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雪化粧した毛勝山

あけましておめでとうございます。今年は子年です。みなさまからチ
ュ～目していただける広報うおづを目指してまいります。

56

が打ち上げられ、 月には、「東
山円筒分水槽」と「魚津浦の蜃気
楼（御旅屋跡）」が国の登録文化
財に登録予定となるなど、新たな
時代の幕開けにふさわしい年であ
ったと思われます。
その一方で、近年、本市の行財
政運営は、毎年５億円程度の基金
を取り崩しながらの厳しい状況が
続いております。
このため、昨年３月からは、
「魚津市行財政改革推進委員会」
「魚津２０４０会議」、 月から
は「タウンミーティング」等を開
催し、学識経験者、地域の経済、
産業の関係者、 代から 代の若
い世代、地域住民等、幅広い分野
の皆様方のご意見や声を聞かせて
いただきました。
今後は、これらのご意見を反映
した「財政健全化計画」や今年度
中に改訂する「行政改革集中プラ
ン」「定員管理計画」「公共施設
再編方針」を着実に実行し、持続
可能な行財政基盤の確立を目指し
て参ります。
さらに、喫緊の課題である人口
減少の克服と地域経済の活性化を
図るため、引き続き「子育て支
援」「教育環境の充実」「観光振
興」「産業振興」「魅力的なまち
づくり」の五つの特定政策分野に
おける取組を着実に進めて参りま
す。
市民がより長く元気で活躍でき
星の杜小学校開校（４月４日）
住吉、上中島、松倉小学校が統合！

２

第50回じゃんとこい魚津まつり（８月２日～４日,７日）
市民特別協賛により特大スターマインを打ち上げ！

３

国の登録文化財へ答申（11月15日）
「東山円筒分水槽」「魚津浦の蜃気楼（御旅屋跡）」！

１

るよう、また、将来にわたって誇
りと希望が持てるようなまちづく
りを進めるため、「関係人口の創
出と移住・定住の促進」「誰もが
健康・元気な社会の実現」につい
て、横断的な組織体制のものと、
全力を尽くして取組んで参りま
す。市民の皆様の市政に対するご
理解とご協力をお願い申し上げま
すとともに、皆様のご健勝、ご多
幸を心からお祈り申し上げまし
て、新年のご挨拶といたします。

１
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魚津市長

村椿 晃

明けましておめでとうございま
す。令和２年の新春を、皆様方と
ともに寿ぎたいと存じます。
昨年中は、市政全般にわたり、
皆様からの温かい御支援と御厚情
を賜り深く感謝申し上げます。
昨年を顧みますと、５月には、
平成から令和へと改元され新たな
時代を迎えました。「令和」とい
う時代が、平和で災害の無い明る
い社会になることを心から願って
おります。
魚津市では、４月に全国初の木
造三階建て小学校として「星の杜
小学校」が開校し、６月には、
２０１９年「住みよさランキン
グ」において前回の 位から９位
へと大きくランキングを上げまし
た。８月には、 周年を迎えた
「じゃんとこい魚津祭り」が開催
され、初の試みとして市民の皆様
のご協賛により特大スターマイン
50
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【令和元年】

魚津の主な出来事
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石倉 彰

ふるさとを愛し、明るく元気に成
長されることを願っております。
月には、魚津浦の蜃気楼（御
旅屋跡）と東山円筒分水槽が国の
文化財登録へ向け選定されまし
た。いずれも魚津市の資源を活か
し、そして先人の知恵と尽力によ
り市の財産となっております。ふ
るさとに守られた文化・伝統を蓄
えた文化財を未来に伝えるととも
に、特色ある地域づくりのための
貴重な資源として活用されるよう
期待いたします。
地域の活力は、魚津市の発展に
は欠かせないものであり、市民の
皆様には、日々ご尽力いただいて
おりますことに厚く御礼申し上げ
ます。
市議会といたしましては、かつ
てないほどの厳しい財政状況の中
ではありますが、市民に分りやす
く開かれた市議会を目指し改革を
進めております。政策提言はもと
より、行政の監視・チェック機能
を高めるとともに、議会の透明性
の向上に努め、住みよいまちづく
りのため全力で取り組んでいく所
存であります。
本年も市議会に対し、一層のご
理解とご協力を賜りますようお願
い申し上げますとともに、皆様に
とって今年一年が健康で明るい幸
せな年でありますよう心からご祈
念申し上げまして、新年のご挨拶
といたします。
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明けましておめでとうございま
す。市民の皆様には、令和２年の
新春を健やかにお迎えのことと、
市議会を代表し、心からお慶び申
し上げます。
昨年を振り返りますと、新元号
「令和」の時代が始まり、気持ち
も新たに希望に満ちた歩みをスタ
ートさせた年だったのではないで
しょうか。
４月には、住吉小学校、上中島
小学校、松倉小学校の三校統合に
より全国の小学校では初の木造三
階建て校舎として建築された「星
の杜小学校」が開校いたしまし
た。魚津産の木材により新築した
星の杜小学校には、「魚津の先
人」を顕彰する「ふるさとミュー
ジアム」が併設されており、子供
たちには、魚津の三太郎博士や名
誉市民の方々などの功績を学び、

