㈪～㈮
１１：１5 忍たま乱太郎
１3：3０ モササウルス
１5：４5 ブラックホール

開始時刻 ㈯㈷ ㈰
１０：００ ブラックホール
１１：3０ 忍たま乱太郎
１3：００ モササウルス
１４：3０ 忍たま乱太郎

１6：００ ブラックホール 学芸員と
星空さんぽ

［ブラックホール］ブラックホールを見た日
［モササウルス］海竜王�モササウルス
［忍たま乱太郎］忍たま乱太郎の宇宙大
冒険withコズミックフロントNEXT
ブラックホールで危機一髪！？の段

［学芸員と星空さんぽ］学芸員による星空解説
テーマ冬の星空をたんけんしよう
◆₁月の星空観察会
　望遠鏡や双眼鏡を使って、星を観察
します。
毎週㈯１8：3０～１9：１０、１9：２０～２０：００

※₁日㈷は開催しません。
城南公園（科学博物館前）
各２０人（申込順）　
無料
事前に、ホームページから申し込ん

でください。窓口で直接申し込むこと
もできます。
※雨天曇天時は、解説会のみ行います。
◆₁月のサイエンスライブ

開催日 内　容
8 日㈯・9日㈰ 解説！いろいろな砂
１０日㈷ 解説！富山の恐竜化石
１5日㈯・１6日㈰ 解説！えとの動物　トラ
２２日㈯・２3日㈰ 解説！富山の外来昆虫
２9日㈯・3０日㈰ 光の手品！？偏光のはなし

時間 １１：00～、１４：00～（各１5分程度）
各2４人（先着順）
※内容を変更する場合があります。
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富山市の市外局番は（0７6）です。

　 未就学児とその保護者、小学生以上
　 １０組（申込順）
　※₁月₇日㈮～14日㈮に要申込。
◆星井町（星井町二丁目）☎423－3831
　 ₁月１２日㈬１０：3０～１１：１5
　 運動あそび
　 ₁歳以上とその保護者
　 １5組（申込順）
　※₁月₅日㈬～11日㈫に要申込。
◆東部（石金一丁目）☎421－4212
　 ₁月２１日㈮１5：１5～１5：４5
　 作ってあそぼう　 小学生以上
◆大沢野（高内）☎468－3737
　 ₁月２０日㈭１０：3０～１１：3０
　 バルーンであそぼう
　 未就学児とその保護者
　 １5組（申込順）
　※₁月13日㈭～19日㈬に要申込。
◆大久保（下大久保）☎467－1043
　 ₁月１9日㈬１０：3０～１１：3０
　 鬼のお面づくり
　 未就学児とその保護者
　 １０組（申込順）
　※₁月12日㈬～18日㈫に要申込。

合格発表令和₄年₅月２１日㈯
※詳細は、問い合わせてください。
自衛隊富山募集案内所　☎441－8７82

◆婦中中央（婦中町速星）☎466－3011
　 ₁月２5日㈫１5：3０～１6：3０
　 マグネットモザイクあそび
　 小学生
◆神保（婦中町上吉川）☎469－4648
　 ₁月₄日㈫～₈日㈯１5：００～１6：００
　 お正月あそび　 小学生
◆山田（山田中瀬）☎457－2080
　 ₁月２6日㈬１5：００～１6：3０
　 ザ・けん玉大会
　 小学生以上

国・県などからのお知らせ

防衛省・自衛隊採用情報
　予備自衛官補（一般）の採用試験を行
います。
受験資格 １8歳以上3４歳未満の方
受付期間

令和₄年 １月 6日㈭～ ４月 9日㈯
試験日令和 ４年₄月１7日㈰～２１日㈭の
いずれか₁日 ’21 SANRIO APPR. NO. L627644

新型コロナウイルス感染症予防

市社会福祉協議会（〒９３９－8640　今泉8３－₁）
　☎422－３400　 http://www.toyamacity-shakyo.jp/
　ＦＡＸ4９1－24３３　Ｅ info@toyama-sfk.jp

