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北陸新幹線が春を運んできました
３月14日㈯に北陸新幹線が開業し、黒部宇奈月温泉
駅でのイベントには魚津市からも多くの団体が参加しまし
た。また、あいの風とやま鉄道魚津駅の開業や国道８号
入善黒部バイパスの開通などもあり、新幹線とともに魚
津が大きく変わりました。
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誰もが主役のまちづくり、
自立する自治体経営

年度

27

平成

魚津市

予算

魚津市の平成 年度一般会計予算は、
月 補 正 の 事 業 前 倒 し を 含 め た ｢ ヶ月 予 算 ｣
とし 、「雇 用 労
･ 働 環 境 の充 実 」、「住 宅 対 策 の
推進」、「子育て環境づくりの推進」、「学校教育
の充実」、「災害に強いまちの形成」、「観光の振
興」、「総合交通体系の整備」の７施策を重点施
策とする予算編成を行いました。

特別会計予算のうち下水道事業では、引
き続き浄化センター 港
･ 町中継ポンプ場の再
構築工事に取り組みます。簡易水道事業で
は、老朽管更新のため升方簡易水道・東蔵
簡易水道の整備に努めます。また、国保、
後期高齢、介護保険事業等医療保険事業会
計の総額は年々増加しており、予防と医療
の適正化に努めていきます。
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財源不足額の 億５０００万円について
は市の貯金である財政調整基金を取崩して
対応することとしました。

財政課財政係
（２階）
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平成27年度
一般会計予算

総額１68億7,000万円
会計別予算額

歳入の概要

49.2%

会計名

市が自主的に収入できる自主財源は全体の49.2%を占め
ています。固定資産税は減少が見込まれるものの、個人
市民税や法人市民税は景気の上向きを反映し持ち直し傾
向がみられることから増加を見込みました。
市の借金である市債は、13億7,810万円（前年度比17.6
％減）を見込んでおり、そのうち地方交付税の代替財源
である臨時財政対策債は８億8,000万円となっています。

前年度比

一般会計

168億7,000万円

特別会計

146億5,700万円 106.0％

下水道事業会計

50.8%

予算額

97.7％

28億4,000万円 103.7％

農業集落排水事業会計

4億2,600万円 103.1％

簡易水道事業会計

1億0,500万円

96.3％

国民健康保険事業会計

52億6,400万円 112.2％

後期高齢者医療事業会計

10億3,400万円

介護保険事業会計

47億9,600万円 103.3％

水族館事業会計
水道事業会計
収益的収支
（水道事業運営など）
資本的収支※
（水道事業への投資など）
合計

99.5％

1億9,200万円

98.0％

14億7,404万円

97.4％

収入 6億4,474万円 100.4％
支出 5億7,965万円 100.2％
収入 4億2,056万円

74.7％

支出 8億9,440万円

95.6％

330億0,104万円 101.2％

※資本的収支不足の4億7,384万円は、内部留保金などで補てん
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担金、補助金などの経費です。

●総務費…市の全般的な管理の
ほか、戸籍、防災対策、交通
対策、徴税、選挙などに使わ
れます。
●土木費…道路や河川、公園、
市営住宅の整備や維持管理に
使われます。
●教育費…学校、公民館の運営
や文化、スポーツの振興に使
われます。
●公債費…市の借金の返済に充
てる経費です。
●商工費…商業や工業、観光の
振興に使われます。
●農林水産業費…農業、林業、
水産業の振興に使われます。
●衛生費…母子保健や予防接種
のほか、ごみ処理や環境保全
などに使われます。
●消防費…消防、救急活動に使
われます。
●扶助費…社会保障制度の一環
として、住民福祉を支えるた
めの経費です。
●繰出金…一般会計から国民健
康保険事業などの特別会計へ
繰り出される負担金などの経
費です。
●物件費…委託料、旅費、交際
費、消耗品費、光熱水費など
の経費です。
●人件費…職員の給与や議員へ
の報酬などに使われます。
●普通建設事業費…道路や学校
の公共施設を新増設するため
の経費です。
●補助
 費等… 報償費、保険料、負

予算用語説明
●一般 会 計 … 市 税 収 入 を 主 な 財
源として、福祉、保健衛生、土
木、教育、消防など市の仕事の
大部分をまかなう会計です。
●特別会計…特定の収入をもっ
て特定の事業を行う場合、一
般会計とは別にその経理を明
らかにするために設けられた
会計です。
●企業会計…独立採算を原則と
する事業について設けられた
会計です。
●市税… 市民の皆さんが納めた税
金です。市民税、固定資産税、
軽自動車税などがあります。
●諸収入… 貸付金元利収入や市が
受託した事業の収入などです。
●地方 交 付 税 … 全 国 の 市 町 村 が
一定の行政サービスを等しく行
えるよう、市の財政力に応じて
国から交付されるお金です。
●国庫支出金…国が市に対して
支出する負担金、補助金、委
託金です。
●県支出金…県が市に対して支
出する負担金、補助金、委託
金です。
●市債 … 市 の 借 金 に 相 当 し ま
す。各種建設事業の財源として
発行するものや、地方交付税の
代替財源として発行する臨時財
政対策債などがあります。
●民生費…高齢者、障がい者、
子どもの福祉や生活保護など
に使われます。

目的別では民生費58億4,459万円（前年度比1.7％減）が全体の
３分の１以上を占めており、次いで総務費22億6,281万円（同10.1
％減）、土木費17億7,470万円（同0.7％増）となっています。
また、性質別の主な内訳は人件費25億6,630万円（同2.6％減）、
扶助費30億6,549万円（同1.2％増）、公債費15億4,874万円（同4.5％
減）、普通建設事業費15億8,502万円（同19.9％減）などとなってい
ます。

次のページで、実際にど
のような事業を行うか、主
なものを紹介します。
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歳出の概要（目的別）
歳出の概要（性質別）

重 点 施 策 に ついて
説 明します

重点施策の「雇用労働環境の充
実」では、若者の就労支援とし
て、引き続き若者雇用定住促進事
業を推進します。「子育て環境づ
くりの推進」では、第３子以降保
育料の無料化や子育て支援コーデ
ィネーターを配置し、子育て環境
の充実を図ります。

また、「学校教育の充実」で
は、小学校の統合に向け、校舎の基
本・実施設計に着手し、中学校の耐
震補強対策として体育館・武道場の
天井の改修を実施していきます。

「災害に強いまちの形成」では、
雨水幹線築造や急傾斜地崩壊対策
事業に取り組み、浸水対策及び山
地崩壊対策等の強化に努めます。

「観光の振興」では、新たな観
光資源の発掘や各種団体が独自の
観光施策に積極的に取り組むこと
が出来る環境を整備することによ
り、幅広い分野の地域経済の活性
化に努めます。

「総合交通体系の整備」では、在
来線の利便性向上を図るため予約
式乗合タクシーの実験運行に取り
組みます。

平成27年度の主な事業と予算額（市の総合計画における目標別）
にぎわい・活力あるまち
若者雇用定住促進事業 ………… 918万円
北陸新幹線開業誘客宣伝･
受入体制整備支援事業…………1,000万円
ジオパーク普及事業 …………… 140万円
安全で快適な暮らしやすいまち
急傾斜地崩壊対策事業…………3,000万円
予約式乗合タクシー実験運行事業…1,049万円

共通目標 誰もが主役のまちづくり、
自立する自治体経営
地域振興事業……………………7,504万円
市民参画･協働推進事業 …………122万円

人と文化を育むまち
学校規模適正化事業
（片貝･吉島･西布施小統合整備）……5,250万円

小学校整備事業
（大町･村木･上野方･本江統合小学校）……9,500万円

健やかで笑顔あふれるまち
第３子以降保育料無料化………3,600万円
子育て支援コーディネーター設置事業… 281万円

豊かな自然と共生したまち
全国植樹祭開催準備事業 ……… 500万円
再生可能エネルギー発電促進事業…178万円
環境基本計画策定事業……………190万円

中学校耐震補強事業
（吊天井撤去･改修） ……………1億5,540万円

桃山テニスコート改修事業………4,200万円

平成26年度３月補正予算に計上した
地方創生関連事業（地方創生先行型）
20歳の挑戦事業 ………………… 117万円
資格取得助成事業……………… 300万円
創業者支援事業…………………… 500万円
一次産業担い手育成事業 ……… 500万円

平成26年度３月補正予算に計上した
地方創生関連事業（地域消費喚起･生活支援型）
プレミアム付商品券発行事業…3,846万円
ふるさと旅行券発行事業………1,100万円
低所得者向けガソリン券等購入助成事業…1,135万円
地産地消多子世帯米消費支援事業……120万円

三世代同居推進奨励金事業……1,400万円
不育症治療費助成事業……………90万円
シティプロモーション事業………442万円
市内主要施設Wi-Fi設置事業…… 500万円
地方版総合戦略策定事業…………552万円
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投票日

富山県議会議員選挙

４月12日㈰

任期満了に伴う富山県議会議員選挙が、
４月12日㈰に行われます。

7:00～20:00

27

13

27

投票区

投票所

投票日当日に仕事や旅行、レジャーなどで投票に行けない場合
は、事前に投票することができます。お気軽にご利用ください。

魚津第１

村木小学校

魚津第２

大町幼稚園

期日前投票宣誓書（兼請求書）

下中島

住吉小学校

上中島

上中島小学校

松倉

松倉公民館

上野方

上野方小学校

下野方第１

本江小学校

下野方第２

西部中学校

下野方第３

総合体育館

片貝

片貝公民館

加積第１

農村環境改善センター

加積第２

東部中学校

道下第１

道下保育園

道下第２

道下小学校

経田第１

経田小学校

経田第２

江口研修センター

天神

天神公民館

西布施

西布施小学校

魚津市選挙管理委員会委員長

あて

私は、平成27年執行の富山県議会議員選挙の当日、以下の事由に該当
する見込みであり、真実であることを宣誓し、投票用紙の交付を請求し
ます。

請求年月日 平成
氏

27

年

４

月

日

名
年

生年月日 明治・大正・昭和・平成

月

日

現 住 所 魚津市

事

由

1

仕 事 等

2

用 事 等

仕事、学業、本人又は親族の冠婚葬祭、地域
行事の役員の仕事に従事
上記以外の用事のため投票区域外に外出・旅行
・滞在

3

歩行困難

病気、負傷、出産、身体障害等のため歩行困難

4

住所移転

住所移転のため、魚津市外に居住

(該当する
番号に○)

※この宣誓書にあらかじめご記入いただくと、期日前投票の受付が早く済みます。
【と き】 ４/４㈯～４/11㈯ 午前8時30分～午後8時
【ところ】 魚津市役所第２会議室

※入場券の裏面が期日前投票宣誓書になっています。

投票できる方

平成 年４月２日現在で選挙人名簿に登
録されている方
※平成７年４月 日以前に生まれた方で
魚津市内に住所がある方
※新しく転入された方は平成 年１月２
日までに転入届を提出された方

投票所について

下記のとおりです。投票日当日の投票所
は入場券に記載されていますので、お間
違えのないようお気をつけください。

入場券を郵送します

ご家族分をまとめて各世帯に郵送します 。
届かない場合は、選挙管理委員会までお
問合せください。
※投票の際、入場券を切り取ってお持ち
ください。
※入場券がなくても選挙人名簿に登録さ
れていれば投票することができます。

選挙公報

新聞への折込と市内公共施設 に 設 置 し ま す 。

大会議室

公報はご自宅への郵送も行っています。
郵送を希望される方は、選挙管理委員会
までご連絡ください。
※ご自 宅 へ の 郵 送 は 、 一 度 申 請 さ れ る
と、次回選挙からの申請は不要です。
※新聞折込を行う日は、決定次第、市ホ
ームページでお知らせします。

開票について

開票開始時間 午後９時
開票会場 魚津市役所３階

期日前投票をご利用ください

魚津市選挙管理委員会(２階総務課内)
23-1019

期日前投票

臨時期日前投票所

投票日のみ無料巡回バスを運行

期間
時間
場所

期間
時間
場所

投票日当日に巡回バスを運行しますの
でご利用ください。ルート・ダイヤ等詳
細については、該当地区に対して市広報
に折込みましたので、ご確認ください。

５

４月４日㈯～４月11日㈯
8:30～20:00
市役所２階 第２会議室

広報うおづ
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４月10日㈮・11日㈯
9:00～20:00
アピタ魚津店２階
イベントスペース
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統合校の校名は