魚津市議会議長
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魚津の三大奇観（ホタルイカ・埋没林・蜃気楼）が

登録有形文化財（建造物）

東山円筒分水槽

ＳＮＳなどで「日本一美しい」と言

われている東山の円筒分水槽。片貝川

とうしゅこう

合口事業（※）の一環として、昭和

年に建設されました。黒谷頭首工、貝

田新円筒分水槽などとともに、片貝川

流域の水利システム近代化の歴史を物

語る貴重な農業土木遺産としての価値

が認められました。

（※）合口事業…扇状地の最上流部な

って何？

つに統合して設置（合口化）す

ど条件の良い地点に水を取り入れる施
設を

ること。

教えて！

円筒分水槽

の合計

2

すべて文化財に！

農業用水などを一定の割合で、公平に

、上市町

施設

、南砺

分水するために用いられる水利施設のこ

、氷見市

5

とです。富山県内には、魚津市
市

1

される予定です。

水槽と南砺市の赤 祖父円筒分水槽が登録

あ か そ ぶ

があります。今回、魚津市の東山円筒分

1

ホタルイカと埋没林は国指定特別天然記念物！
蜃気楼は、国登録文化財！

29

“

1

”

1

23

登録有形文化財…近年の国土開発や都市計画の進展、生活様式の変化などにより、評価を受けるまもなく消滅の危機
にある多くの近代の文化財建造物を後世に残していくためにつくられた制度です。
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えっちゅううおづまちそうえず

越中魚津町惣絵図
この絵図から、御旅屋の場所が特定

できます。

御旅屋

登録記念物（名勝地関係）

年 （１ ７ ９ ７ ）に 加 賀 藩 主

魚津浦の蜃気楼
（御旅屋跡）
寛政

や

登録は全国初！

教えて！

た

・

うおづうら

魚津浦

お

御旅屋

に、宿泊や休憩のために使用した藩主専

大聖寺藩の藩主が、参勤交代の際など

だいしょうじ

御旅屋…江戸時代に、加賀藩、富山藩、

海辺を「魚津浦」と呼んでいました。

魚津浦…江戸時代、現在の魚津周辺の

って何？

気象に関する名勝地関係の

た御旅屋の跡地を登録するものです。

（喜見城之図）。その時の滞在場所であっ

きけんじょうのず

蜃気楼を描かせた記録が残っています

前田治脩が参勤交代の際に出現した

ま え だ はるなが

9

用の施設のこと。
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大町海岸公園
魚津城

御旅屋跡から見た蜃気楼

江戸時代と同様、現在も同じ場所から
蜃気楼を見ることができます。

“

登録記念物…遺跡や公園・庭園などの名所、動植物などの天然記念物のうち、一般に広く知られ、地域の歴史の特徴
をよく表しているもので、文化財として保存と活用が特に必要とされるものです。

集 計 結 果

市民意識調査

将来のまちづくりの指針となる「第５次魚津市総合計画」の策定に向けて、市内在住の18
歳以上の方3,000人を対象に、市民意識調査を行いました。広報うおづ１月号では、今年度の
調査結果について一部ご紹介します。

Ｑ

市の施策に対する満足度について
施策名

高

２位

水道水の安定供給

←

３位

水と緑の保全と活用

満

４位

健康づくりの推進

５位

消防・防災体制の充実

上下水道施策が上位

～

下水道の整備

足

１位

第４次魚津市総合計画で掲げる36施策のそ
れぞれに対して、満足を１、不満を５のよ
うに、１～５までの５段階評価により調査
を行いました。現在行っている各施策の見
直しや改善のために活用します。