市社会福祉協議会
からのお知らせ

　福祉への理解と関心を深めてもらうことを目的に、
講師を派遣します。

福祉の講師派遣事業について

市ボランティアセンター　☎422－2456　℻422－2684

派遣対象／市内の１０人以上の団体
　　　　　（自治会、サロン、サークル、企業、学校など）
講座内容／
・車いすの操作や介助体験　・高齢者の疑似体験
・点字や手話の体験　・成年後見制度の利用方法
・ボランティア活動やご近所助け合い活動の進め方　など
講師／障害者団体やボランティア団体に所属する方、
市社会福祉協議会職員　など
費用／無料（資料代など実費が必要な場合があります）

※₁回の講座につき、時間は6０分以内です。
※申込方法など詳細は、問い合わせてください。

　経済的な問題や家族の問題など、日常生活のさまざまな悩
みに関する相談を受け付け、必要に応じて支援につなげます。

総合相談窓口を気軽に利用してください

市社会福祉協議会地域福祉課　
☎422－3414　℻422－2684

　生活上の心配ごとの相談に、専門の相談員が応じます。
法律に関する相談は、弁護士が対応します（予約制）。

●心配ごと相談・法律相談

　低所得世帯などに対し、生活に必要な相談支援を行い、
経済的に自立して安定した生活が送れるように、生活
資金などを一時的に貸し付けます。

●生活福祉資金貸付

　生活に困っている方が自立して生活できるよう、住
まいの確保や家計改善などの支援、食料や衛生用品　
などの支給を行います。

●生活困窮者自立支援・緊急支援

　判断能力が十分でない高齢者や障害のある方に対し、
福祉サービスの利用援助や金銭管理などを行います。

●日常生活自立支援

　成年後見制度に関する相談などを行います。
●福祉後見サポート

※上記以外にも、関係機関と連携して必要な支援を行います。
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市民プラザ（〒９３0－0084　大手町₆－14）
https://www.siminplaza.co.jp/

Ｅ info@siminplaza.co.jp

詳細は、ホームページをご覧になるか、問い合わせてください。
本社事業部　☎493－1313

会期／１２月２４日㈮～令和₄年₁月3０日㈰
　　　※１２月3１日㈮、₁月₁日㈷は休館。
時間／平日１０：００～１6：3０、㈯㈰㈷ 9：3０～１7：００
　　　※入場は閉場の3０分前まで。
場所／市民プラザ₂階�アートギャラリー
観覧料／一般・大学生…１,２００円（１,０００円）
　　　　小・中・高校生……8００円（6００円）
　　　　※（）内は前売りおよび２０人以上の団体料金。

フェルメール 光の王国展 in TOYAMA

市観光協会　　　☎439－0800
富山商工会議所　☎423－1170　
観光政策課　　　☎443－2072

「とやま左義長まつり」の中止について
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、毎年₁月に開催している「とやま左義長まつり」を中止します。
　お札やお守りなどは、受付期間内に、指定する神社（２４カ所）へ持ち込むことができます。

神社名 所在地 電話番号 神社名 所在地 電話番号 神社名 所在地 電話番号

四 方 神 社 四方一番町 ４35－１２８７ 新 川 神 社 新庄町二丁目 ４４１－８１８6 越中白山總社 中野新町二丁目 ４２４－6１２７

諏 訪 神 社 岩瀬白山町 ４3７－9005 愛 宕 神 社 愛宕町二丁目 ４４１－７２63 堀 川 神 社 堀川町 ４3２－96８3

常 盤 神 社 浜黒崎 ４3７－７２８9 於 保 多 神 社 於保多町 ４3１－3030 八 坂 神 社 黒崎 ４２3－４336

越中護国八幡宮 八幡 ４35－0８４3 越中稲荷神社 稲荷町二丁目 ４3１－７39８ 大 日 八 幡 宮 秋ヶ島 ４２9－１0１9

三上八幡神社 三上 ４5１－5550 富山稲荷神社 金屋 ４3１－７２７0 加 茂 神 社 任海 ４２9－0７４5

廣 田 神 社 新屋 ４5１－500７ 日 枝 神 社 山王町 ４２１－63１８ 熊 野 神 社 宮保 ４２9－0７30

姉倉比賣神社 呉羽町 ４36－5４59 清水町神明社 清水町一丁目 ４２3－59８８ 吉 倉 八 幡 宮 吉倉 ４２9－１3８７

奥 田 神 社 奥田本町 ４3１－3２８１ 神 明 宮 千石町六丁目 ４２４－0７5８ 多久比禮志神社 塩 ４6７－0１9４

持ち込める
もの

お札、お守り、熊手、書き初め、しめ縄、破魔矢のみ
※上記以外は持ち込めません。持ち込めないものが付いている場合、取り外してから持ち込んでください。
※境内の指定された場所に持ち込み、持ち込むために利用した袋や段ボール箱などは持ち帰ってください。