校名決定までの経過

平成 年 月 日 第１回統合準備会にて校名は地区住民及び小学校
の保護者、児童等から公募することに決定。
平成 年 月１日 校名を募集。応募件数 件。
～ 日
平成 年 月 日 第２ 回 統 合 準 備 会 に て 校 名 候 補 を 「清 流 」「み の り
の里」「かづみ野」の３案に絞り込む。
平成 年１月 日 第３回統合準備会にて３案の中から各委員の投票
により、校名候補を「清流小学校」と選定。
平成 年１月 日 魚津 市 教 育 委 員 会 会 議 に て 統 合 校 の 校 名 を 「清 流
小学校」とすることに決定。
平成 年３月 日 平成 年 ３ 月 市 議 会 定 例 会 に て 統 合 校 の 校 名 を
「清流小学校」とする魚津市学校設置条例の一部を
改正する条例が可決。
168

今後、清流小学校の開校に向けて、校歌や校章の制定
を行うほか、制服の指定、通学路及びスクールバスの運
行等について協議を進めていきます。
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教育総務課総務係（第１分庁舎）23-1043 FAX23-1052

魚津市教育委員会

168

せいりゅう

◎地 域を流れる川にちなみ、豊かでたゆまぬ力と
ともに、絶えることなく伸び行く子どもたちを
表現している。

28

「清流小学校」 に決まりました

◎片貝･加積･天神･西布施の４つの地域が片貝川、
布施川の流域にあり、子どもたちに清らかに、
たくましく育ってほしい。

27

清流小学校が選ばれた主な理由は、次のとおり
です。

平成 年４月に片貝・吉島・西布施の３つの小学校を統合し、
新たに開校する統合小学校の校名を「清流小学校」とする議案
が、平成 年３月市議会定例会にて可決され、正式に統合校の校
名が決定しました。
校名は、片貝、加積、天神、西布施地区の住民及び３校に通学
する児童、保護者から募集しました。応募のあった 件の中か
ら、それぞれの地区の代表者や小学校の保護者代表、校長で構成
する統合準備会で検討を重ね、選定されたものです。

選定理由

スマートフォンで
タブレット端末で

が読めます
i広報紙の利用方法

魚津市では、平成27年４月からスマートフォンやタブレット
端末用のアプリ「i広報紙」を通じて「広報うおづ」を配信しま
す。これからは、「広報うおづ」がいつでもどこでも読めるよう
になります。

アプリをインストールしてください。
お使いのスマートフォン･タブレットの機種に応じて、
AppStoreまたはGooglePlayでアプリ「i広報紙」を検索
してインストールしてください。

利用するメリット
●外出先でも広報を確認することができます。
●気になる記事をアプリ内にスクラップしたり、
SNSでシェアできます。
●最新号が発行されると自動的に通知されます。
●バックナンバーを見ることができます。
（平成27年１月号以降）

QRコードを読み込
んでアクセスする
場合はこちらから

初期設定をしてください。
性別・地域の登録（富山県魚津市）・生まれた年と
月を入力してください。

うおづ

ご利用上の注意点

準備完了です。

●アプリの利用は無料ですが、データの通信料がかかります。
●アプリには広告が表示されますが、その内容には魚津市は
関係しておりません。
●アプリを導入したことによる不具合につきましては、魚津市
では一切責任を負いません。

これで広報うおづをスマ
ートフォン･タブレットでご覧
になれます。

企画政策課広報広聴係（２階）23-1015

の税額について
広報うおづ２月号でお知らせした軽自動車税の変更につ
いて、平成27年度税制改正の大綱の閣議決定により、右記
の税目についても税率の引き上げが１年延期され、平成27
年度は現行どおりの税額となります。

●原動付自転車
●小型特殊自動車

ミニカー
農耕作業用
（トラクターなどの乗用装置のあるもの）
その他（フォークリフトなど）

原動機付自転車及び二輪車
車種

原動機付
自転車

小型特殊
自動車
軽自動車

広報うおづ
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平成27年度

平成28年度

総排気量が50㏄以下

1,000円

2,000円

総排気量が50㏄超で90㏄以下

1,200円

2,000円

総排気量が90㏄超で125㏄以下

1,600円

2,400円

ミニカー

2,500円

農耕作業用
（トラクターなど乗用装置のあるもの）

1,600円

その他（フォークリフトなど）

4,700円

5,900円

二輪（総排気量が125㏄超で250㏄以下）

2,400円

3,600円

4,000円

6,000円

二輪の小型自動車（総排気量が250㏄を超える）

７

現行

現行
どおり

3,700円
2,400円
税務課納税係
（１階⑯番窓口）
23-1008

第 回

2015.
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魚津しんきろうマラソン
8:40～13:00

交通規制にご協力お願いします

 津工業高校前の道が交通規制される、9:10～13:00の間は、国
魚
道８号バイパス平伝寺ジャンクションへの出入りも規制されて
いますのでご注意ください。

４月26日㈰、8:40～13:00まで、コース
の区間、交通規制を行います。交通誘導
員の指示に従って、通行してください。
沿道の皆様のあたたかいご声援をよろし
くお願いします。

ゲストランナーの紹介
ア
 テネオリンピック
金メダリスト
女子マラソン
日本記録保持者
女子マラソン
アジア記録保持者

桃原寺

魚津

野口 みずき さん
注意
2011世界陸上
テグ大会日本代表
2014北海道
マラソン優勝

しんきろうマラソンボランティアの募集
しんきろうマラソン当日、大会の運営を手伝ってくれるボランティアの方
を募集します。活動内容･時間は下記のとおりです。

野尻 あずさ さん

①選手受付補助
②車いす部門参加者補助
2007、2008
世界ハーフマラソン
日本代表

※時間は目安です

15歳以上で、事前説明会に参加できる方
※中学生は除く。18歳未満は保護者の承諾が必要
※事前説明会は、①４月25日㈯ 16:00～ ②４月26日㈰ 6:45～（大会
当日の朝）のどちらかに出席してください。

申込締切

西村 哲生 さん
問合せ先

対象者

7:00～11:00
7:00～11:00

４月19日㈰

※定員に達し次第締切

魚津しんきろうマラソン実行委員会事務局 23-6550 FAX23-9802
〒937-0066 魚津市北鬼江2898-3 ありそドーム内

魚津市民バスからのお知らせ

商工観光課交通政策係（３階）

23-1380

しんきろうマラソンに伴う
魚津市民バス運休のご案内

魚津市民バス、
ゴールデンウィーク中の運休のご案内

４月26日㈰の市街地巡回ルート東回り第１～４便、西
回り第1～３便が運休となります。なお、東回りは、魚津
駅前発13:50の便から、西回りは、魚津駅前発13:20の便か
ら運行いたします。
大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力の
ほど、よろしくお願いいたします。

魚津市民バスの郊外ルート（上野方、松倉、坪野、中
島、天神、経田－道下）は、ゴールデンウィーク中の、４
月29日（水･祝）、５月３日（日･祝）～５日（月･祝）、６日（水･振）
は、運休いたします。ご注意ください。
※市 街地巡回ルートは、ゴールデンウィーク中も通常通り運行
します。

201５-４
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富山県東部消防組合消防本部からのお知らせ
「山火事」防止にご協力ください
山火事の原因の多くは、タバコ等の火の不始末です。
これから北陸地方は、山の雪解けが進み、空気も乾燥
しやすく、山火事が発生しやすい季節となります。山火事
により森林が失われると、元どおりに回復するまでには何
十年もの年月がかかります。
私達一人ひとりが火の取扱いに注意し、山火事を未然
に防止しましょう。
ハイキング、登山、山菜摘み等で入山する際には
次のとおり火気の取り扱いに注意してください。
 煙は、指定された場所で行い、吸いがら等は必
喫
ず消すとともに、投げ捨てないこと。
 ーベキューなど火を使用する場合には、指定さ
バ
れた場所で行い、その場所から離れる時には、完
全に火を消すこと。
火遊びはしないこと。

農繁期を迎えるにあたり、ガソリン等を使用する
場合には、下記の通り充分に注意してください。

ガソリンの特性
引火点が－40℃程度と低く、極めて引火しやすい。
 発性が高く、その蒸気は空気より重いので低所に
揮
滞留し、着火の危険性が広範囲に発生する。
静電気が発生し、蓄積しやすい。

貯蔵･取扱い時の留意事項
 辺で火気や火花を発する機械器具等を使わない
周
ようにしましょう。
 電気による着火を防止するために、金属製容器で
静
貯蔵しましょう。また、静電気の蓄積を防ぐため容器
を地面に直接置きましょう。
消火器を必ず準備しましょう。
容器から蒸気が流出しないように、容器は密栓しましょう。

山火事を発見した時は、すみやかに119番通報し、安全
な場所まで避難してください。
魚津消防署

ガソリン（混合油）携行缶の取扱いについて

 気や高温部から離れた、直射日光の当たらない、通
火
風･換気の良い場所で貯蔵や取扱いを行いましょう。
 器の開口前には、取扱説明書に従ってガス抜き操
容
作を行い、こぼれ･あふれ等がないようにしましょう。

24-7980

 扱説明書等に記載された安全上の留意事項を厳守
取
し、特にエンジン稼働中の給油は絶対にやめましょう。

携帯電話からの119番通報について
携帯電話からの119番通報は、災害発生場所の特定に
時間がかかることがあります。次のように分かりやすい通
報をお願いします。

 他の市町の消防本部に通報がつながる場
合もあります。管轄する消防本部へ電話を転
送しますので、電話を切らないでそのままお
待ち下さい。

火事、救急、救助などの災害種別を伝えます。

災害の発生場所の住所を市町村名から伝えます。
（住所が分からない場合、交差点名称やコンビニ等、最
寄の目標物をできるだけ詳しく伝えてください。）

通報後もしばらくは電源を切らないでください。

９
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魚津消防署

24-7980

危険物取扱者試験のご案内

局番なしの119番に電話をします。

富山県東部消防組合消防本部 通信指令課

 ソリンを40リットル以上保管する場合には、消防署
ガ
への届出等が必要です。

24-7977

平成27年度第１回危険物取扱者試験
●試験日
６月28日㈰
●試験会場 ありそドーム
●申込期間 書面申請 ４月22日㈬～５月１日㈮
●受験願書の提出、試験に関する問い合わせ先
〒939-8201 富山市花園町４-５-20
（一財）消防試験研究センター富山県支部
076-491-5565
平成27年度前期危険物取扱者試験準備講習会
●日時 ６月３日㈬、４日㈭ 両日とも9:00～16:00
●会場 富山県東部消防組合消防本部
平成27年度前期危険物取扱者試験特別講習会
●日時 ６月20日㈯ 9:00～17:00
●会場 富山県東部消防組合消防本部
富山県東部消防組合消防本部 消防課
魚津消防署

24-7978
24-7980

生涯学習･スポーツ課生涯学習･文化係
（第１分庁舎）23-1045

魚津市在住の方であれば、どなたでも参加できます。初心者の方もお気軽に申込みください。
受講料
月額500円 ※別途材料費等が必要な講座もあります。
定員
各15名 ※申込人数によって開講できない場合もあります。
会場
新川学びの森 天神山交流館（天神野新147-1）
		
※講師の都合により日程等が変更となる場合もあります。
申込期間 ４月１日㈬～
申込方法 電話･FAX･ホームページでの申込み、または直接生涯学習･文化係へお越しください。
※期間途中からの受講はできません。教室在籍期間は原則１年以内です。

通年コース（平成27年５月～平成28年２月の10ヶ月間）※受講料は半期分を前納
教室名

内容

初心者のための絵
画
初心者のためのお
2
抹茶
ひと味違う写真を
3
楽しもう（初心者向け）
初心者から学べる
4
フラワーデザイン

水彩画や油彩画など描きたい画材でたのしく
絵画を学びましょう。
楽しくおもてなしの仕方を学びましょう。
（材料費300円/回）
基礎から学び、ひと味違う写真を楽しみまし
ょう。コンパクトカメラでもOK
初心者大歓迎！楽しくお花を学びましょう。
（季節のフラワーデザイン）（材料費3,000円程度/回）