・生活する上で必要不可欠な「水」に関する施策は、

林業の振興

→

33位

雇用・労働環境の充実

低

度

充実しているという回答が多い結果となりました。

32位

34位

計画的で効率的な行財政運営の推進

結果になりました。行財政改革や企業誘致、観光資

35位

観光の振興

源のブラッシュアップなど、魅力あふれる魚津市と

36位

工業・商業の振興

Ｑ

「行財政」「観光」「商工業」は下位
・行財政運営や観光、商工業などの施策は下位という

なるよう施策の見直しや改善が求められています。

市の将来像について

16の選択肢の中から、３つまで選ぶ複数回答方式により
調査を行いました。各分野に対する需要を数値化するこ
とで、第５次魚津市総合計画での根幹となるべき政策の
検討を行います。

「福祉」「雇用」「子育て」の充実を望む回答が多い結果となりました。
高齢者や障がい者などすべて

33.7

１位 の人が安心して暮らせる福祉
のまち
企業立地を促進し、商工業、サ
２位 ービス業などが活発で働く場
に恵まれた産業のまち

３位

子育て支援が充実し、安心して
子どもを産み育てられるまち

４位

交通事故や犯罪、災害のない
安全・安心なまち

５位

医療体制や健康づくり対策が
充実した健康のまち

30.7
29.2
25.6
22.4
０

20

40 （％）
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９つの選択肢の中から、２つまで選ぶ複
数回答方式により調査を行いました。第
５次魚津市総合計画に位置づける施策や
事業展開を検討する際の数値データとし
て活用します。

今後10年間で重点的に
取り組むべきことについて

Ｑ

▼産業振興

産業振興に関する設問

38.8

１位 企業誘致の推進

「企業誘致」「雇用」「起業支援」
・いずれも「労働」に関するものが上位３項目となりま

28.0

２位 雇用・就業支援

した。企業誘致による働く場の創出、労働形態や職業
の多様化による雇用環境の整備が求められています。

３位

起業支援、後継
者対策

・人口減少社会を捉えて、就業支援の充実を図り、若者

23.2

が住みやすいまちづくりを進めていくこともポイント
です。

０

20

40（％）

▼防災・地域の安全

防災・地域の安全に関する設問

45.3

１位 自然災害対策

「自然災害対策」
・異常気象による災害が、全国各地で多発していること
などから「防災」への関心が高まっています。

２位

通学の安全対策
推進

３位

地域防災力の
向上

24.0

「通学の安全対策」
・小学校の統廃合の影響もあり、子どもたちが安心して

22.6

通学できる環境づくりが求められています。
０

25

50（％）

▼医療・福祉・子育て

１位

社会保障制度の
適切な運営

40.2

医療・福祉・子育てに関する設問
少子高齢化と社会保障制度

２位

妊娠・出産に対
する支援の充実

・少子高齢化が進行する中で、国民健康保険や介護保険

29.5

などの社会保障制度がバランス良く運用され、安心し
て暮らせる社会の実現が望まれています。
・妊娠中の方への支援や魚津で安心して出産できる環境

28.6

３位 高齢者福祉の充実

０

25

の整備が求められています。
50（％）

調査概要
抽出方法：層化無作為抽出
（年代や地区の人口に応じた抽出方法）
調査期間：令和元年９月11日～30日
調査方法：郵送返送方式
有効回答数：1,127件
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お忙しい中、本調査にご協力いただいた皆さまにお礼申し上
げます。なお、全項目の調査結果は市のＨＰで公開していま
すのでご覧ください。
問合せ：企画政策課広報広聴係

☎23-1015

から

日
月１

年４

障害者等用駐車場の適正利用を促進するため

２
令和

はじまります
車椅子使用者や障害のある方など歩行が困難な方のために、公共施設や商業施設に障害者等用駐車場の整備が促進
されています。しかしながらその一方で、そのスペースに障害のない方が駐車するなどして、障害のある方が駐車で
きない問題が発生しており、適正な利用を促すための取組が求められています。
そこで富山県では、障害者等用駐車場の適正利用を促進するため、令和２年４月１日㈬から「富山県ゆずりあいパ
ーキング（障害者等用駐車場）利用証制度」を開始します。

“

優先利用の対象となる方を示す「利用証」を交付します

”