受 付 期 間
令和₄年₁月₁日㈷～15日㈯
※受付時間は神社ごとに異なります。詳細は、各神社に問い合わせてください。

　「光の画家」と称される
フェルメールの作品全37点
を、最新のデジタル印刷技術
により、描かれた当時の色彩
で再現した、リ・クリエイト
作品を展示します。

※詳細は、市民プラザ特設ページをご覧�
　ください。

　 ２本のポールを使って歩くエクササイズです。
　通常のウオーキングに比べて両足への負担が少なく、
気軽に運動をしたい方にもおすすめです。

まちなかノルディック・ウォーク＆
ノルディック・エクササイズ

日時／令和₄年₁月１3日㈭、２４日㈪₉：3０～１１:００�
　　　（受付₉：１5～）
集合場所／市民プラザ₂階�アトリウム
講師／田

た

中
なか

�洋
ひろし

さん（ウオーキング・ライフマスター）　ほか
定員／各回3０人（申込順）　費用／各回5００円
持ち物／飲み物、タオル、雨具
申込方法／事前に、電話で、本社事業部へ。

本社事業部　☎493－1313
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市民病院 消化器外科部長　佐
さ

々
さ

木
き

省
しょう

三
ぞう

　胃の壁は、内側から粘膜層、粘膜下層、筋層、漿
しょう

膜
まく

下層、漿膜と層構
造をしています。
　早期胃がんとは、がんの深さが粘膜下層までにとどまるものをい
います。このうち、深さが粘膜層までで、リンパ節転移の可能性が低
い場合のみ、内視鏡による治療が行われます。
　それ以外では、リンパ節とともに胃を切除する必要がありますが、
早期胃がんの場合は、腹腔鏡を用いた手術のため、開腹手術に比べて
体への負担は小さく、術後の回復も早いです。

A.早期胃がんであっても、リンパ節転移の可能性があるものは、手術
が必要です。

病院事業局経営管理課　☎422－1112

お答えします

らか室察診

Q.内視鏡検査で胃がんが見つかり「早期胃がん
の可能性がある。」と言われました。早期胃がん
の場合、手術の必要はあるのでしょうか。

₁月の親子教室・健康相談 ₁月のまちなか健
け ん こ う

幸カレッジ
場所／まちなか総合ケアセンター（総曲輪四丁目）

▶中止の可能性があるため、事前に問い合わせてください。

時間／1３：３0～14：00　
講師／市民病院・まちなか病院の医師、看護師、管理栄養士など

◆ふれあい健康講座　※費用・申込不要。

開催日 テーマ
₄㈫ 感染症について
₅㈬ 肝臓の病気について
₆㈭ 糖尿病は万病のもと　糖尿病の合併症ってなあに？
11㈫ こどもの脱水 ～家庭でのケアと救急受診の目安～
12㈬ 日常のスキンケア　手荒れ

1３㈭ 乳がん検診のよくある質問に答えます
～そして始めよう！！乳がんセルフチェック～

17㈪ オーラルフレイルについて
～体のおとろえは口から始まる～

18㈫ 検査結果の見方
1９㈬ 10分間でできる腰痛体操
20㈭ 気をつけたい高齢者の食事
24㈪ 認知症の薬について
25㈫ フットケア ～足からの健康～

26㈬ ママと赤ちゃんのための産後エクササイズ
※参加希望の方は、事前に電話で連絡してください。

27㈭ 認知症の予防について
３1㈪ 緩和ケアお家

うち
でもできます

市民病院ふれあい健康講座担当　☎422－1112
※来場多数の場合、参加できないことがあります。
※マスクの着用をお願いします。

◆まちなか保健室　※費用・申込不要。　
● 個別相談　毎週㈮ 1３：00～14：00
　健康、子育て、介護などに関する相談
● ミニ講座　14：00～15：00
開催日 テーマ