1

開催日時

講師

初回

第1･3土曜日 10:00～12:00 大久保 隆文

5/2

第1･3月曜日 19:00～20:30

泉 宗津

5/11

第2･4火曜日 19:00～21:00

長田 達明

5/12

第2･4土曜日 10:00～12:00 小船井 美千代 5/9

半期コース（平成27年５月～平成27年９月の５ヶ月間）※受講料は全額前納
教室名
1

内容

簡単な日常英会話
（初心者向け）

2 実用栄養料理教室

開催日時

講師

初回

日常会話からカラオケ、海外旅行にも役立つ
第1･3土曜日 13:30～15:00 齊藤 洋志 5/16
英会話
実用的な、栄養と食事を身につけましょう。
第1･3金曜日 10:00～13:00 笠間 香奈美 5/15
（材料費900円/回）

3 やさしい折紙

簡単でかわいい作品を作りましょう。

第2･4水曜日 10:00～11:30 高山 三千江 5/13

4 心和む絵手紙

初心から学びましょう。
（ヘタでいい、ヘタがいい）

第1･3土曜日 10:00～12:00 新村 十三江

5 ゆっくり楽しむ太極拳 ゆっくりとした動きで足･腰を鍛えましょう。 第2･4水曜日 10:00～11:00

5/2

堀内 静子

5/13

講師

初回

短期コース（平成27年５月～平成27年７月の３ヶ月間）※受講料は全額前納
教室名

内容

開催日時

1

手軽にアロマと
ハーブな生活

どなたでも手軽にできるアロマテラピーとハーブ
第1･3水曜日 19:00～20:30
の楽しみ方を学びましょう。（材料費1,500円/回）

寺田 真弓

5/13

2

はじめての笑楽書
（みらいしょ）

筆ペンで楽しく文字を書いてみましょう。

第2･4水曜日 10:00～11:30

上野 美穂

5/13

身近な材料を使った使い心地のよい石けん作
第1･3火曜日 14:00～15:30
り。（材料費1,500円/回）

上出 由美

5/12

3 手作り石けん

平成27年度 青年教室 生徒募集
みんなで楽しく学んでみませんか？見学することもできます！お気軽
に生涯学習･文化係へご連絡ください。

対象

市内在住者、市内に通学・通勤している18～35歳以下の方
教室名

開催日時

1 料理 ～いつもよりちょっと素敵なテーブル～ 第２水曜日 18:30～21:00
2 着物着付け

毎週金曜日 19:00～21:00

講師

材料費

会場

畠山 加奈子

1,200円/回

窪田 美子

1,300円/月

新川学びの森
天神山交流館

201５-４
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生涯学習教室 友の会
生涯学習教室の受講生が講座修了後、自主的につくったサークル
です。随時会員募集しています。活動日時･場所･会費等、お気軽に
生涯学習･文化係へお問合せください。なお、魚津市外にお住まい
の方でも入会できます。

場所 村木公民館
教室名

開催日時

場所 新川学びの森天神山交流館
講師

会費（月）

押絵/ひまわり 第1･3水曜日 13:30～

教室名

開催日時

第2･4水曜日 13:00～ 本井 尚身

コーラス

押絵/紫苑

第2･4水曜日 13:30～ 本波 瑞枝

押絵/ゆり

第2･4月曜日 13:30～

絵手紙/花

第2･4金曜日 13:30～ 魚住 久子

500円
教材費

フラワーデザイン 第2･4木曜日 13:30～ 石橋 嬉子

2,000～
2,200円/回

簡単＜感嘆＞手芸 第1･3木曜日 9:30～ 朝野 やよゑ

教材費

場所 天神公民館

講師

会費（月）
500円

マンドリンギター 第1･3土曜日 13:30～ 大浦 龍雄

1,000円

民謡

第2･4水曜日 14:00～ 野住 国夫

1,000円

絵手紙/花筏

第2･4土曜日 9:30～ 新村 十三江

2,000円

手作り石けん

第 ２ 水曜日 14:00～ 上出 由美

2,000円
（材料費込）

場所 本江公民館

ハーモニカ１

第2･4金曜日 10:00～ 野町 清美

3,000円

ハーモニカ２

月2回土曜日 10:00～ 野町 清美 1,500円/回

場所 道下公民館

華道A/桃の会 第1･3水曜日 13:30～ 梅沢 さち子
ギター/姫恕音 不定 木曜日 18:00～

600円

浦田 勤

1,000円

堀内 静子

1,000円

場所 加積公民館

和裁

第1･3水曜日 13:30～ 大江 悦子

1,200円

太極拳友の会

毎週 月曜日 19:00～

フラダンス

毎週 火曜日 13:30～ 大浦 員子

2,000円

太極拳同好会

毎週 火曜日 13:30～

中国語会話

毎週 木曜日 19:00～ 寺崎 麗紅

2,000円

着付け

第2･4木曜日 13:30～ 海原 蘭子

ー

※新 しく写真サークル（講師:長田達明先生）を
作ります。活動は月１回です。（場所は未定）

花の森・天神山ガーデンカレンダー2016 写真公募のご案内
テーマ

「花の森･天神山ガーデンの四季」
※カレンダー制作の為、１年を通じた花の森･天神山
ガーデンの写真を募集します。
募集する作品
・応募作品は横位置で撮影された写真であること
・Ａ ４サイズ以上でプリントされた写真、また
は、２MB以上のJPEGデータであること。

応募･問合せ先

11
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●応募期間
●選考結果

５月１日㈮～８月31日㈪ 必着
９ 月上旬に選考会をし、採用される方へご
連絡します。

●注意事項
・応募作品は返却しません。（ただし引取りは可能です）
・応募いただいた方の個人情報については、本公募にのみ使
用しその他の目的には使用しません。
・採用させていただいた方の氏名をカレンダー上に掲載いた
します。（ペンネーム、匿名希望も可）
・応募写真に人物が写っている場合、必ずその人物に許可を
得てから応募して下さい。

花の森･天神山ガーデン事務局（魚津商工会議所内
22-1200 E-メール：teraguchi@ccis-toyama.or.jp

担当：寺口）

｢平和の折り鶴｣のことを
知っていますか？

戦争体験を話してくださる方を
募集します
●戦争の記憶伝承事業
戦後70年が経過し、戦争を知らない若い世代
は、身近な人から戦争のお話を聞く機会がほとん
どありません。忘れたい、思い
出したくない辛く悲しい記憶を
ひも解き、子や孫へ「平和」とい
うバトンを繋ぐため、あなたの
戦争体験をお話してくださいま
せんか。
募集期間
４月１日㈬～
募集方法
面談で聞き取り
戦争体験談の用紙を提出

●「平和の折り鶴コーナー」を設置します
今から70年前、日本では戦争や原爆の犠牲とな
って多くの人々が亡くなりました。二度とこのよ
うな恐ろしい戦争が起こらないよう世界平和への
願いを込め、折り紙で平和の
折り鶴をつくりませんか。
皆さんが作った折り鶴は、
千羽鶴にして、広島平和記念
公園にある「原爆の子の像」
へ届けます。
設置場所
市役所１階ロビー・市立図書館
設置期間
４月21日㈫～７月10日㈮

※用紙は市ホームページからもダウンロードできます。

企画政策課秘書係（２階） 23-1016

長崎で原爆や平和を取材する「親子記者」を募集します
期間
対象
申込方法

８月８日㈯～11日㈫
魚津市在住の４年生以上の小学生とその保護者
官 製はがき又はEメールに次の事項を記入し申し
込みください。
①住所
②参加者の氏名（ふりがな）と性別
③小学校の学校名、学年（H27.4.1現在）
④電話番号（昼間連絡のつくもの）
⑤保護者の氏名（ふりがな）と性別
⑥平和を願う一言メッセージ

申込締切

５月13日㈬

※全国から９組(小学生１人と保護者１人で１組)を選出します。
なお、交通費・宿泊費などは協議会が負担します。詳細につい
ては、協議会ホームページをご覧ください。
http://www.nucfreejapan.com

申込先 日本非核宣言自治体協議会事務局
〒852-8117 長崎市平野町7-8 長崎市平和推進課内
095-844-9923
Eメール：info@nucfreejapan.com

空き家を所有している方へ（空き家等情報バンク、補助金のご案内）
空き家の管理について、倒壊の心配、草刈りなどご近所に迷惑
をかけていませんか。魚津市では、空き家・空き地情報バンクを設
置しています。借り手（買い手）を捜してみようという方は、まずは
ご連絡をください。
また、バンクに登録後6ヶ月経過して借り手がついた場合には、補
助金（再利用促進事業補助金）が交付されます。（要件あり）
外観から危険であることが分かる（屋根、外壁が剥落しているな
どの）家屋を取り壊される方にも、補助金（危険老朽空き家解体支
援事業補助金）があります。（要件あり）

◆再利用支援
対象
物件
補助額

常時空家の一戸建てで、水道等を完備し居住可
能で、市の「空き家･空き地情報バンク」に６
ヶ月間以上登録された建物
賃貸管理を不動産業者に委託している場合 10万円
賃貸管理を所有者自ら行う場合 ５万円

◆危険老朽空き家解体支援
対象
物件

常時空家の一戸建てで、市が危険と判断した建
物（市内業者による解体を行うもの）

補助金を受けるには、事前の手続きが必要であり、用途地域内※
の空き家に限るなど交付要件がありますので、詳細についてはホ
ームページをご覧になるか、お問い合わせください。

補助額

解体工事費の1/3

※用途地域とは･･･住居、商業、工業など土地利用（建築条件など）を制限
しているエリア（市のホームページでご覧になれます）

問合せ

都市計画課計画公園係（３階）

限度額30万円

23-1030

201５-４
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環境保全活動を実施する団体に助成します
市民のみなさまの自主的かつ継続的な活動を推進するため、魚
津市環境保全基金を活用して、環境保全活動を実施する団体に対
して補助を実施します。
●対象となる団体
次のいずれにも該当する団体（法人を含む）
①魚津市内に住所又は活動の本拠を有すること
②代表者及び所在地が明確であること
③明確な会計経理を実施していること
④政治活動又は宗教活動を主たる目的とする団体でないこと
●対象となる経費

活動に直接必要と認められる経費

※飲食費、会員への手当、備品購入費、団体運営費などは対象となりません。

●助成金額 １団体あたり５万円を限度
●助成できる団体数 ３団体
●申請方法 申請書など必要書類を添付して市環境安全課へ持参
●公募期間 ４月15日㈬～５月14日㈭ 必着
●選定方法 魚津市環境審議会にて提案内容を審査のうえ決定

対象となる活動
環境保全に関する
実践活動

環境保全に関する
教育啓発活動

環境保全に関する
調査研究活動
次に該当するものは、対象になりません
・清掃活動、古紙・廃品回収活動
・営利を目的とする活動
・団体自らが実施しない活動
・国、県等から委託又は補助を受けて実
施する活動

環境安全課環境政策係（１階⑩窓口）23-1004

商店街にお店を出してみませんか？

商工観光課商工労働係（３階）
23-1025

中心商店街開業支援事業

主な助成内容

20歳以上の方で中心商店街において新規開
業される方を対象に、設備資金や家賃などの
運転資金に対して３年間助成を行います。

初年度………内外装設備や運転資金など対象経費の２分の１
（ただし補助金の限度額100万円/年）
２～３年度…家賃の２分の１
（ただし補助金の限度額30万円/年）
※営業開始日から３年以内に廃業するなどした場合、助成金全額の
返還が必要となりますのでご注意ください。また、魚津中小企業
相談所（魚津商工会議所内）の指導など、諸条件があります。詳
しくはお問合せください。

新幹線駅には予約式あいのりタクシーをご利用ください
魚津市内（７か所）と黒部宇奈月温泉駅とを結ぶ、予約式あい
のりタクシー「おもてなし魚津直行便」が、新幹線開業と同時に
運行を開始しました。
乗車運賃は、お一人一乗車1,000円（未就学児無料）です。大
きな荷物があっても大丈夫です。また、一般車が入ることので
きない、新幹線駅前のロータリーまで直接乗り入れます。
お一人でも、グループ･団体でもご利用いただけます。出発
の２時間前までに、右記専用ダイヤルへお電話の上、ご予約く
ださい。
※詳しくは、広報３月号折込みのチラシをご覧ください
※予約のあった停留所のみ運行します。
※魚津市観光協会等のHPから、インターネット予約もできます。
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おもてなし魚津直行便
専用コールセンター