制度の対象駐車区画を利用する際に、車内に利用証を掲示していただくことで、誰もが適正利用を確認できます。

利用証の申請先

対象者の範囲

窓口での申請：お住いの市町村窓口
※障害等の状況が分かる書類（身体障害者手帳など）が必要です。

障害のある方、要介護者、難病患者、
妊産婦、けが人など、歩行が困難な方

郵送での申請：富山県厚生企画課
※障害等の状況が分かる書類（身体障害者手帳など）のコピーと
返信用切手（140円）の同封が必要です。

で、一定の要件を満たす方が対象です。
※申請方法など詳しくは、
県のホームページをご覧下さい。
富山県ゆずりあいパーキング

事前受付：１月15日㈬～３月31日㈫

検索

問合せ：富山県厚生企画課

076-444-3197

社会福祉課福祉係（⑧番窓口）23-1005
魚津市健康センター

☎24-3999（妊婦の方）

市民バスの車内広告を募集
年間約15万人の方が利用する、市民バスの車内広告をご存知ですか。運転席後ろの液晶モニターや、座席後ろのス
ペースなど、ＰＲしたい内容に応じて、安価で確実に目にしていただけます。

広告タイプ

対象ルート

液晶テレビ

市街地巡回ルート

モニター

（東、西回り）

広告の場所

市民バス全ルート

（１か月単位）

・運転席後ろ
※全ての座席からハッキリ見

5,000円／月

えます

・座席の後ろ
座席裏広告

費用

※後部や周辺のお客様へ細か
い内容もＰＲできます

１枚につき
1,000円／月

問合せ：環境安全課生活交通係
（⑫番窓口）23-1380

2020-1
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！

２月17日㈪～３月16日㈪

期間：

意

注

（土・日・祝日・振替休日を除く）
時間：

問

確定申告相談会場のご案内

魚津税務署

９:00～16:00

魚津税務署

会場：

☎24-1370

魚津税務署

ふるさと納税に係る寄付金控除

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用して
も、確定申告をされる場合にはふるさと納税の金額を寄
付金控除の計算に含める必要があります。

５階

確定申告会場

源泉徴収票は大切に
令和元年中に老齢または退職を支給事由とする年金を

※混雑状況に応じて、16時以前に受付を終了する場

受けられた方に「令和元年分公的年金等の源泉徴収票」

合があります。
※税務署では１月～３月の間、申告相談に係る事前
予約は受け付けていません。確定申告会場をご利

が日本年金機構から順次送付されます。
確定申告を行う際に必要となりますので大切に保管し
てください。

用ください。

11

魚津市教育委員会が租税教育推進校の表彰に

19

ＩＤ・パスワードを取得して
いつでもどこでも確定申告！

国税庁長官感謝状

金沢国税局の江﨑純子総
務部長から畠山教育長に感
謝状が手渡されました。
魚津市教育委員会では、
魚津市租税教育推進協議
会主催の「税金探検団
（※）」や、小学校での租
税教室の連続開催に多大な
貢献をしたことと、書道・作文・ポスターの応募についても多
数の作品が応募されるよう、学校へ働きかけをしたことが高く
評価されました。
なお、魚津税務署管内において租税教育推進校の国税庁長官
表彰が贈呈されるのは、今回が初めてです。

マイナンバーカードやＩＣカードリ
ーダライタをお持ちでない方も、税務
署でＩＤとパスワードを受け取れば、
パソコンやスマホからｅ-Ｔａｘで申告
ができます。
ＩＤ・パスワードの発行を希望され
る方は、運転免許証などの本人確認書
類を持参ください。
※マイナンバーカード・ＩＣカードリ
ーダライタが普及するまでの暫定
的な対応です。

（※）税金探検団：市議会議場や魚津税務署を巡って税について学びます。

問

障害者・特別障害者控除
社会福祉課介護保険係（④番窓口）

☎23-1148

要介護２以上の認定を受けている65歳以上の、知
的障害者・身体障害者に準ずる状態又は寝たきりの
状態であることが認められる方に対して、申請に基
づき確定申告用の認定書を交付します。
【審査方法】
要介護認定にかかる資料（主治医意見書など）を
審査のうえ決定します。令和元年(平成31年)内に亡く
なった方も対象です。ただし、要介護２以上の認定
を受けていても、非該当となる場合があります。