₇㈮ 産後ケア応援室の見学と交流　※妊婦の方対象。
※簡単なエクササイズがあります。

14㈮
音楽を楽しもう
講師/道

みち
下
した

和
かず

美
み

さん（音楽療法士）

21㈮
アロマ＆リラックス体操
講師/清

し
水
みず

志
し

保
ほ

さん（健康運動指導士）
※運動できる服装で、タオル、飲み物を持参してください。

28㈮
社会福祉協議会の取り組みを知ろう！（成年後見制度）
講師/岩

いわ
下
した

至
のり

宏
ひろ

さん（市社会福祉協議会）

まちなか総合ケアセンター　☎461－3618

◎保健福祉センターは、「子育て世代包括支援センター」の 
　役割を担っています。気軽に相談してください。

◎₄カ月児・₁歳₆カ月児（₁歳₆～₈カ月児）・₃歳児（₃歳 
　₇～₈カ月児）健康診査は個別に通知します。

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、お住まいの 
　㆞区ではない保健福祉センターを案内することがあります。

◎パパママセミナーは、オンライン開催となる場合があり 
　ます。最新情報を市ホームページ（「パパママセミナー」で 
　検索）で確認の上、申し込んでください。

内　　容 開催日・当日の受付時間・開催場所 対　　象

よい歯づくり講座
［予約制］

21㈮1３：00～1３：３0
北保健福祉センター

₁～₃歳児と
その保護者

（保護者のみの
参加も可）

北

28㈮1３：00～1３：３0
南保健福祉センター 南

フッ素塗布
［予約制・有料］

※バスタオルを持参 
　してください。

21㈮14：00～15：00
北保健福祉センター よい歯づくり

講座を受けた
₁～₃歳児

北

28㈮14：00～15：00
南保健福祉センター 南

パパママセミナー
［予約制］

※ 1 月 5 日㈬₈：３0から
予約開始（申込順）。

※沐
もく

浴
よく

・妊婦体験など
の実習はありません。

22㈯ ９：00～ ９：３0
※オンライン開催。 妊婦とその夫 中

2３㈰ ９：00～ ９：３0
北保健福祉センター

妊娠₅～₈カ月
（16～３1週）の

妊婦とその夫
北

赤ちゃん教室
［予約制］

27㈭ ９：00～ ９：３0
南保健福祉センター

₄～₆カ月児
とその保護者 南

乳幼児健康相談
［予約制］

個別に対応しています。お住まいの地区の 
保健福祉センターへ連絡してください。

問い合わせ先一覧
中…中央保健福祉センター（星井町二丁目） ☎422－1172
南…南保健福祉センター（蜷川） ☎428－1156
北…北保健福祉センター（岩瀬文化町） ☎426－0050
大沢…大沢野保健福祉センター（高内） ☎467－5812
大山…大山保健福祉センター（上滝） ☎483－1727
八…八尾保健福祉センター（八尾町福島） ☎455－2474
西…西保健福祉センター（婦中町羽根） ☎469－0770
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₁月の相談日程

～特別相談～
日　　時 場　　所 問 い 合 わ せ・申 込 先

税金無料相談 11日 10：00～12：00
1３：３0～16：00

富山県税理士会館
（中野新町二丁目）

北陸税理士会富山支部
予約制（12月27日₉：00～）
☎422－40３4 ※初めての方優先。

総合労働相談 ㈪～㈮（㈷㉁は除く） 10：00～17：00 富山県社会保険労務士会
（千歳町一丁目）

富山県社会保険労務士会
予約制☎441－04３2

不動産無料相談

14日・28日 1３：00～16：00 全日富山会館
（堤町通り二丁目）

（公社）全日本不動産協会富山県本部
☎421－16３３

11日・25日 1３：00～16：00 富山県不動産会館
（元町二丁目）

（公社）富山県宅地建物取引業協会
☎425－5514※25日は税理士による相談会も

　行います。

暴力団に関する困りごと相談
㈪～㈮（㈷㉁は除く） ₈：３0～17：00 富山県防災センター

（花園町四丁目） 富山県暴力追放運動推進センター
☎421－8９３0

３1日は出張相談 1３：00～16：00 市民生活相談課（市役所₁階）

犯罪・事故などの被害に関する相談 ㈪～㈮（㈷㉁は除く） 10：00～16：00 電話相談 （公社）とやま被害者支援センター
☎41３－78３0

①不動産・会社法人の登記相談 ㈪～㈮（㈷㉁は除く） 1３：00～16：00 電話相談 富山県司法書士会
①☎445－1576　②☎445－1577
③予約制☎445－1620