0120-489-054
よやく で おこし
ください

商工観光課交通政策係（３階）
23-1380

誘客宣伝・受入支援体制支援事業補助金をはじめます
北陸新幹線開業を契機とし、交流人口の拡大及び受け入れ体制の充実を図ります。市内各団体の積
極的な独自の取り組みに対する経費を補助します。
●対象者
●対象事業

観光関係事業者等の団体
チラシ等の作成やホームページ作成、広告
宣伝事業、おもてなし機運醸成を図る事
業、観光・ビジネス客の満足度を高めるた
めに必要な受入体制整備事業、誘客イベン
トを開催する事業など

※すでに魚津市からの補助等を受けているものを除きます。

●補助額

対象経費の１/２、限度額は500万円

※補助は１団体１回までです。（誘客イベント開催する
事業については２回まで）

●その他

 陸新幹線開業を契機とした誘客を目的
北
とするため、平成30年３月31日までの事
業です。詳しくは商工観光課までお問い
合わせください。

商工観光課観光係（３階）23-1025 FAX23-1060

ふれあいファーム（市民体験農園）参加者募集
魚津市では農業者団体の魚津市農業者協議会の方々に
協力していただき、「ふれあいファーム（市民体験農園）」を
実施しています。野菜を育てる体験ができるのでぜひ参
加してください。
 １回
第
第２回
第３回

５月下旬 エダマメ・サツマイモの苗植付け
８月上旬 エダマメ収穫・調理体験
10月上旬 サツマイモ収穫
（天候により変更になる場合があります）

申込み・問合せ先

●対象 小学生以下のお子さんとその保護者
●定員 親子20組程度
●場所 魚津市吉野地内の畑（予定）
●参加要件 できる限り３回とも参加可能な方
●参加費 無料
●申込締切 ４月30日㈭

農林水産課農政振興係（３階）23-1034

201５-４
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第21回環境フェスティバル実行委員募集
今年９月に環境をテーマとしたイベント「環境フェ
スティバル」を開催する予定です。イベントの企画か
ら当日の運営まで、共に考え、盛り上げてくださる実
行委員を募集します。
第21回環境フェスティバル概要
●日時 平成27年９月19日㈯
●場所 ありそドーム 産業展示ホールほか
●内容 ブース展示、ステージ発表、体験コーナー、
飲食コーナーなど
実行委員について
●期間 委員就任の日から平成28年３月31日まで
●募集人数 ３名程度
●応募資格 市内在住･在学･在勤の方（平成27年４月
１日現在の年齢が18歳以上の方）でイベ
ントを盛り上げようという意欲のある方
●事務内容 実行委員会への出席、イベント内容の企
画、調整及び当日の運営等
●応募期限 ４月20日㈪ 必着
※応募用紙へ必要事項を記入し、環境安全課に直接お持ちになるか、郵
送、FAX、E-mailでご応募ください。（応募用紙は市ホームページから
ダウンロードできます）
※選考は、提出書類により行い、結果は応募者全員に連絡します。

応募先 魚津市民生部環境安全課 〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1
23-1004 FAX23-1092 Eメール：kankyoanzen@city.uozu.lg.jp

春の農作業安全運動 実施中
～あなたの地域から広がる、農作業安全 ～
４月１日～５月31日まで、春の農作業安全運動期間です。
毎年、春の農繁期を迎え、農業機械の誤操作や不注意などによる農作業事故が
多く発生しています。特に次の事項に注意して事故対策を徹底しましょう。

田植機

トラクター
 業機の取替時は、スタンド
作
等で機械を固定し、本機と作
業機の間や下には入らない。
 業機の移動は速度を下げて
作
慎重に行い、昇降路を上る前
には左右ブレーキペダルを必
ず連結する。

 り止めのついた長靴をはき、
滑
足元の泥はこまめに落とす。

保
 護メガネやすね当て、安全靴
など適切な防護具を着用する。

 の点検時は必ずエンジンを
爪
停止する。

 斜地では、足場を確認しな
傾
がら等高線方向に作業する。

 降路を上る時には後進でゆ
昇
っくり進む。

複数名での作業を心がける。

 全キャブや安全フレームの
安
ついている機体を使用する。

申込み・問合せ先
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草刈機・その他

 一の事故に備え、携帯電話
万
等を携帯するなど、すぐ連絡
が取れるようにする。

農林水産課農政振興係（３階）23-1034

く ら し
各種相談のお知らせ
毎月第２ ３･木曜日は行政相談日
●日時 ４月９日㈭・ 日㈭
午後１時～４時
●場所 市役所 階市民相談室
●問合せ 市民課市民係

１･００３

人権なやみごと相談所の開設
毎月第１金曜日（１月のみ第
２金曜日）は、サンプラザ４階
にて人権相談所を開設してお
ります。
●日時 ４月３日㈮ 午後１
時～４時
●会場 魚津サンプラザ ４階
●問合せ 富山地方法務局魚
津支局  ・０４６１
４月から、生活困窮者自立
支援制度が始まります
１
･ ０７７

社会福祉課福祉保 護 係
（１階⑥番窓口）

生活困窮者支援制度は、生
活保護に至る前の自立支援を
行うための制度です。
働きたくても働けない、住
む所がない、など生活全般に
お困りの方がおられました
ら、まずはご相談ください。
一人ひとりの状況に合わ
せ、専門の支援員が相談者に
寄り添いながら、他の専門機
関と連携して、解決に向けた
支援を行います。
障がいのある方にタクシー
券などを支給します
１
･ ００５

社会福祉課福祉保 護 係
（１階⑥番窓口）

1６
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※在宅 の 方 に 限 り ま す 。 申 請 に は 、
各種手帳または特定疾患医療受給
者証が必要です。

タクシー券・ガソリン券
●支給されるもの 年５千円
分または半年２５００円分の
タクシー券またはガソリン券
●対象者
・身体 障 が い 者 手 帳 １ 級 ま
たは２級で視覚、下肢、
体幹、移動機能のいずれ
かに障がいのある方
・療育手帳Ａをお持ちの方
・精神 障 が い 者 保 健 福 祉 手
帳１級または２級をお持
ちの方
・重症 患 者 認 定 を 受 け て い
る特定疾患医療受給者証
を持つ方
バス券
●支給されるもの 年 回分
の市民バス回数券
13

●対象者
・身体 障 が い 者 手 帳 ３ 級 を
お持ちの方
・療育手帳Ｂをお持ちの方
・精神 障 が い 者 保 健 福 祉 手
帳３級をお持ちの方
・身体 障 が い 者 手 帳 １ 級 ま
たは２級で、視覚、下肢、体
幹 、移 動 機 能 のいず れか に
障 が いのあ る方 以 外 （タク
シー券 、ガ ソリ ン券 の対 象
にならない方）

※どちらについても大量に持ち込む場合は事前に処理場に直接お問い合わせください。

20㎝角×長さ２ｍを超える
有料で専門業者が処分します。処分業
者をご紹介しますので環境安全課まで
お問合せください。

22

在宅で障がいを持つ方の外
出などを支援するためタクシ
ー券 ガ
･ ソリン券を支給してい
ます。

専門業者で処分（有料）

10㎝角×長さ１ｍより大きく
20㎝角×長さ２ｍ以内
もやせないごみ（粗大ごみ）として処分場（黒部市の宮沢清掃
センター）へ持ち込んでください。事前に市役所環境安全課に
て手続きが必要です。処理手数料は100㎏につき500円です。
問合せ先 宮沢清掃センター 52-4808

５㎝角×長さ30㎝より大きく
20㎝角×長さ１ｍ以内
粗大ごみの日に出してください。

10㎝角×長さ１ｍ以内
もやせるごみとして直接処分場（朝日町のエコぽーと）へ持ち
込みできます。処理手数料は50㎏につき200円です。
問合せ先 エコぽーと 83-0272

棒状 ５㎝角×長さ30㎝以内 または
板状 両辺30㎝角×厚さ１㎝以内
もやせるごみの日に出してください。

※予約不要

※電話 相 談 は 、 土 ・ 日 ・ 祝 日 を 除 く
午前８時半から午後５時まで、受
け付けています。（魚津市地域住
宅相談所 
５･０７８）
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自分で処理場に持ち込む場合
地区ごみステーションに出す場合

16
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23
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住宅に関する無料相談
今月は、住宅の増改築、水
回りに関する無料相談会を行
います。
●日にち 毎月第３火曜日
●時間 午後１時～４時
●会場 魚津地域建築組合
（北鬼江 ー３）
313

「
法テラスの日」記念
無料法律相談会

22

弁護士による事前予約制の
無料相談会を行います。
●日時 ４月９日㈭ 午前
時～午後３時半
●会場 魚津商工会議所ビル
５階 （釈迦堂一丁目 番 号）
●相談枠 ８枠（各 分）
●予約先 法テラス魚津
 ０５０・３３８３・００３０
12

30

23

23

板･木くず･剪定枝の処分の仕方について

家庭で焼却することは法律で原則禁止されています。以下の方法で処分してください。

環境安全課生活安全係（１階⑪窓口）23-1048

協会けんぽ富山支部の
保険料率について

％

※先着順ではありません。

日㈭
※医療保険係窓口で申込書へのご記入
と押印をして頂きますので、保険証
と印鑑をご持参ください。
※ドックを受検すると特定健診は受診
できませんのでご注意ください。
※後期高齢者医療保険の人間ドック助
成については別制度ですので、お問
い合わせください。

●受付期間 ４月８日㈬～
日㈭
●援助を受けられる費用 学
用品費・給食費・修学旅行
費・医療費（虫歯などの学校病
に限る）など
●申請の手続き 申請書に必
要事項を記入のうえ、源泉徴
収票など、平成 年中の所得
がわかるものを添えて、通学
している学校へ提出してくだ
さい。

平成17年３月以前の後納保険料は、10年を超えるため
平成27年４月以降は納付できません。

協会けんぽ富山支部

％→
％

※引き 続 き 援 助 を 希 望 さ れ る 方 も 再
度手続きをお願いします。

※申請書は学校や市教育委員会学校教
育課にあります

30

※学校 教 育 課 だ け で な く 各 小 中 学 校
でも問合せを受け付けています。

保育料を改定します
こども課保育係
（１階⑦番窓口）
１
･０７９
kodomo@city.uozu.lg.jp

後納制度は、過去10年間に納め忘れた
保険料を納付することにより、将来の年
金額を増やすことができるものです。
また、年金を受給できなかった方は後
納制度を利用することで年金が受けられ
る場合があります。
過去10年以内に納め忘れの保険料があ
る方は、ぜひ後納制度をご利用くださ
い。
なお、後納制度が利用できる期限は平
成27年９月30日㈬までとなっておりま
す。お早めに申し込みください。

火～金曜日

０７６・４３１ ６
･１５６

平 成 年 ４ 月 分 （５ 月 納 付
分）から、健康保険料率及び介
護保険料率が改定されます。
●健康保険料率
％→
介護保険施設多床室の負担
額の変更について
１
･ １４８

社会福祉課介護保 険 係
（１階④番窓口）

１
･ ０４４

４月からの子ども・子育て
支援新制度の実施にあたり、
市内保育所及び大町幼稚園等
の保育料を改正します。詳し
くは、市のホームページをご
覧になるか、こども課又は各
園へお問い合わせください。

8:30～17:15

後納保険料の納付書の
「使用期限」にご注意ください

8:30～19:00
9:30～16:00

●介護保険料率
※健康 保 険 料 と 介 護 保 険 料 は 労 使 折
半となります。
※ ～ 歳までの方（介護保険第２号
被保険者）には、健康保険料率に介
護保険料率が加わります。

生活習慣病ドックを
ご利用ください
市民課医療保険係

学校教育課
（第１分庁舎）

経済的理由で就学にお困り
の小 中
･ 学生に、学校で必要な
学用品費や給食費などを援助
します。

※お問い合わせの際は、基礎年金番号のわかるものをご用意ください。
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7:00まで相談をお
受けします。
※祝日（第２土曜日を除く）、12月29日～１月３日はご利用いただけません。

申込み・問合せ先
魚津年金事務所 24-1494

すでに後納制度を申し込まれた方で、納付書に記載された使用
期限（平成27年３月31日）までに、納付できなかった方が、平成
27年４月以降に納付を希望される場合は新たな加算額による納付
書を発行しますので、「国民年金保険料専用ダイヤル」（0570011-050）または魚津年金事務所（24-1494）にご連絡ください。