９
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区分

身体障害者に準ずる

知的障害者に準ずる

障害者

要介護２以上で
寝たきり状態の方

要介護２以上で
認知症が中程度か
これより重い方

特別障害者

要介護４以上で
寝たきりの方

要介護３以上で
認知症が重度の方

認定

農地のことは

農業委員会にご相談を
「
富山県農地中間管理機構（富山県農

農地の権利を有する方には、「農地を農地として利用する責務」

があります。農地の利用でお悩みの方は、地元の農業委員や農地利

問

魚津市農業委員会事務局
（農林水産課内）
１･０３２

10
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用最適化推進委員、農業委員会事務局までご相談ください。

「

農地を農地のまま売買などしようと

林水産公社）が、農地を貸したい農家

」

農地中間管理事業を活用して皆
さんの農地を活かしましょう。

する場合は、農業委員会の許可が必要

（出し手）から中間的受け皿として農

手に農地の集積・集約化を行っていま

【利用権設定等促進事業】
【農地法第３条】

23

※直接

」

です。（農地を耕作目的で貸し借りす

地を借り受け、意欲ある担い手（受け

また、農地を宅地等に転用しようと

す。この事業に協力していただく農地

受け手

所有者

農地の売買、貸し借り、宅地
などへの転用を行う場合は許可
が必要です。

る場合は、利用権設定等促進事業など

する場合は、事前に県知事の許可が必

の出し手や、地域の皆さまへの支援措

手）に貸し付けることで、地域の担い

要です。無断で転用した場合や許可ど

置もありますので、活用をご検討くだ

でも農地の貸し借りができます。）

おりに転用しなかった場合は、工事の
さい。

ることもあります。

農地の適正な利用に

耕作放棄地は、害虫の発生や雑草の

※利用権設定期間中で変更の場合は、
解約の手続きが必要です。

中止などの是正指導や罰則が科せられ

「

」

相続（遺産分割、包括遺贈、特定

繁茂など周辺の農地へ悪影響を及ぼす

ご協力ください。

遺贈などを含む）や法人の合併・分

ことになります。農地の所有者は、農

【農地利用集積円滑化事業】

“

農業経営基盤強化促進法の改正により、農地利用集積円滑化事業が農地中間管理事業に
統合一体化されます。利用権設定の始期が令和２年４月１日以降となる円滑化事業の新規
受付や更新手続きができなくなり、利用権の設定を行う場合は、農地中間管理事業、利用
権設定等促進事業又は農地法第３条により行うこととなります。
なお、円滑化事業のうち、現在利用権設定
【農地中間管理事業】
中の貸借については、期間満了日まで継続で
農地中間
受け手
きます。
所有者
管理機構
（担い手）

「

「
」

相続などによって農地の権利を
取得したときも届出が必要です。

割、時効などにより農地の権利を取得

」
など農地の適正な管理・利用にご協力

地が遊休化した場合も、草刈りを行う
か月以内に農業委

ください。

受け手

農協

所有者

4

したときは、権利を取得したことを知
った時から、概ね

員会へ届出を行う必要があります。

10

農地の貸借の手続きが変わります。

5

3

”

1

2

問

魚津消防署からのお知らせ

“

令和２年消防出初式

日時：１月４日㈯

９:00～12:00

☎24-7980

魚津消防署庶務係

【出初式 交通規制図】

”

第２分庁舎

片側通行・通行止め
駐車禁止

会場：新川文化ホール、魚津市役所周辺ほか
山側職員駐車場

市役所

【プログラム】
予定時刻

内容

場所

９:00

鎮火祈願・義勇塔参拝

魚津神社・大泉寺

10:00

式典（消防団員の表彰など）

新川文化ホール

10:50

消防音楽隊演奏

市役所前道路

市役所前公園

●ホテルグランミラージュ

至魚津駅

にいかわ信用金庫

市中パレード

11:00

※県道魚津停車場線を通過します

消防車両26台、防災ヘリ１機）

11:35

まで

日時：１月11日㈯ ９:30～
場所：魚津港南地区（上口）

市役所周辺

新入団員放水披露、一斉放水

※新 川文化ホールには一般観覧席が設けられますので、
ぜひご来場ください。
※市 中パレードは、「にいかわ信用金庫本店前→末広町
交差点→新金屋交差点→市役所」のルートです。
※市 役所周辺で交通規制が行われます。また、市役所駐
車場（職員駐車場含む）は駐車禁止となります。ご理
解とご協力をお願いします。（交通規制図参照）