②借金・訴訟・成年後見などの相談
③司法書士無料法律相談 ₈日 1３：00～16：00 ボルファートとやま10階（奥田新町）
多重債務・遺言・相続無料法律相談 ㈪㈫㈮（㈷㉁は除く） 1３：３0～15：３0

富山県弁護士会館
（長柄町三丁目）

富山県弁護士会事務局
予約制☎421－4811交通事故無料法律相談 ㈪㈭（㈷㉁は除く） 14：00～16：３0

家事事件無料法律相談 ㈭（㈷㉁は除く） 1３：３0～15：３0

～法律・行政などの相談～
日　　時 場　　所 問 い 合 わ せ・申 込 先

弁護士法律相談

₆日・1３日・18日
20日・25日・27日 1３：00～16：10 市民生活相談課（市役所₁階）

予約制（開催日の前日₈：３0～）
※定員になり次第締め切ります。
☎44３－2045

14日・21日・28日 1３：３0～16：00 総合社会福祉センター（今泉） 予約制（開催日の前日₉：３0～）
☎422－３414

6 日

1３：３0～15：３0

呉羽会館（呉羽町） 予約制（12月20日₈：３0～）☎4３6－5171
1３日 岩瀬公民館（岩瀬御蔵町） 予約制（12月20日10：00～）☎4３7－９715
20日 水橋西部公民館（水橋辻ヶ堂） 予約制（₁月₄日₈：３0～）☎478－11３1

24日 大沢野健康福祉センター（春日） 社会福祉協議会大沢野細入支所
予約制（12月20日₈：３0～）☎467－12９4

11日 大山地域市民センター（上滝） 社会福祉協議会大山支所
予約制（12月20日₈：３0～）☎48３－4111

12日 八尾健康福祉総合センター
（八尾町福島）

社会福祉協議会八尾山田支所
予約制（12月20日₈：３0～）☎454－2３９0

7 日 1３：３0～16：３0 婦中行政サービスセンター
（婦中町速星）

婦中行政サービスセンター市民生活課
予約制☎465－2155

弁護士による
夫婦・男女に関する法律相談 21日 1３：３0～15：３0 男女共同参画推進センター

（CiC₃階：新富町一丁目）
予約制（₁月₄日10：00～）
☎4３３－1760  

行政相談

5 日・12日
1９日・26日

1３：00～16：00
市民生活相談課（市役所₁階） ☎44３－2045

18日 大沢野生涯学習センター（高内） 大沢野行政サービスセンター市民生活課☎467－5810
18日 大山地域市民センター（上滝） 大山行政サービスセンター市民生活課☎48３－1212
1９日 1３：３0～15：３0 八尾行政サービスセンター（八尾町福島） 八尾行政サービスセンター市民生活課☎454－３114
17日 1３：00～15：00 西保健福祉センター（婦中町羽根） 婦中行政サービスセンター市民生活課☎465－2155
20日 1３：３0～15：３0 山田公民館（山田湯） 山田中核型地区センター☎457－2111

公証相談 21日
1３：00～16：00 市民生活相談課（市役所₁階）

☎44３－2045
開催日の当日 8：３0から窓口で受付。
※定員になり次第締め切ります。

行政書士法務相談（遺言相続・事業手続等） 24日
社会保険労務士総合労働相談 1９日

多重債務相談 ㈬（㈷㉁は除く） 1３：00～16：00 消費生活センター
（CiC₃階：新富町一丁目） ☎44３－2047（予約可）

中小企業経営相談 ㈪㈫㈭㈮（㈷㉁は除く） 10：00～16：45 商業労政課（市役所₇階） ☎44３－2070
創業・経営相談 ㈪㈬㈮ 10：00～17：00 新産業支援センター（下野） 予約制☎411－61３1

