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まちづくり推進課　☎443－2054

おでかけ定期券で
中心市街地へでかけよう

有効期限を過ぎた定期券内の残額について▶更新手続きをしなければ利用できません。更新を希望しない場合は、上記いず
れかの申込受付窓口で廃止の届け出をした後、富山地方鉄道の窓口で、残額の払い戻しを受けてください（手数料210円が必要）。

破損、紛失した場合▶上記いずれかの申込受付窓口で再発行できます。破損、紛失したおでかけ定期券内の残額は、再発行を
受けた後、富山地方鉄道の窓口で払い戻しを受けてください（手数料210円が必要）。
※再発行したおでかけ定期券に残額を引き継ぐことはできません。

【注意事項】

優待サービスもあります
　 「おでかけ定期券」を提示すると…
・中心市街地にある協賛店（約60店）で粗品の進呈や商品の割引があります
・市の体育施設や文化施設（約30施設）を半額（一部無料）で利用できます

市内にお住まいの満65歳以上の方
※昭和34年4月１日以前に生まれた方が対象です。
※すでにおでかけ定期券をお持ちの方が4月以降も利用する場合は、更新手続きが必要です。

対象者

「おでかけ定期券」とは？
　65歳以上の方が市内各地から中心市街地へおでかけする際に、公共交通機関を1乗車100円で利用できるお得
な定期券（ICカード）です。

 対象の
公共交通機関

・地鉄路線バス
・地鉄電車
・市内電車（富山軌道線・富山港線・環状線）
・フィーダーバス
・まいどはやバス

割引時間帯 9：00～17：00（降車時間）

まちなかを
歩いて元気に！

場所　市役所 1階 市民相談室前
　　　（市民ホール横）
時間　閉庁日を除く9：00～19：00

市役所でもおでかけ定期券にチャージ（入金）できます
申込受付の臨時窓口を開設します
期間　3月24日㈮～31日㈮8：30～17：15（㈯㈰を除く）
場所　市役所1階 市民ホール

申込受付窓口 受付時間

・各地区センター（大長谷を除く）
・各中核型地区センター
・各行政サービスセンター
・まちづくり推進課（市役所 8階）

8：30～17：15
㈯㈰㈷は

受け付けていません。

・とやま市民交流館　☎444－0640
　（CiC 3 階：新富町一丁目）

10：00～19：30
【休館日】毎月第3㈫

（変更となる場合がありますので、  
 事前に問い合わせてください）

※3～4月上旬は、窓口が大変混雑します。
申込期間 3月24日㈮から随時

申し込みに必要なもの
① 健康保険証や運転免許証、マイナンバーカード
など、氏名、住所、生年月日がわかるもの
②利用者負担金1,000円（運賃とは別です）
③現在お持ちのおでかけ定期券
　（更新手続きの方のみ）

※大沢野・大山・八尾行政サービスセンター、各中核型地区センターは、 
　3月下旬から移転します。詳細は、4～5ページをご覧ください。

申込方法
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お住まいの地域の公衆浴場などで利用できる助成券を発行します。
地域の人とふれあいながら気持ちよく入浴し、心身共にリフレッシュしませんか。

利用してみませんか

高齢者ふれあい入浴券

4月1日㈯利用開始日 市内に住所がある在宅の満70歳以上の方
※年度途中で70歳になる方には、誕生日から交付します。対象者

※お住まいの地域によって、対象施設が異なります。
住民登録がある地域の公衆浴場など対象施設

▶富山地域の方…………………お住まいの地区の地区センターまたは長寿福祉課（市役所3階）へ。
▶大沢野・大山・八尾・
　婦中・山田・細入地域の方…お住まいの地区の地区センターまたは
　　　　　　　　　　　　　　　お住まいの地域の行政サービスセンター地域福祉課、中核型地区センターへ。

3月24日㈮から、利用者の本人確認書類（健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど）
を持参して、直接、次の窓口へ。申込方法

・長寿福祉課　☎443－2061
・各行政サービスセンター地域福祉課
　大沢野  ☎467－5811　大山  ☎483－1214　八尾  ☎455－2461　婦中  ☎465－2114
・各中核型地区センター  山田  ☎457－2111　細入  ☎485－2111
※大沢野・大山・八尾行政サービスセンター、各中核型地区センターは、3月下旬から移転します。
　詳細は、4～5ページをご覧ください。

問い合わせ

■資格取得支援
●高等職業訓練促進給付金
対象　ひとり親家庭の父または母で、看護師（准看護師）、

介護福祉士、保育士、理学療法士、美容師、調理師など
の資格取得のために一定期間以上養成機関に通う方

【2】修了支援給付金（カリキュラム修了後）
　　支給額　50,000円（住民税非課税世帯）
　　　　　　25,000円（住民税課税世帯）

【1】高等職業訓練促進給付金
　　支給期間　修業する期間（上限4年）
　　支給額　月額100,000円（住民税非課税世帯）
　　　　　　月額 70,500円（住民税課税世帯）
　　　　　　※最終学年時は、月額40,000円加算。