【文化財防火訓練】
昨年、沖縄県の世界文化遺産である首里城が
火災で失われてしまいました。
魚津市にも、多くの文化財が残されており、
この様な災害を未然に防ぐために訓練を実施い
たします。
日時：１月25日㈯ ９:00～
場所：慶谷山桃源寺（新角川二丁目）
※交通規制にご理解とご協力をお願いします。

魚津市成人式

日時：１月12日㈰

10:00～

会場：新川文化ホール

大ホール

第１部は式典、第２部は楽しい抽選会
の２部構成です。

新成人の皆

さんのご来場
を
お待ちしてい
ます。
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問

― 令和２年 ―

（９:30 受付開始）

11

【海上出初式・冬季海難救助訓練】

本店前から市役所

観閲行進（消防職・団員500名、

11:20

至国道８号

生涯学習・スポーツ課
生涯学習・文化係 23-1045

マイナンバーカード

お知らせ

info 臨時申請・受け取り窓口を開設
マイナンバーカードの休日窓口を開設します

マイナンバーカードの申請をサポートします

【会場・日時】

【会場・日時】

魚津市役所：１月25日㈯

９:00～13:00

アップルヒル：

（申請・受取）

１月26日㈰ 10:00～13:30

【マイナンバーカードの申請を希望される方】

（サポートのみ）

必要な書類：・通知カード
・本人確認書類（次の①、②のどちらか）
・住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
①運転免許証、パスポート、障がい者手帳などの顔写真
の入った公的な身分証明書から１点

【アップルヒルに臨時サポート窓口を開設します】
顔写真を撮影し、マイナンバーカードの申請をサポ
ートします。 無料
※「個人番号カード交付申請書、通知カード、スマー

②健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証などから２点
※その場で顔写真を撮影します。 無料

トフォン」をお持ちの方はご持参ください。
なお、当日は魚津税務署、魚津税務連絡協議会から

【カードの受け取りを希望される方（申請済みの方）】
送付した「個人番号カード交付のお知らせ」で必要
書類をご確認の上、お越しください。

e-TaxとマイナンバーカードをPRするパンフレットと
粗品の配布を行います。（なくなり次第終了）
問合せ：市民課市民係（②番窓口）☎23-1075

お知らせ

富山県特定（産業別）

お知らせ

info

最低賃金が改正されました

info

この最低賃金は、県内事業場で働く全労働者に適用
されます。この金額に満たない賃金支払は最低賃金法
違反となりますので、ご注意ください。
最低賃金の件名

時間額

効力発生日

玉軸受・ころ軸受、他に
分類されないはん用機
械・装置、トラクタ、金

907円

属工作機械、機械工具、 （改正前885円）

令和元年
12月11日

ロボット、自動車・同附

子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業

百貨店、総合スーパー

上記以外の産業

取扱日の変更について

令和 ２ 年 ２ 月 ７ 日㈮から、警察本部運転免許セン
ターの一部業務の取扱日を試行的に変更します。
業務名

変更前

変更後

運転免許証の
・更新
・記載事項変更

㈰～㈮

㈰～㈭

国外運転免許証

㈪～㈮

㈪～㈭

㈪～㈬、㈮

㈪～㈭

㈫、㈭

㈫、㈮

㈪、㈬、㈮

㈪、㈬、㈭

一種免許試験
二種免許試験
（限定解除を含む）

属品製造業
電子部品・デバイス・電

運転免許証の更新など

849円

令和元年

（改正前823円）

12月19日

860円

令和元年

（改正前840円）

12月５日

848円

令和元年

（改正前821円）

10月１日

・仮免許試験
・一種免許限定解除
・外国免許の国内免許
切替えの技能確認

※金曜日が運転免許証の有効期間の末日にあたる方な
ど、事情がある方についてはお問い合せください。
※各警察署における取扱日の変更はありません。
問合せ：富山県警察本部運転免許センター
☎076-441-2211

2020-1
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EVENT

第７回

水の学び舎ツアー
立ち寄ります！

Let's go!  片貝は雪のワンダーランド
～歩くスキーでいざ探検！～
雪深い片貝の山で不思議な雪景色とその恵みを体感
します。クロカンスキー初心者でも大丈夫！手取り足
取りサポートし、安全第一ですので安心してご参加い
ただけます。
日時：２月９日㈰ ８:40～13:00頃 少雨決行
埋没林博物館駐車場集合
見学場所：片貝山ノ守キャンプ場周辺など（予定）
定員：20名（申込多数の場合は抽選）
参加費：１人1,000円（ガイド料・保険代含む）
※飲み物や行動食（アメやチョコレート等）のほか、
防寒具やサングラスは各自ご持参ください。
※スキー装備はこちらでご用意します。（靴サイズ23.5cm～）
申込方法：電話又はメールで氏名・住所・電話番号
を環境安全課までお知らせください。後日詳しい案
内を送付します。
申込期間：１月14日㈫～24日㈮
申込み・問合せ：環境安全課環境政策係 ☎23-1004
メール kankyoanzen@city.uozu.lg.jp