年始の休業日についての詳細は、それぞれの
問い合わせ先へ確認してください。
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～生活・人権・教育などの相談～
日　　時 場　　所 問 い 合 わ せ・申 込 先

一般相談 ㈪～㈮（㈷㉁は除く） ₈：３0～17：15 市民生活相談課（市役所₁階） ☎44３－2045

消費生活相談 毎日 10：00～18：３0
消費生活センター

（CiC₃階：新富町一丁目）
※₁～ ３日、18日は休みます。

☎44３－2047　

心配ごと相談

㈪㈬㈮（㈷㉁は除く）

₉：３0～15：３0

総合社会福祉センター（今泉） ☎422－３414
ご意見・ご質問などは、
市社会福祉協議会本所

（☎422－３414）へ。

6 日 呉羽会館（呉羽町） ☎4３6－5171
1３日 岩瀬公民館（岩瀬御蔵町） ☎4３7－９715
20日 水橋西部公民館（水橋辻ヶ堂） ☎478－11３1
6 日・20日

1３：３0～15：３0

大沢野健康福祉センター（春日） 社会福祉協議会大沢野細入支所☎467－12９4
14日・28日 大山地域市民センター（上滝） 社会福祉協議会大山支所☎48３－4111
₅日・26日 八尾健康福祉総合センター（八尾町福島） 社会福祉協議会八尾山田支所☎454－2３９0
17日 西保健福祉センター（婦中町羽根） 社会福祉協議会婦中支所☎46９－0775

なやみごと人権相談 14日・28日 1３：00～16：00 市民生活相談課（市役所₁階） ☎44３－2045

特設人権相談
18日 1３：00～16：00 大沢野生涯学習センター（高内） 大沢野行政サービスセンター市民生活課☎467－5810
24日 八尾行政サービスセンター（八尾町福島） 八尾行政サービスセンター市民生活課☎454－３114

小・中学生および
乳幼児の子育て相談

面談相談　毎日 10：00～17：00
子育て支援センター

（CiC₄階：新富町一丁目）
※₁～₃日、18日は休みます。
　電話相談のみ受け付けます。
※こどもひろば（10：00～17：00）の

利用時間を次のとおり変更します。
・20日…1３：00～17：00

子育てほっとステーション☎444－1110
※㈯㈰㈷㉁も相談を受け付けます。

電話相談　毎日 24時間

幼児ことばの相談
㈪～㈮ 10：00～16：45
㈯㈰ 10：00～11：45

子育てセミナー 20日 10：３0～11：３0
子育てほっとステーション
予約制☎444－1110離乳食相談 28日 10：10～11：45

健康相談 1９日 10：10～11：45

小・中学生および
幼児の教育相談

㈪～㈮（㈷㉁は除く） ₈：３0～17：00 教育センター（Toyama Sakuraビル₆階）
☎4３1－44３4
来所の場合は予約制

12日・1９日・26日 ₉：00～12：00 MAP豊田（豊若町三丁目）

11日・18日・25日 ₉：00～12：00 MAP婦中
（婦中ふれあい館内：婦中町砂子田）

こどもいじめテレホン相談 ㈪～㈮（㈷㉁は除く） ₈：３0～17：00 教育センター（Toyama Sakuraビル₆階） ☎4３1－00９９
青少年悩みごと相談 ㈪～㈮（㈷㉁は除く） ₈：３0～17：15 少年指導センター（市役所₇階） ☎44３－2274
女性臨床心理士による
夫婦・男女に関する悩み相談 27日 14：00～16：00 男女共同参画推進センター

（CiC₃階：新富町一丁目）
※₁～₃日、18日は休みます。

予約制（開催日の₂日前まで）
☎4３３－1760（受付は10：00～）

DV（配偶者・パートナー
からの暴力）相談

㈪～㈮（㈷㉁は除く）
土曜特別相談：15日 10：00～18：15 ☎4３３－2210（受付は10：00～17：３0）

原則として、来所の場合は予約制
女性悩みごと相談

㈪～㈮（㈷㉁は除く） ₈：３0～17：15 こども福祉課（市役所₃階） ☎44３－2055
ひとり親相談
家庭児童相談員による養育相談 こども健康課（市役所₃階） ☎44３－20３8
専門職による成年後見相談 11日 1３：３0～15：３0 総合社会福祉センター（今泉） 予約制☎422－３414