国民年金後納制度で
将来の年金額を増やせます

受付時間
月曜日
第２土曜日

26

23

1.58 9.91

１
･ ０１１

370

23

（１階③番窓口）

23

23

平成 年 月から、介護保
険施設とショートステイでの
多床室の居住費 滞
･ 在費負担額
が 日 円から 円へと変更
になります。
すでに発行されている負担
限度額認定証（桃色）には「多床
室 円」と記載されています。
負担額は 円になりますが、
月まではそのままお使いい
ただけます。
4

小 中･学生に学用品費などを
援助します

370

1.72 9.93

23

15

27

320

64

魚津市国民健康保険では、
疾病の早期発見、早期治療を
目的として「生活習慣病ドック」
を実施します。検査費用の一
部を助成しますので、ぜひご
利用ください。 （内容は半日ド
ック相当の基本項目検査です）
●受検時期 ６月から翌年３
月末まで
●資格 魚津市国民健康保険
に加入している人（国民健康
保険税を完納している人）
人（定員超過の場
●定員
合は抽選）
●自己負担 １万５千円
●申込期間 ４月 日㈬～

201５-４

広報うおづ

1７

7

27

250

1

320

40

工、建築板金、婦人子供服
製造など 職種 ･作業
３級 造 園 、 機 械 加 工 、 電
子機器組立てなど 職種 ８
･
作業
●申請書受付
月 日㈪～
日㈮

１
･０６９

●期間 ４月１日㈬～ 日㈭
●縦覧できる人 土地・家屋
の固定資産税の納税者

税務課資産税係
（１階⑬窓口） 

固定資産の価格に関する帳
簿の縦覧

34

※縦覧 す る 方 の 印 鑑 （認 印 ）が 必 要 で
す。運転免許証や健康保険証等、
本人確認ができるものをご持参く
ださい。

１
･０６９

固定資産税の評価替えについて

税務課資産税係
（１階⑬窓口） 

また、土地の評価をより精
密に行えるよう、宅地等介在
農地（農地転用許可を受けた土
地 で、転 用 目 的 を 達 していな い
もの）について、必要な土盛高
に応じた評価方法に変更しま
した。
家屋の評価替え
在来分家屋の評価の見直し
には、建築物価の変動が反映
されます。なお、算出された
評価額が前年度の評価額を超
える場合には、前年度の評価
額に据え置かれます。

石川 歩 選手を応援しよう

19㈰

17:00まで×

27㈪

17:00まで×

29（水･祝）

18:00まで×

１･０４８

ゴミのポイ捨てや不法投棄
が後を絶ちません。
『廃 棄 物 の処 理 及 び 清 掃 に
関 す る法 律 』では、「何 人 も、み
だ り に廃 棄 物 を 捨 てては な ら
な い」とし、 不 法 投 棄 の罰 則 と
し て「５ 年 以 下 の懲 役 ま た は
１千万円以下の罰金（法人の場
合 は３ 億 円 以 下 ）」と定 めら れ
ています。

１(階⑪番窓口 
)

環境安全課生活安全係

不法投棄は犯罪です

スバード」で完全生中継されま
す。
ＴＢＳニュースバードは、
４月からＮＩＣＥ ＴＶ「 チ
ャンネ ル」で放 送 します 。（視 聴
にはプ レミアムコースの契 約 が
必要です）

終日×

1８

広報うおづ

201５-４

●募集訓練科

第一生命ビル 階）

●ランニングコースが使用できない日時

０
･４００

18㈯

土曜日は親子で銭湯
（一般公衆浴場）に行こう
富山県公衆浴場業生活衛生同業
組合魚津支部 
１･２８６


「ハッピ ー サ タ デ ー 親 子 ふ れ あ
い入浴推進事業」スタート
４月１日から毎週土曜日を
『ハッピーサタデー』として、親
子が銭湯に入浴する場合、子
供 （小 学 生 以 下 ）の 入 浴 料 金 が
無料になります。
●実施日及び実施施設
毎週土曜日 川城鉱泉、源平
湯 、下 田 温 泉 、松 の湯 、港 湯 、
八ツ橋湯
毎週日曜日 観音湯
●対象要件
①親一 人 につき 、子 供 一 人 の
入浴料金が無料
②親は 、両 親 のほか 祖 父 母 、
地域の大人でも可
求職者支援訓練の受講生募
集について
魚津公共職業安定所

平成

（
富山市安住町７ー

富山県職業能力開 発 協 会

年度前期技能検定

クレッセントパソコンスクール
（富山市） 076-432-7676

 ０７６・４３２・９８８７

☎23-9800

ＮＩＣＥ ＴＶ


魚津しんきろうマラソン

454

ありそドーム

魚津市出身のプロ野球 石川
歩選手が所属する、千葉ロッ
テマリーンズの今期主催公式
戦 が 、 Ｃ Ｓ 放 送 「Ｔ Ｂ Ｓ ニュー

終日×

24㈮～26㈰

17:00まで×

4/12㈰

57

6

6

30

（火曜休館）

4

23

23

６月２日㈫～ ４月
㈲ステップアップ富山問屋センター校
９月１日㈫ 30日㈭
（富山市） 076-473-2824
できる事務職
実務科
2

㈱スキル
（富山市） 076-431-0432
６月１日㈪～ ４月
10月28日㈭ 30日㈭
WEB
プログラミング科

17

固定資産税（土地 家
･屋）につ
いては、３年ごとに評価の見
直しを行っており、平成 年
度はその評価替えの年に当た
ります。
土地の評価替え
平成 年１月１日を価格調
査基準日として、地価公示価
格の７割を目途に評価額の基
礎となる路線価等を見直し、
評価の均衡化と適正化を図り
ました。

23

しっかり学ぶパソコン・ ５月19日㈫～ ４月
ホームページ基礎科
９月18日㈮ 16日㈭

働く人々の技能を一定の基
準によって検定する国家検定
です。日頃の成果を知る絶好
の機会に、是非チャレンジし
てみませんか？
●検定職種
１級 ２
･級 単
･ 一等級 鉄

27

建築CADオペレータ ６月１日㈪～ ４月
アルファデータパソコンスクール富山校
養成科
８月31日㈪ 27日㈪
（富山市） 076-494-1880
18

●開館時間
8:30～21:30
●トレーニングルーム利用時間
平日･土曜 10:00～21:30
日曜･祝日 10:00～17:00

23


０
･３ ６ ５
（
独）
高齢 障･害 求･職者支援機構
富山職業訓練支援センター
０７６６・２８ ６
･９ ０ ０

再就職をめざす求職者の方
を対象に職業訓練を実施して
います。入所を希望される方
はご相談ください。
●対象者 ハローワークで求
職の申し込みをしている方等
※選考があります。
※受講 料 は 無 料 、 テ キ ス ト 代 等 は 必
要です。

26

訓練実施場所（問合せ先）

27

募集期限
訓練期間
科目

22

24

3,000 円

（故）野田 よしゑ

慶野

▼善意銀行

10,000 円

（社会福祉協議会）

22-8388

100,000 円

（故）濱住 チヨ

富山市水橋

100,000 円

匿名希望

91,617 円
上口一丁目

吉島 修

大海寺野

中村 康昭

中古パソコン２台
中古ヘルストロン１台
中古電動肩たたき１台
中古足元電熱器１台

江口

17

（火、木、金、土）
（水、木）

福祉バス運行表

3

22

26
※定員 に 達 し な い と き は 期 限 後 も 随
時受付ます。
※ラケ
 ットは各自で用意してください。

●百楽荘
●経田福祉センター

０
･９０９

おたっしゃ介護予防教室

18

●福祉センター百楽荘行き
４/３㈮･10㈮･17㈮･24㈮

●経田福祉センター行き
西布施

４/１㈬･８㈬･15㈬･22㈬

※上記地区以外の方はコミュニティバスをご利用ください。

ふれあい入浴事業（市内の公衆浴場）
社会福祉課高齢福祉係（１階⑤番窓口）
●実施日

1９

広報うおづ

４/14㈫・28㈫

201５-４

☎23-1007

● 講 師 五 島 彰 二 氏 （有 磯
窯）
●対象 魚津市に在住、もし
くは通勤、通学されている方
●定員 約 名（申込み順）
●参加費 ３千円（年額）

４/７㈫･14㈫･21㈫･28㈫

※別途材料費・焼成費が必要です。
※詳細については、お問合せください。

虎谷・石垣新
片貝・加積

ジュニアテニススクール
受講生募集

☎24-7307

12

もくもく陶芸教室
参加者募集

☎24-3241

28

もくもくホール


福祉センター百楽荘・経田福祉センター
（月曜休館）

●開講日 ４月 日㈮～平成
年３月 日㈮の毎月第 金
曜日
●時間 午後７時～９時
●場所 もくもくホール

10:00～15:00
●問合せ つむぎ倶楽部

10

月

認知症を患う方とその家族、介護に従事している方な
どもお気軽にお立ち寄りください。

時半

４月のオレンジカフェつむぎ

22

魚津桃山運動公園（井村）

19

※初めての方は事前にご連絡ください。

●日時 ４月２日㈭
●利用料 300円

60


０
･０７７
imura@spo-uozu.com

４月20日㈪ 13:30～16:00
地域包括支援センター予防係 23-1093

●期間 ５月９日㈯～
日㈯の毎週土曜日

●日時
●問合せ

午前８時半～

寝たきりや認知症などの高齢者の方を介護している家
族が集まって、お互いの介護経験を話し合ったり悩みを
相談したりします。

※詳細
 についてはお問合せ下さい。

『介護家族の集い』に参加しませんか？

23

●時間

☎22-6006

●会場 桃山運動公園屋内グラ
ウンド（砂入り人工芝屋内コート
２面）・屋外テニスコート

吉島511

●対象 小学３年生～中学生
のジュニアとその保護者
●定員
名（申込み順）
● 受 講 料 入 会 金 ２ 千 円 （新
規 入 会 時 のみ）、会 費 児 童 ６ 千
円、保護者３千円
●申込期限 ４月 日㈰

つむぎ倶楽部

8,000 円

１ブース

上口保育園職員一同

集

吉島

募

（故）今井 梅子

23

ありそドーム常設展示場
出展者募集

5,000 円

ありそドーム（担当 吉･田）

９
･８００

鹿熊

ありそドームでは、地場産
品常設展示場ブースの出展者
を募集します。ぜひ、製品紹
介・企業ＰＲなどにお役立て
ください。

魚津市立松倉小学校

●募集ブース数

200,000 円
※先着順

友道

●区画 奥行１１００㎜×幅
１６００㎜×高さ２０００㎜
● 出 展 料 年 間 （４ 月 ～ ３ 月 ）
２４６９０円

（故）木下 みぬい

24

冬眠明けのクマに注意

六郎丸

１･０４８

健康友の会 沖田 崇寛

１
(階⑪番窓口 )

3,000 円

環境安全課生活安全係

天神野新

０･１１０

三井自動車（株）友の会



▼社会福祉基金

魚津警察署

春は、クマが冬眠から覚
め、食べ物を求めて活発に行
動します。特に朝、夕はクマ
が活発に動きます。山菜取り
等で山に入るときは、鈴、ラ
ジオなど音の出るものを携行
し、クマに自分の存在を知ら
せましょう。
また、クマを目撃された
場合には、すぐ
にご連絡くださ
い。

ご寄付ありがとうございました

20

23


・０２５１

22

52

24

富山県技術専門学院新川
センター 入校生募集

20

富山県技術専門学院新川センター

16



●募集科目 介護サービス科
●訓練期間 ５月 日㈮～７
月 日㈭
●定員
名
●募集期間 ５月８日㈮まで

催 し 物

ミラージュランド

22

魚津お魚ランドのセリを
見学しませんか

10

魚津駅前観光案内 所
 ２
･２４４

魚津観光ボランティアじゃ
んとこいの研修会にあなたも
参加してみませんか。
●日時 ４月 日㈮ 午前５時
分～７時
●場所 魚津お魚ランド（正面
入り口に各自で集合してください）
●ガイド役 魚津観光ボラン
ティアじゃんとこい会員
●申込締切 ４月６日㈪
●参加費 無料