新鮮なベニズワイガニを堪能

イベント

EVENT

魚津「かにの陣」

「かに籠漁」発祥の地、魚津。今年も魚津「かにの
陣」では、新鮮なベニズワイガニのお得な即売をはじ
め、かに鍋、浜焼きなど、カニづくしのイベントを開
催します。冬の味覚、ベニズワイガニをぜひご堪能く
ださい！
日時：２月２日㈰

８:00～14:00頃

※カニが完売次第終了します。
会場：海の駅蜃気楼
問合せ：海の駅蜃気楼

イベントホール

13
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☎24-4301

“

雪まつり会場にも

クロカンスキーで雪の片貝へ

イベント

三ヶ村
雪だる

ソリ遊

雪まつ

ま・か

り３

まくら
び、も
作り
ちつき
日時
、豚汁
：２月
など
９日㈰
場所
：
1
0:00～
東蔵公
問合
民館周
せ：三
辺
ヶ村雪
まつり
（山本
実行委
）090
員会
-2039
-8803

参加者のコメント

”

「雪・山・水のきれいな川が印象的でした」（30代 女性）
「静かな新雪の森に、動物の足跡を見つけました」
（70代 女性）

お知らせ

観光交流都市

info 長野県飯山市に遊びに行こう！

魚津市民を対象に、長野県飯山市の観光施設が割引
になる特別企画が実施されます。
期間：１月１日（水・祝）～３月29日㈰
施設：斑尾高原スキー場、戸狩温泉スキー場、斑尾高
原温泉、戸狩温泉 暁の湯、いいやま北竜温泉、高橋まゆ
み人形館 ※割引など詳細はお問合せください。
問合せ：信越自然郷 飯山駅観光案内所（宿泊・観光）
☎0269-62-7000（８:30～18:00）
飯山市役所  商工観光課（特別企画）
☎0269-62-3111（内線213）

く ら し

令和２年賀詞交歓会
企画政策課秘書係
 １･０１６
●日時 １月６日㈪
午後６時半～８時
●会場 ホテルグランミラージュ
●会費
千円
※申込 不 要 で 、 ど な た で も お
越しいただけます。

母子家庭等のための
修学資金貸付制度

５･１５３

１･０１２

●会場 おあしすみどり（魚
津緑ヶ丘病院敷地内）
●内容 精神保健福祉士によ
る「入院」に関するミニ講座
●参加費 １００円
※参加 を 希 望 す る 方 は 事 前 に
ご連絡ください。

14
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年金生活者支援給付金の
給付がはじまります
魚津年金事務所

市民課市民係
（①番窓口）
給付金は、公的年金などの
収入金額やその他の所得が、
一定基準額以下の年金受給者
の生活を支援するために、支
給されます。また、偶数月に
前月分と前々月分が、年金支
給日に振り込まれます。
なお、給付金の受け取りに
は、請求書の提出が必要です。
受給が決定した方には、支
給決定通知書及び、初回のお
支払い月の上旬に、振込通知
書が届きます。