●自立支援教育訓練給付金

※職業に必要な実践的かつ専門的なものとして指定される
講座を受講した場合は上限1,600,000円（400,000円×修学年数）。
※雇用保険の教育訓練給付資格がある方は、雇用保険給付
との差額分を支給します。

対象　ひとり親家庭の父または母で、就職に必要な資格を
取るための講座（雇用保険制度の教育訓練給付の
指定講座）を受講する方

支給額　受講費用の6割に相当する額（上限200,000円）

各制度の利用を希望する場合は、事前にこども福祉課
へ問い合わせてください。

対象　市内在住で、次の要件を全て満たす方
・中学3年生までの児童を監護しているひとり親
　（児童手当の受給者）
・申請時、令和3年度までの富山市での住民税を完納し、令
和3年度の住民税年額が20,000円以上150,000円未満の方
支給額　1万円、2万円、3万円（年１回、住民税額に応じる）
申込期限　3月31日㈮まで
※必要書類など詳細は、問い合わせてください。

■ひとり親応援・子育て支援金

ひとり親家庭を支援します

母子家庭等就業・自立支援センター
☎432－4210　℻432－4221
Ｅ info@bokaren-toyama.jp

■介護職員初任者研修講座
期間　4月16日㈰～11月19日㈰9：00～17：00(全16回)
場所　西能病院（高田）、みどり苑（秋ヶ島）
対象　20歳未満の子をもつひとり親家庭の父・母、
      20歳以上の子をもつ寡婦
定員　20人（申込順）　費用　5,400円（教材費）
申込方法　3月17日㈮までに、母子家庭等就業・自立支援
センターホームページ（http://www.bokaren-toyama.jp/
ziritsu.html）に掲載されている申込用紙を、郵送、℻、Eメール
で、母子家庭等就業・自立支援センター（〒930－0094　安
住町5－21）へ。

こども福祉課　☎443－2055
各行政サービスセンター地域福祉課
　大沢野☎467－5830　大山☎483－1214　
　八尾☎455－2461　婦中☎465－2114
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県道富山高岡線（県道44号）の
夜間通行止めを行います 公園緑地課　☎443－2110

※詳細な日時については、市ホームページ（ 1006776）や、現地の工事
案内看板でお知らせします。

3 月下旬～ 6月下旬（期間中25日程度）期間

23：00～翌5：30時間

県道富山高岡線（県道44号）
峠茶屋交差点から五福8区交差点まで区間

普通車…県道小竹諏訪川原線経由
大型車…国道8号経由迂回路

　呉羽丘陵フットパス連絡橋整備工事に伴い、次のとおり夜間通行
止めを行います。迂

う
回
かい
にご協力をお願いします。

　歩行者および自転車は、通行可能です。現地誘導員の指示に従って
ください。

西富山駅

峠茶屋

西富山駅
五福 8区

大型車迂回
路

普通車迂回路

通行止め区間

神
通
川

五福

田刈屋東

田尻八町

北代

富山駅→

8

207
７

208

56

44

富山大学

長岡墓地

富山大橋

シルバー人材センターからのお知らせ

ひと針工房展示即売会＆ワークショップ
　シルバー人材センターでは、
これまで受注単価を据え置い
てきましたが、昨今の最低賃金
の大幅な引き上げや、原油価格
高騰などの影響により、4月1日
から、おおむね7％の受注単価
の引き上げを実施します。
　発注者の皆さんのご理解と
ご協力をお願いします。

日時　3月13日㈪10：00～15：00

場所　ファボーレ１階
　　　ファボーレホール（婦中町下轡田）

どなたでも参加できます。
時間　10：30～　ちりめんストラップ
      13：30～　エコクラフトかご
費用　300円
定員　各15人(申込順)
申込方法　事前に、電話で、
　　　　　シルバー人材センター本所へ。

シルバー人材センター本所
　☎444－5535

ワークショップ

当日は、就業相談コーナーも設置します。
お気軽にお立ち寄りください。

シルバー人材センター会員募集
　会員になって、技能や経験を生か
しませんか。月に数日、短時間の仕
事から始めることができます。
　詳細は、問い合わせてください。

チエブクロー

受注単価を引き上げます
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農業委員会事務局　☎443－2124､2128農地賃借料、農作業標準料金・賃金のお知らせ
　農地の貸し借りや農作業の受委託における料金は、農地の形状や
面積、畦