※朝食 を 頂 け ま す
ので希望される
方は千円を準備
してください。

50

31

第 回戦国のろし祭り
応援隊募集

28

5

戦国のろし祭り実行委員会
事務局（市商工観光課内）

１･０２５

21

月 日㈰に松倉城入城の
門広場及び魚津もくもくホー
ルの２会場で開催される、第
回戦国のろし祭りの出演者
及びスタッフを募集します。

●募集出演者とスタッフ
城主役 各会場１名
姫役
各会場１名
侍大将役 各会場１名
ステージ出演 ４～５団体
運営スタッフ 定員なし
●応募締切 ４月 日㈫

１･２００

「プレミアム商品券」事業
加盟店 事･業所募集

魚津商工会議所


プレミアム商品券事業を実
施するに当たり、商品券を利
用できる加盟店 事
･ 業所を募集
します。（商品券は魚津市内
での利用のみ）
●実施期間 ６月上旬～９月
末日
●加盟料 無料
●募集期間 ４月１日㈬～
日㈫

※詳細については魚津商工会議所商品
券担当者までお問い合せ下さい。

22

24

24-6999

http://www.nice-tv.jp/~mirage/

●ミラージュランドにふれあい動物園がやってくる
ちいさな動物！ かわいい動物！ ふれあえる動物たちが大集合
開園期間
４月11日㈯～５月６日㈬
開園時間
9:00～16:30
入園料金
１名500円（３歳以上）
※0～2歳は無料
※ミラメール会員は400円（最大５名様まで）

期間中休園日
展示動物

４月15日㈬・22日㈬
13種、45頭羽がやってきます！（予定）

ウサギ、モルモット、ミニブタ、ポニー、ヤギ、ロバ、 などなど・・・
氏名又は名称 株式会社 東北サファリパーク
事業所の名称及び所在地ふれあい動物園
富山県魚津市三ヶ1390 ミラージュランド内特設会場
動物取扱業の種別
展示
動物取扱業登録番号 富山県魚展第008号
登録年月日
平成27年３月２日
登録有効期限の末日平成32年３月１日
動物取扱責任者氏名
打矢 尚

●遊園地アルバイト募集
 GW期間の遊具運転補助員（アルバイト）を募集して
います。
期間
４月29日㈬～５月６日㈬
勤務時間 8:30～17:15（5/3～6は8:30～18:00）
給与
時給800円
資格 高校生以上
その他 車通勤可（交通費の支給なし）、事前面接あり
（要履歴書）、スタッフジャンパー貸与、11/29
までの（土日祝のみ）アルバイトも募集中

●第10回 桜のページェント
 今年も桜の咲く時期に合わせて開催され、開催日に
は飲食の売店が軒を連ねます。また地元で活躍してい
る音楽や踊りの団体も会場内にて出演予定です。
開催会場 魚津総合公園（水族館横の公園部分を中心とした会場）
開催日・時間（予定）
４月11日㈯･18日㈯ 10:00～21:00
４月12日㈰･19日㈰ 10:00～18:00
※開催日は開花状況により変更となる場合
があります。

桜の種類 ソメイヨシノ
桜の本数
350本
ぼんぼり数 350個
ぼんぼり点灯期間４月上旬～中旬
ぼんぼり点灯時間18:00～23:00
●早月川パークゴルフ場
開園期間 ４月１日㈬～12月６日㈰
営業時間 9:00～17:00（受付は16:00まで）
６月～８月は 7:00～18:00（同17:00まで）
休園日
水曜日（水曜日が祝日の場合は翌日休園、臨時休園有り）
●早月川パークゴルフ場の年間パスポート販売中
パスポート料金 15,430円（１シーズン）
販売場所 ミラージュハウス ※水曜休館
※お申し込みの際にはパスポートに貼付するご自身の顔写真
（縦３cm×横２cm）が必要となります。写真をお持ちになら
れなかった場合、販売出来ませんのでご注意ください。

201５-４

広報うおづ

２０

４月の歩こう会

12

24

３･９４６

 郎丸団地１戸（１号棟 ３階 ３DK 61.63㎡ 駐車
六
場１台分）

魚津歩こう会
（地﨑）

●市営住宅

19

地鉄新黒部駅から宮野運動公
園まで歩きます。花見をしなが
ら北陸新 幹 線 を 望 み ま す 。
●日時 ４月 日㈰ 午前８
時半 地鉄新魚津駅集合

都市計画課建築住宅係
（３階） ☎23-1031

入居者募集

蜃気楼バザール開催

第１期

 ０９０ １･３１２ ３･６６４

10

●４月30日㈭までに納めてください
固定資産税

蜃気楼バザール実行委員会（ 村 上 ）

カラオケ紅白歌合戦など、
いろいろ楽しい企画を用意し
ています。
●日時 ４月 日㈰
午前 時～午後３時
●会場 電鉄魚津駅前公園

納期案内

●特定公共賃貸住宅

新川学びの森天神山交流館内 （木曜休館）

23

緑化木の無償配布を行います

日㈭ 午後１時半

23

農林水産課業務林政係
（３階）  １･０３６

４月

市役所前公園
緑化木苗・花苗

５/18㈪～
基本的な文書の編集を習得し、簡単な 20㈬、22㈮
文書を作成する。（受講料3,000円）
（9:00～12:00）

in

32

11
●日時
●会場
●品種

ワード活用

25

高校生スピーチコンテスト
２０１５ 新川

５/11㈪～

電源の入切から、マウスの操作、文字 13㈬、15㈮
入力などパソコンの基本操作を習得す
（9:00～12:00）
る。（受講料3,000円）

国際ソロプチミスト富山―東（朝野）

パソコン入門

日程

 ０９０・２３７９ １･１５９

コース

※入場無料

昼間コース

●開催日 ４月 日㈯ 午後２時
●場所 魚津商工会議所５階
研修室
●発表者 新川地区の女子高校生
●テーマ 世界における女性
たちの生き方

FAX31-7009

23

片貝 山ノ守キャンプ場
営業開始

魚津地域職業訓練センター

20

日㈪～

上記申込期間は４月１日㈬～30日㈭です。

４月

 野方団地１戸（ 3号棟 2階 3DK 79.34㎡ 和６帖
上
洋８帖･６帖 DK９帖 サンルーム有 家賃62,000円
駐車場１台分含む）

片貝 山ノ守キャ ン プ 場
 ７･７５５
農林水産課業務林 政 係
（３階）  １
･０３６

30

※１階２戸、２階１戸、４階２戸

☎31-7001

●営業期間
月 日㈪

※期間 内 無 休 、 た だ し 降 積 雪 状 況 等
により変更あり。

※市営住宅入居の基準所得を超えている方が申込み可能
天王団地５戸（ 2号棟 １階と２階と４階 3DK 82.30㎡
和８帖 洋８帖･６帖 DK９帖 サンルーム有 家賃
60,000円 駐車場２台分含む）

インターネット入門

土曜･夜間コース
コース

5

5

日程

Windows７、Microsoft Office2010等
表中に記載
表中に記載 ※別途テキスト代金が必要
20名 ※定員となり次第締切

27

栃木県
茨城県

※参加人数が5人以下の場合は講座を中止することがあります。

申込期間

４/１㈬～24㈮

※申込み用紙は魚津地域職業訓練センター、商工観光課（市
役所３階）、魚津公共職業安定所にあります。センターま
たは商工観光課にFAX･郵送で提出してください。学び
の森天神山交流館ホームページに年間計画があります。

２１

広報うおづ

201５-４

埼玉県

23

※参加 方 法 な ど の 詳 細 は 、 月 広 報
や市のＨＰ等で紹介させていただ
きます。

５/20㈬、22㈮
27㈬、29㈮
基本的な文書の編集を習得し、簡単な文
書を作成する。 （受講料3,000円）
（18:30～21:00）

ワード入門

使用ソフト
時間
受講料
コース定員

15

チャレンジデー２０１５が
開催されます

ＳＮＳ（フェイスブック、ツイッター、LINE
５/29㈮
など）をこれから使ってみたい方を対象
（9:30～12:00）
に、使い方、活用方法などを学びます。
（講義形式になります。受講料700円）

45

生涯学習 スポーツ課スポーツ係
･
（第１分庁舎）
１･０４６

ＳＮＳ入門

毎年、 月の最終水曜日
に、日本全国で開催されてい
る ス ポ ー ツ イ ベ ン ト 「チャレン
ジデー」を、今年度も魚津市で
開催します！
今年の開催日は 月 日
㈬、対戦相手は茨城県行方市
（なめがたし）
に決定しました。
ルールは例年通り、市内で
分以上運動した人の割合を
競います。昨年の参加率は
・ ６％ 、 今 年 は そ れ を １ ％
でも越えることができるよ
う、多くの方の参加をお願い
します。

インターネットの仕組みやホームペー ５/25㈪、26㈫
ジの閲覧の仕方、電子メールの基本操 （9:00～12:00）
作を習得する。（受講料1,500円）

5

千葉県

魚津埋没林博物館

新川学びの森天神山交流館

22-1049

（木曜休館）

9:00～17:00（入館は16:30まで）

●ふれあい学習会「超簡単！3分工作で蜃気楼発生！」
意外な材料で蜃気楼が見える！？
超簡単工作で蜃気楼のしくみを学ぼう。
日時 ４月26日㈰ 10:00～12:00
会場 埋没林博物館
対象 小学生～一般 ※ハサミなどを使用します
定員 20人（申込み順）
参加費 300円（事前申込みが必要）
●リニューアルオープン記念企画展
「還暦の博物館－埋没林博物館60年のあゆみ」
埋 没林博物館の60年を写真な
どで振り返る企画展です。
４月30日㈭まで開催中
※入館料が必要です。

●学びの森寺子屋音楽教室受講生募集
 学びの森の音楽教室。初心者の方はもちろん、
経験者の方もレベルに応じて受けることができま
す。毎年３月には１年の集大成を発表できる「寺子
屋発表会」を開催しています。
教室

講師

教室

講師

ピアノ

大野 由加
柏原 友美
長谷川 奈緒子

ボイストレーニング
クラリネット
木管指導

島 果奈江

オカリナ
フルート

目澤 優紀

金管指導
吹奏楽指導

湯浅 幸嗣

トランペット

山内 博史

アコースティックギター

蛭谷 一義

ドラム

大和 邦彦

クラシック打楽器

平永 里恵

親子であそぼう！
リトミック教室

柏原 友美

●しんきろう通信のご案内
蜃 気楼の発生などをお知らせするメールマガジンで
す。配信希望の方は、博物館のホームページからしん
きろう通信のリンクへ入って登録してください。（登録
無料）

24-4100

9:00～17:00（入館は16:30まで）

●「おさかなショー」にホタルイカが登場
腕発光をお見せします！
 「イシダイの旗引き」、「ウマヅラハギの輪くぐり」に続
いて、ホタルイカの腕発光を見ることができます。
期間

５月24日㈰まで
（漁 獲状況により、展示期間が
変更になることがあります。）
会場 魚津水族館３階
おさかなショーコーナー

●ホタルイカ発光実験開催中
神秘の光「ホタルイカの発光」を間近で体験

会場

31-7045

9:00～17:00（月曜休館、祝日の場合は翌平日）

パソコンからは http://www.city.uozu.toyama.jp/nekkolnd/
携帯電話からは http://www.city.uozu.toyama.jp/buriedforest/

期間

※詳細はお問合せください。

魚津歴史民俗博物館

埋没林博物館

魚津水族館

☎31-7001

５月24日㈰までの日曜･祝日と５月２日㈯
１日５回、おさかなショー後に実施（所要時間20分）
魚津水族館３階 レクチャーホール

★市内の中学生以下は、水族館入館料が無料です
 ご来館の際に受付窓口で用紙を受
け取り、氏名、学校名等、ご記入いた
だくだけです。年間パスポートを作っ
て、お子さんと…お孫さんと…水族館
で楽しいひとときを過ごしませんか？

歴史民俗博物館オープン
冬期休館を終え、４月１日から開館します。
●企画展 「石でつくった道具たち」
 石を使った道具は、旧石器時代から現在までの非
常に長い間、使われ続けています。今回の企画展で
は、この石にスポットをあて、様々な石の道具を紹
介します。
会期 ４月24日㈮～８月23日㈰
会場 吉田記念郷土館 ３階特別展示室
※入場無料

●プチ展示「魚津の鉄道を振りかえる」
～国鉄からＪＲ、そして“あいの風とやま鉄道”へ～

 北陸新幹線開業を記念し、北陸線の開通・魚津駅
の誕生から現在に至るまで、魚津の鉄道の歴史を写
真等から振りかえります。新幹線Ｗ7系、特急はく
たか等のペーパークラフト作成ブースもありますの
で、ご家族でお越しください（数量限定）。
また４階展望室から新幹線が望めます。
会期 ４月10日㈮～５月10日㈰
会場 吉田記念郷土館 ３階ロビー
※入場無料