職業紹介・就労相談 ㈪～㈮（㈷㉁は除く） ₈：３0～17：15 無料職業紹介所「JOB活とやま」
（市役所₇階） ☎44３－22３1

場　　所 日　　時

・富山年金事務所（牛島新町）
・街角の年金相談センター富山　
  （アピアショッピングセンター₂階：稲荷元町）

㈪～㈮
（㈷㉁は除く）

₈：３0～17：15
※㈪は1９：00まで延長。
　 ㈪が㈷㉁であれば翌日。

₈日 ₉：３0～16：00

場　　所 日　　時
大沢野行政サービスセンター 14日

10：00～15：00
大山地域市民センター 12日

八尾コミュニティセンター ₅日

婦中行政サービスセンター 21日

～年金の相談（予約制）～ ［問い合わせ・申込先］富山年金事務所☎４４１－３９２６

～医療・保健関係の相談～
日　　時

HIV・エイズ相談、
性感染症相談、抗体検査 実施日について

は問い合わせて
ください。 ₉：00～11：00HIV・エイズ相談、抗体迅速検査

（予約制：名前は伺いません）
肝炎ウイルス相談・検査

（予約制）
4 日・11日

18日・25日
遺伝相談（予約制） ㈪～㈮（㈷㉁は除く） ₈：３0～17：15

場所・問い合わせ・申込先

▲

保健所保健予防課☎428－1152

不安や悩みの電話相談はハートSOSダイヤル☎428－2033へ。
受付日時：㈪～㈮（㈷㉁は除く）₈：３0～17：15

日　時　 場　　所 問い合わせ・申込先

糖尿病相談 20日 ₉：00
～12：00

北保健福祉
センター

（予約制）
☎426－0050

精神保健福祉相談
（精神科医師） 20日 1３：３0

～15：３0
保健所
保健予防課

（予約制）
保健所
保健予防課
☎428－1152

10代・20代・30代のための
心の相談（精神科医師） 6日 14：00

～16：00
中央保健
福祉センター

新型コロナウイルス感染症
こころのケア相談
（公認心理師など）

㈬
(㈷㉁は除く)

₉：３0
～11：３0

1３：３0
～15：３0

保健所
保健予防課



共通項目
場所／富山ガラス工房第₂工房（西金屋）　時間／ 9：００～１２：００、１3：００～１6：００
申込方法／事前に、電話または直接、富山ガラス工房へ。

■M
マ イ

yぐいのみ制作体験
　新酒をおいしく飲むことができる、手
作りの器を制作します。

期間／令和₄年₁月₅日㈬～₃月3１日㈭
対象／２０歳以上
料金／3,3００円

・オリジナル色（コシノアオ・コシノ
ヒスイ）や金箔・銀箔を使用可

・富山の新酒3００mlをプレゼント

特典

　贈り物にもぴったりな、オリジナルの
ひな人形を制作します。

■ガラスのひな人形制作体験

・オリジナル色（コシノアオ・コシノ
ヒスイ）や金

きん

箔
ぱく

・銀
ぎん

箔
ぱく

を使用可
・黒塗り飾り台をプレゼント

特典

期間／令和₄年₁月₅日㈬～₃月₃日㈭
対象／小学生以上（小・中学生は保護者同伴）
料金／４,6００円（びょうぶ・ぼんぼりは別売り）

富山ガラス工房　☎436－3322富山ガラス工房  特別制作体験

※作品のお渡しは １週間後�
以降です。

「広報とやま₁月₅日号」は、配達業者の年始休業日にかかるため、通常より遅く配達されます。ご案内
広報とやまは環境に配慮し、古紙パルプ配合紙と植物油インキを使用しています。

富山市の人口・世帯数（対前月比）【令和₃年11月30日現在】  人口…411,502人（－242人）　世帯…182,378世帯（－ 6 世帯）

新型コロナウイルス感染症の拡大などの状況により、変更になる場合があります。
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