けい

畔
はん

の状況のほか、地域の実情やこれまでの実績を踏まえ、当
事者間で協議し、決定してください。参考となる農地賃借料などに
ついては、次のとおりです。
●農地賃借料【田（水稲）の部・令和5年分】（参考）

地域名 平均額
（10アールあたり）

最高額
（10アールあたり）

最低額
（10アールあたり）

算定に使用した
データ（筆数）

無償のデータ
（筆数）

富山 4,886円 9,000円 2,000円 515件 134件
大沢野 5,856円 9,500円 2,000円 391件 0件
大山 5,798円 7,500円 1,800円 169件 100件
八尾 7,566円 10,000円 3,000円 454件 105件
婦中 6,142円 10,000円 3,000円 196件 157件
山田 2,000円 2,000円 2,000円 6件 0件
細入 データ数5件未満のため算定せず 1件

市全体の平均額 6,029円

※令和 4年1月から12月までの1年間に締結された賃貸借（利用権設定
のみ）における賃借料から算定した金額です。

※賃金には、消費税はかかりません。 
※ほ場整備された30アール区画における10アールあたりの
金額であり、消費税は含まれていません。

※詳細は、市ホームページ（ 1007234）をご覧ください。

項目 作業名 内容 金額
賃金 一般作業 1時間あたり 1,104円

水稲

トラクター 耕起・荒代・代掻き 15,500円
側条田植機 苗・肥料委託者負担 9,000円
コンバイン（自脱型）刈取り・脱穀 26,000円
畔塗り 1mあたり 76円

大麦
トラクター 耕起・溝切り・播種 16,500円
コンバイン（自脱型）刈取り・脱穀 22,200円

大豆
トラクター 耕起・砕土・播種 15,000円
コンバイン（普通型）刈取り・脱穀 23,600円

大麦・大豆 額縁排水 1mあたり 43円
その他 トラクター 耕起・溝切り 9,100円

●農作業標準料金・賃金【令和5年分】（参考）

男女参画・市民協働課　☎443－2051
℻443－2176

Ｅ danjo-01@city.toyama.lg.jp

まちづくりのアイデアを市と一緒に実現しませんか？

公募提案型協働事業  提案団体募集

　詳細は、男女参画・市民協働課、各行政サービ
スセンター、各地区センターに設置の募集リー
フレットをご覧ください。
　また、市ホームページ（ 1004794）からもダ
ウンロードできます。

●事業説明会・前年度事業報告会
日時　4月16日㈰14：00～　
場所　TOYAMAキラリ2階ロビー（西町）
※費用・申込不要。
●提案事業の審査委員を募集します
任期　委嘱の日～令和 6年3月31日
対象　市内在住の18歳以上で、審査会（ 5月21日㈰
開催予定）や事前打ち合わせに出席できる方
定員　1人（応募多数の場合書類選考）
申込方法　4月17日㈪（必着）までに、応募用紙を、
郵送、℻、Eメールまたは直接、男女参画・市民協働課へ。

対象団体
・ 市内に主たる事務所、活動場所があり、１年以上の活動実績が
ある5人以上の市民活動団体（ボランティアグループ、NPO
法人、自治振興会、町内会  など）

・上記の団体からなるグループ（企業も参加可）

　地域の課題解決に向けた事業提案を公募します。採用された
団体には、対象経費の80%相当額（上限30万円）を交付します。

審査方法　書類審査および審査委員会による対面審査

募集する提案事業
・ 提案団体と市が協働して取り組むことによって、地域課題や
社会的課題の解決が図られる事業

・市民の満足度が高まり、具体的な効果や成果が期待できる事業
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　など

申込方法　4月24日㈪（必着）までに、企画提案書および必要書類
を、郵送または直接、男女参画・市民協働課（〒930－8510　新桜
町 7－38：市役所 7階）へ。
※必ず、申し込む前に相談してください。

　春はフェーン現象などにより火災が起きやすい
季節です。火の取り扱いには十分注意しましょう。

消防局予防課　☎493－4141春の火災予防運動
期間：3月20日㈪～26日㈰

各地域で消防訓練などを行います。
日時 場所 担当署

3月12日㈰8：30～ 古沢小学校 体育館、グラウンド 呉羽

3月12日㈰8：45～ 水橋西部地区センター､勤労身体障害者体育センター 水橋

3月18日㈯9：00～ 新庄地区センター、新庄小学校 富山

3月19日㈰8：00～ 船峅小学校 大沢野

◆春の消防総合訓練

　消防団では、会社員·自営業·
主婦·学生などさまざまな人たち
が活躍しています。地域の安全を
守る消防団員になってみませんか。　
　詳細は、市ホームページ（
1007746）をご覧になるか、問い合
わせてください。

消防局総務課　☎493－4141

消防団員募集中
◆全国統一防火標語 お出かけは　マスク戸締り　火の用心