初代魚津駅

201５-４

広報うおづ

２２

児童センターだより
９：３０～１8：００（休館日 日曜・祝日）

図書館からのお知らせ

22-0462

http://www.lib.city.uozu.toyama.jp/

開館時間

火曜～金曜 9:00～21:00
土・日・祝 9:00～17:00

休 館 日

４/６㈪･13㈪･20㈪
･23㈭･27㈪

※参加費の記載がないものは参加無料です。

こばと

大町 24-2402

●４月10日㈮ 15:30～
入学・進級おめでとう会

15:30～

こばとの周りには何があるのか探検しよう！
（定員なし）

かもめ

経田 23-1777

●４月15日㈬ 15:30～
入学・進級おめでとう会
ゲームやおやつでお祝いしよう♪だれでも参加できるよ！
（定員なし 参加費30円）

●４月27日㈪･28日㈫ 15:30～
かもめのまわりを知ろう！
かもめのまわりには何があるかな？
みんなで歩いてみよう☆
（定員なし）

つばめ

本江 23-5133

みんなで入学・進級を祝おう
（定員40名）

●４月20日㈪ 15:30～
シャカシャカポップコーン
振っておいしいおやつをつくるよ
（定員なし 参加費30円）

吉島 23-0500

●４月15日㈬～17日㈮ 15:30～
牛乳パック工作～はねるおもちゃ～
牛乳パックと輪ゴムでつくるよ
（定員１日10名）

●４月25日㈯ 13:30～
親子クッキング ～お絵かきホットケーキ～
親子でクッキングに参加しよう
（定員８組 参加費200円）

すずめ

道下 23-0522

●４月13日㈪ 15:30～
入学・進級おめでとう会
楽しいゲームで盛り上がろう！
（定員なし）

●４月20日㈪・21日㈫
フルーツロールサンド

15:30～

フルーツとホイップをくるくるサンドするよ
（定員１日16名 参加費50円）

親子で 『ひろば』 に参加しませんか？
対象
日時
場所
会費

２３

未就園児とその保護者なら誰でも
４月13日㈪、20日㈪、27日㈪
9:30～12:30 （内容は25頁をご覧ください）
つばめ・ひばり・すずめ 各児童センター
必要に応じて徴収します

広報うおづ

浅井建爾・著

主婦の友社

自分の田舎を愛するがあまり生
まれる他地域への対抗意識。
巷伝わる、どうもうまくいって
いない県や市町
村同士のバトル
を面白おかしく
紹介していま
す。
本書を読めば
きっと、地元に
帰りたくなるは
ずです。
－開館10周年記念事業－

●４月13日㈪ 15:30～
入学・進級おめでとう会

ひばり

みんな集まれ！ お話の会

日本全国因縁のライバル対決44

ゲームやクッキングをしてお祝いしよう。
（定員20名 参加費50円）

●４月13日㈪～15日㈬
春探検隊

話題の一冊

201５-４

図書館利用者が選ぶ「100年後まで
ずっと図書館に残したい本」募集
●締切 ９月30日㈬
●ひとり３冊まで応募可能
｢ずっと図書館にあってみんなに
読んでほしい｣と思うオススメ本の
リストをつくります。これからの
図書館を一緒につくっていきまし
ょう。ぜひ、ご参加ください。

図書館シネマ倶楽部
●日時 ４月12日㈰ 14:00～
●作品 「100回泣くこと」
バイク事故で一部の記憶を失っ
た青年が、そうとは知らずにかつ
ての恋人と再び恋に落ちます。
数え切れない涙に包まれる、切
なく美しいラブストーリーです。
（監督:廣木隆一、主演:大倉忠義、
2013年、日本映画、本編116分）

｢100年前ってどんな本が
読まれていたの｣ 展
●日時 ４月１日㈬～５月31日㈰
100年前の大正時代はどんな本が
読まれていたのでしょうか。図書
館所蔵の、今もなお読み継がれて
いる100年前の本を展示します。

●おはなしを楽しむ会
４/４㈯･11㈯･18㈯･25㈯
10:30～
●ひまわりの会
４/19㈰ 10:30～

平成27年度

おりがみ教室のお知らせ
今年度は、９月、10月、11月の
計３回を予定しております。
受講者募集のお知らせは、広
報うおづ８月号に掲載の予定で
す。
楽しくえらんでこの一冊
～新着図書から～
●一般
佐高信の昭和史

佐高信

ザ･プリンセス雅子妃物語

友納尚子

さらば、裁判員制度

西野喜一

トマ･ピケティの新･資本論 トマ･ピケティ
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ロストデイズ

大崎善生

ホケツ！

小野寺史宜

をちこちさんとわたし

小島水青

北半球の南十字星

沢村浩輔

しるしなきもの

真藤順丈

プラットホームの彼女

水沢秋生

夢をまことに

山本兼一

●児童･中高生向け
玉の図鑑

森戸祐幸

南の海で楽しいバカンス

トーベ・ヤンソン
おーばあちゃんはきらきら

たかどのほうこ
妖怪いじわるひょうしき

土屋富士夫

りんごかもしれない ヨシタケシンスケ
ぷんぷんヒグマ

ニック･ブランド

あまねく神竜住まう国

荻原規子

イベントについて、特に表記のないものは入場無料、事前予約不要です。

み ん な の 保 健 室

休日当番医

年に一度は、健康診断を

（診療時間9:00～17:00）
「時間がない」「健康だから」と放置している間に病気
にかかっているかもしれません。「健康診断」で、あなた
の身体が発する大事なメッセージをキャッチしましょう。
市では「特定健康診査」「がん検診」「結核·肺がん検診」
「歯周疾患検診」等を行っています。
なお、お勤めの職場で健康診断がある方は、職場で受け
てください。

内容·対象

受診券の発送

いのち

4/5㈰

ありそクリニック
北鬼江 ☎25-0120

4/12㈰

浦田クリニック
本江
☎22-5053

4/19㈰

加納耳鼻咽喉科医院
吉島
☎23-1633

4/26㈰

扇谷医院
友道
☎24-1355

鈴木産婦人科医院
4/29(水·祝) 双葉町 ☎24-8820
加納耳鼻咽喉科医院
5/3(日·祝) 吉島
☎23-1633
ありそクリニック
5/4(月·祝) 北鬼江 ☎25-0120
浦田クリニック
5/5(火·祝) 本江
☎22-5053
扇谷医院
5/6(水·振) 友道
☎24-1355

歯科医
4/5㈰

江口おくがわ歯科医院
江口
☎22-2607

4/12㈰

小熊歯科医院
村木町 ☎24-6567

4/19㈰

みのう医科歯科クリニック
北鬼江 ☎22-0500

4/26㈰

夏目歯科医院
新金屋 ☎22-1892

谷川歯科医院
4/29(水·祝) 上村木 ☎24-3540
寺崎歯科医院
5/3(日·祝) 上口
☎22-3619

健康体操（生命の貯蓄体操）初心者教室

寺崎歯科医院
5/4(月·祝) 上口
☎22-3619

肩こりや腰痛などの症状改善、健康づくりにおすすめの東洋体操です。

河内歯科医院
5/5(火·祝) 下村木町☎23-1733

期間 5/13～7/29の毎週水曜日
時間 9:30～11:30
受講料 1,500円（テキスト代）
申込締切 4/30㈭ 会場·申込·問合せ 健康センター

こころの健康相談
思春期、うつ病、統合失調症、認知症、アルコール相談などの
こころの不調や病気についての相談会です。（前日までに要予約）
開催日 4/22㈬（毎週第４水曜日）午後
内容 精神科医師による個別相談
会場·申込·問合せ 新川厚生センター魚津支所地域健康課
☎24-0359
※なお、保健師による相談は随時受付しています。

魚津市健康センター……………………………………………２４・３９９９
子育て支援センター「のびのび」（健康センター内）……２４・０４１５

平成27年度の
受診期間
40歳以上の方に対する 魚津市国民健康保険加入者 魚津市国民健康保険加入者
特 定 健 康 メタボに着目した健診 →６月中旬に発送します →6/15㈪～10/31㈯
診査
です。
その他の保険加入者
その他の保険加入者
※血液検査·尿検査等 →医療保険者ごとに異なります →医療保険者ごとに異なります
６月中旬に発送します
※今年５月から８月に
75歳の誕生日を迎える
後期高齢者
75歳以上の方
6/15㈪～10/31㈯
方は、保険証の切り替
の健康診査
えのため、９月中旬に
発送します
集団検診は５月～11月
がん検診
検査方法や対象は項目 対象の方へ４月末に発送
施設健診は5/1㈮～
（胃·大腸·
します
ごとに異なります
12/22㈫
乳房·子宮）
胸部のレントゲン
集団検診の日程にあわせ、
結核 · 肺がん ※40歳以上は肺がん検
４月下旬から９月初旬まで 5/8㈮～10/28㈬
検診
診のみ、65歳以上は
に地区ごとに発送します
結核·肺がん検診
今年度に40·50·60·70
歯 周 疾 患 歳になる方
６月中旬に発送します 6/15㈪～10/31㈯
歯や歯肉等の状態を
検診
調べます
今年度40·50歳になる
方、41歳以上で過去
肝炎ウイルス に受けていない方
魚津市国民健康保険加入者 魚津市国民健康保険加入者
血液検査で調べます
検診
→６月中旬に発送します →6/15㈪～10/31㈯
※特定健康診査と同
時実施
その他の保険加入者
その他の保険加入者
50～69歳の男性
→医療保険者ごとに異なります →医療保険者ごとに異なります
前立腺がん 血液検査で調べます
検診
※特定健康診査と
同時実施
分類

一般医

みたむら歯科医院
5/6(水·振) 吉島
☎23-0477

新川医療圏
小児急患センター
診療時間
○夜間（毎日）19:00～22:00
※受付 21:45まで
○日曜祝日（土曜は除く）
9:00～12:00、14:00～17:00
場所・問合せ
黒部市民病院 54-2211
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母 子 保 健

子 育て 支援セン ターに 遊 びに 来ませんか
市内には２か所の子育て支援センターと３か所の児童センター「親子教室」があります。
気軽に遊びにおいでください。
名称

連絡先

吉島132
☎23-2225

〈にこにこ広場〉
平日9:00～12:00、13:00～15:00
〈子育て相談〉※要予約
平日9:00～12:00、13:00～16:00

つばめ児童センター
親子教室

新金屋1-12-50
☎23-5133

月曜日 9:30～12:30
4/13㈪ ふれあい遊び
4/20㈪ ボール遊び
4/27㈪ ママ大好き

すずめ児童センター
親子教室

北鬼江418-1
☎23-0522

月曜日 9:30～12:30
4/13㈪ おはなし会
4/20㈪ ふれあい遊び
4/27㈪ ママ大好き

介護予防を目的とした教室です。※初めての方は、事前にお申込みください。
日時 4/14㈫、28㈫ ※各日9:30～11:30
会場 健康センター
問合せ 地域包括支援センター（社会福祉課内） 23-1093

4/7㈫、5/12㈫
13:00～13:30

※事前に案内を送ります

実施日
受付時間

4/22㈬
13:00～13:30

●ごっくんルーム（栄養相談）
対 象 離乳食を始めて１か月以内の児
実施日 4/17㈮
受付時間 10:00～10:15
●もぐもぐ教室
対 象 生後8～10か月児とその家族
実施日 5/8㈮
受付時間 10:00～10:15
●フッ素塗布
※１歳６か月児健診で申込まれた方

科

ゆったり元気教室

実施日
受付時間

歯

♪４月の育児サロン（保育園·幼稚園）はお休みです。♪

※事前に案内を送ります

●３歳児健診
対 象 平成23年10月生まれの児

※このほかにも、各児童センター（こばと、かもめ、つばめ、ひばり、すずめ）で
「会員制」の親子教室を開催しています。詳しくは各児童センターへお問い合わせ
ください。（連絡先は23ページをご覧ください）
※都合によりお休みすることがあります。詳しくは各施設にお問い合わせください。

育児サロン

●１歳６か月児健診
対 象 平成25年9月生まれの児

室

六郎丸1250-1
☎23-0500

●４か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 4/9㈭、5/14㈭
受付時間 第１子 13:00～13:15
第２子以降 13:15～13:30

教

ひばり児童センター
親子教室

月曜日 9:30～12:30
4/13㈪ ふれあい遊び
4/20㈪ おはなし会
4/27㈪ 作って遊ぼう

査

子育て支援センター
「にこにこ」
（加積保育園内）

母子健康手帳
健康センター

診

吉島1165
☎24-0415

康

子育て支援センター
「のびのび」
（魚津市健康センター内）

健

開所時間等
〈のびのび広場〉
平日9:00～12:00、13:00～16:00
〈赤ちゃん広場〉
日時 4/15㈬ 9:30～11:00
対象 生後６か月までの
赤ちゃんとその家族

必要
会場

対象
日時

２歳６か月になる児
4/10㈮ 受付時間 13:00～13:30

対象
日時

2歳または３歳になる児
4/16㈭ 受付時間 13:00～13:30

平成27年度高齢者肺炎球菌予防接種
助成対象 魚津市民で、接種を希望する①または②の方
①次の年齢の方（４月中に案内ハガキを送付します）
生年月日

いしくら

みつぐ

石倉

貢さん（89歳・村木地区）

若い頃からマラソンに親しんできた石倉さん
は、全国各地の大会に出場してきました。参加
者数の多い市民マラソン大会として有名な青梅
マラソンの10㎞の部に３回と30㎞の部に２回出
場したことがあります。また、志賀高原で開催
されていたマラソン大会に５回連続出場し、昭
和58年に大会主催者から表彰を受けています。
この大会では、アップダウンの激しい10㎞のコースを走るのでとて
も体力を使ったそうです。
ライフル射撃に取り組んだ時期もあり、昭和32年に開催された静
岡国体では団体優勝を果たしました。一番の思い出は、昭和39年に
開催された東京オリンピックでライフル射撃の競技役員を務めたこ
とです。
会社員だった頃、勤務地の滑川市まで走って通勤したこともある
ということで、今もなるべく徒歩や自転車で外出するそうです。健
康的な生活を続け、これからもますますお元気で。

２５
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年齢

昭和25年４月２日～昭和26年４月１日生まれ 65歳
昭和20年４月２日～昭和21年４月１日生まれ 70歳
昭和15年４月２日～昭和16年４月１日生まれ 75歳
昭和10年４月２日～昭和11年４月１日生まれ 80歳
昭和５年４月２日～昭和６年４月１日生まれ 85歳
大正14年４月２日～大正15年４月１日生まれ 90歳
大正９年４月２日～大正10年４月１日生まれ 95歳
大正４年４月２日～大正５年４月１日生まれ 100歳
②60～64歳で、心臓、腎臓、呼吸器又は免疫の機能に
日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する
方（身体障害者手帳１級の提示が必要）

接種回数
接種料金
接種場所
接種期間

１回のみ
2,500円（生活保護世帯の方は減免制度あり）
市内指定医療機関（要予約）
平成27年４月１日～平成28年３月31日

アフリカ音楽を中心に活動する
ミュージシャン

Chiko（ちこ）さん

松倉小学校

６年生

くぼた

窪田

しゅんたろう

駿太朗くん

ぼくの将来の夢
は体育の先生にな
ることです。ぼく
は、野球 · スキー · 陸
上などの運動が大
好きです。体育の
時間になわとびの
三重跳びや跳び箱
のかかえこみ跳びができたときはとても
うれしかったです。今の小学生とお父さ
んたちが小学生の頃とを比べると今の方
が運動をする時間が少ないそうです。だ
から運動の楽しさを教えられるような先
生になりたいです。この夢がかなうよう
に努力して運動や勉強をがんばっていき
たいです。

６年生

きよかわ

清河

ゆめ

夢さん

私の将来の夢は
助産師になること
です。私は赤ちゃ
んが大好きで、５
年生の時の「いの
ちの授業」で助産
師さんから命のす
ばらしさや神秘さの話を聞いて、この仕
事に興味をもちました。また、周りの人
達から祝福されて赤ちゃんが生まれてく
ることを知り、本当にこの仕事がしてみ
たいと思いました。私は、赤ちゃんには
優しく、妊婦さんには安心して確実に赤
ちゃんを産ませてあげられるような助産
師さんになりたいです。

市内に住む外国人の皆さんと市
民が交流する「国際交流フェスティバ
ル」が去る３月１日に道下公民館で
開催されました。交流のメニューは、
生け花、和菓子作り、お茶席、着付け
といった日本文化の体験コーナー、
またバルーンアートやけん玉などで
一緒に遊ぶコーナーなど盛りだくさ
ん。会場に集まった人たち、特に外 ▲ミニライブで歌うChikoさん
国人の皆さんは興味津々で各コーナーを楽しんでいました。この行
事の締めくくりは、初めての企画となるミニライブです。今回は、この
ミニライブに出演した魚津市在住のミュージシャンChiko（ちこ）さん
を紹介します。
Chikoさんは、アフリカ人ミュージシャンで劇団四季「ライオンキン
グ」の初代パーカッション奏者を務めたB.B.モフランさんを父に、人
形作家の松本昌子さんを母に持ち、両親の影響もあって子どもの頃
から世界の音楽に親しんできました。ピアノとヴォーカルのレッスン
を重ね、2013年からは父の母国コンゴ共和国に伝わる民謡などをベ
ースにしたアフリカ音楽を中心にジャズ、ソウルなどのピアノの弾き
語りで活動を開始しました。現在、県内をはじめ福井、新潟、長野、東
京と活動の場を広げています。
アフリカ音楽の特徴は、意外なリズムやポジティヴ（前向き）な表
現、とChikoさんは説明します。アフリカ音楽のピアノは独学というこ
とですが、ミニライブではまずリンガラミュージック（コンゴ共和国の
ダンス音楽）で見事な弾き語りを披露しました。張りのある歌声とし
っとりとしたピアノで「Your Song」や日本でおなじみの曲なども披
露し、ミュージシャンとしての十分な資質をうかがわせました。
このミニライブはソロ（１人）でしたが、最近は仲間と一緒のライ
ブ活動も増え、今年はお父さんと一緒にCDを出す予定もあるそうで
す。また、自宅兼ギャラリー
の「upepo」（ウペポ＝『風』
を意味するスワヒリ語）で
ライブも開催するのでぜ
ひ聴きに来てください、と
にこやかに話してくれまし
た。詳しくは「upepo」のホ
ームページ（upepo-web.
com）でどうぞ。
▲会場に集まった皆さんと一緒に歌って交流しました

好奇心旺盛!!

お姉ちゃん一緒にあそぼ！

地域の催しものなど企画政策課
広報広聴係へお知らせください。
23-1015
FAX

23-1076
info@city.uozu.lg.jp

４歳 以下のお子 様 の 写 真を
企画政策課へ郵送またはEメー
ルでお送りください。住所、氏名
（ふりがな）・生年月日・性別・
電話番号・写真の題名をお忘れ
なく。

４か月

９か月
まつもと

松本

なおし

直士くん

かわべ

川辺 はるかちゃん
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14 「北陸新幹線」「あいの風とやま鉄道」が開業

北陸新幹線の長野～金沢間が開業し、県内３駅で出発式や開業を祝うイベ
ントが開催されました。魚津市からの最寄駅となる黒部宇奈月温泉駅では、東
京行きはくたかの一番列車発着に合わせて出発式が行われ、ホームに集まった
人たちは乗客を乗せた真新しい列車に向かって笑顔で手を振りました。東京か
らの列車が到着するたびに改札口前では新川地域の郷土芸能などが次々に
披露され、魚津市からはせりこみ蝶六保存会と９Powerが出演しました。
魚津駅では、JRから経営を引き継いだあいの風とやま鉄道の開業記念セレ
モニーが行われ、11時43分に上り列車が到着するとくす玉を割って開業を祝い
ました。魚津商工会議所青年部 · 合同会社Curiaがクリアラーメン
を、魚津商工会議所女性会がミラたんケーキをそれぞれ100食無
料で振る舞うなど、地元の団体が協力しあって開業を盛り上げま
した。また、魚津市内～黒部宇奈月温泉駅を結ぶ予約式あいのり
タクシー「おもてなし魚津直行便」もこの日から運行を開始し、魚津
駅前で出発式が行われました。

▲６時47分、はくたか552号の到着と同時に行われたテープカット

Vol.1

▲あいの風とやま鉄道魚津駅開業を祝うよさこいの演舞

２/

23 豪雨災害を教訓に安全なまちづくりを

魚津市防災会議が市役所で開催され、「魚津市地域防災計
画」の修正案などについて協議されました。
昨年７月の豪雨災害を受け、避難勧告等の発令基準の修
正が主な議題となりました。これまでの発令基準は、大雨警報
や土砂災害警戒情報の発表、あるいは地鳴りや川の水の急
な濁りといったような災害発生の前兆現象が発見され、危険
であると判断した時とされていました。
修正後の発令基準は、これまでの基準に加えて、富山県土
砂災害警戒情報支援システムにおける危険度指数を合わせ
て判断することとなりました。また、強い降雨を伴う台風等が
夜間から明け方に接近、通過することが予測されるときは、勧
告等を早めに行うことも検討する点が加えられました。
このほかに、防災行政無線のデジタル化及び増設（９か所
を38か所に）が平成27年９月に予定されていることなどが報
告されました。

▲防災会議の様子

▲避難勧告等の発令基準を修正

２７
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１ 国道８号入善黒部バイパスが開通

４ 月号

国道８号入善黒部バイパスの未開通区間であった魚
津市江口～黒部市古御堂の延長7.3㎞区間が整備され、
全線開通となりました。これまで、国道８号は朝夕の通勤
時間帯を中心に慢性的な混雑が発生していましたが、バ
イパスの開通によって渋滞の緩和が期待されています。

Vol.2

2015
№833

▲開通式前に行われたバイパス高架区間の現地見学会

２/

20

▲全線開通を祝うテープカット

２/

27 新１年生にピカピカな贈り物

版画の専門家に教わる

大町小学校では、４年生が版画家の岩井幸子さんか
ら指導を受け、「４年生の思い出」をテーマにした版画の
作品を作り上げました。
発行／魚津市 編集／企画政策課
〒937-8555 富山県魚津市釈迦堂一丁目10番１号
0765-23-1015 FAX0765-23-1076

３/

12

春の訪れを告げる獅子舞

県内で最も早い春祭りと言われる「小川寺の獅子舞」
（県指定無形民俗文化財）が千光寺であり、獅子、天狗、バ
バ２人、アネマからなる伝統の獅子舞が披露されました。

前月比

前年比

男

21,079人

＋１

－210

女

22,431人

－10

－216

計

43,510人

－９

－426

世帯数

16,706世帯

＋８

－10

15

生涯学習で心ゆたかに

第４回魚津市生涯学習フェスティバルが新川学びの
森天神山交流館で開催され、展示・ステージの各部門
で日頃の学習成果が発表されました。

13

35

にいかわの守紙は、魚津の間伐材を有効活
用することを目的として生み出された紙で
す。今月号の広報（28ページ）によって間伐
された森林面積は1,500㎡となります。これ
は、テニスコート約6面となります。

魚津産間伐材
有効活用量

５.６ｔ

http://www.uozu-p.jp/mamorigami.html

編集後記

（平成27年２月末現在）

3/

▼北陸新幹線開業前日の３月
日は、魚津駅に特急列車が
停車する最後の日でした。
特に特急サンダーバード 号
･ 号は魚津駅が始発 終
･ 点で
あるため、発車 到
･ 着時刻に
は、最後の姿を見ようと多く
の方が魚津駅３番ホームに集
まりました。本当に市民に愛
される列車だったのだなと感
じながら、記録写真を撮りま
した。▼４月からアプリ「ｉ
広報紙」で広報うおづが見ら
れるようになりました。今ま
で広報を読んでいただいてい
る方にはより便利に、そうで
なかった方には読んでいただ
くきっかけになれば良いなと
思います。（み）

メールアドレス／info@city.uozu.lg.jp
ホームページアドレス／http://www.city.uozu.toyama.jp/

市の人口 住民基本台帳調べ（外国人含む）

この４月に小学校へ入学する児童全員に配布して交
通安全や事故防止に役立ててもらおうと、日本カーバイド
工業㈱が自社の製品を使った反射材シールを教育委員
会へ贈呈されました。

10
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