【１月 日 まで】
給与支払報告書の提出

１･００９

☎076-441-0432

※労働者、事業主を問わず相談可能

税務課住民税係
（⑭番窓口）

富山県社会保険労務士会

市役所３階第４会議室

16日㈭ 13時半～16時

総合労働相談

魚津緑ケ丘病院

☎24-2255

魚津市社会福祉協議会
（旧 百楽荘）

９日㈭ 10時～11時半

魚津市地域住宅相談所

☎22-5078

魚津地域建築組合

21日㈫ 13時～16時

住宅相談

（平日は電話相談を受付）

※増改築、建具、障子の貼替えに関する相談

10時～12時

富山県東部生活自立支援センター

生活・就労相談

18日㈯

☎22-0318

魚津神経サナトリウム

※50人未満の事業所対象

10時～12時

魚津地域産業保健センター

11日㈯

心の健康相談（要予約）

☎23-1093

市役所１階福祉相談室

魚津市地域包括支援センター

認知症相談（要予約）

☎23-1007

※市内在住65歳以上、又はその家族向け

21日㈫ 14時～16時

※ケアマネジャーの同伴可

社会福祉課高齢福祉係

市役所３階第５会議室

13時～16時

28日㈫

高齢者向け無料法律相談会

認知症介護者サロン

地域包括支援センター
（⑥番窓口）
１･０９３

事業主の方は、給与支払報
告書を従業員の住所地（令和
２年１月１日時点）である市
区町村へ提出してください。
●提出期限 １月 日㈮
※平成 年 度 か ら 従 業 員 の 方
の個人住民税を原則特別徴
収により納めていただいて
います。引き続きご理解と
ご協力をお願いします。

市役所１階市民相談室

☎22-0461
10日㈮ 13時半～16時

予約・問合せ
会場
日時
相談会

（金）

市民課市民係

☎23-1003

９日㈭・16日㈭ 13時～16時

行政相談

こども課子育て支援係
（⑩番窓口） １･００６
市内在住の母子及び父子家
庭の児童や、父母のない児童
が、高校・短大・大学・専門
学校などに修学する場合に、
その授業料等の資金を貸付し
ます。制度の利用には事前相
談が必要ですので、まずはお

認知症の方を介護している
ご家族の方を対象に、日頃の
悩みや、同じ思いを話し合い
ます。
●日時 １月 日㈮
午後１時半～３時半

31

富山地方法務局魚津支局

人権相談

23

31

29

24
23
23

23

23

問合せください。
●貸付利率 無利子
●貸付最高限度額
９万６千円／月額
※条件により異なります。

10

5

―１月の無料相談会日程―

吉島

100,000円

健康友の会 沖田 崇寛

六郎丸

3,000円

（故）𠮷田 築夫

大光寺

1,000,000円

新川高等学校
▼善意銀行へ

吉島

100,000円

（社会福祉協議会）22-8388

寄付者

住所

金額等

大海寺野

13,130 円

新金屋

19,500円

（故）笠木 清孝

本江

100,000円

上口保育園職員一同

上口

8,000円

匿名希望

立石

10,000円

野菜市提供者
魚津市老人クラブ連合会
高齢者いきいきダンスパーティー

▼魚津市安全安心まちづくり基金へ
寄付者

住所

にいかわ信用金庫 信金会

―

金額等

100,000円

魚津スタンプ会

―

2,000,000円

魚津ライオンズクラブ

―

250,000円

ごみや資源物は、各地区で
決められた日の午前８時まで
に出してください。なお、再
収集はしておりませんので、
出し忘れにご注意ください。
また、円滑な収集作業のた
め、集積場周辺の除雪につい
て、地域の皆様のご協力をお
願いいたします。
※収集 時 刻 は 、 天 候 や 交 通 状
況などにより、若干変更す
ることがあります。ご了承
ください。

上野方地区社会福祉協議会

23

23

市民バス運休情報
街頭献血にご協力をお願いします。
１月29日㈬ ９:00～11:30  魚津市役所ロビー
つむぎ倶楽部

吉島511

☎22-6006

認知症や介護に関する、情報交換や相談
の場です。初めての方もお気軽にどうぞ。
オレンジカフェつむぎ（認知症カフェ）
日時：１月９日㈭ 10:00～15:00
利用料：300円

【年末年始の運休期間】

12月31日㈫ ～１月３日㈮
※上記期間は全ルート運休

【郊外ルート運休日】

１月13日（月・祝）
１月13日㈪は祝日（成人の日）です。郊外
ルート（上野方、松倉、坪野、中島、天神、
経田－道下、片貝）は運休となりますので、
ご注意ください。

介護家族の集い
日時：１月20日㈪ 13:30～16:00

15
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２０２０年農林 業 セ ン サ ス

50,000円

降雪時の
ごみ・資源物収集

中田 豊治

金額等

にご協力くださ い

住所

新金屋

（金）

環境安全課環境政策係
（⑫番窓口） １･００４

寄付者

（故）浜浦 紘夫

23

31

総務課行政行革係
 １･０１９

▼社会福祉基金へ

令和２年２月１日現在農林
業を営んでいる方を対象とし
て、全国一斉に「農林業セン
サス」が実施されます。
対象となる世帯には、１月
中旬から調査員がお伺いしま
すので、ご協力お願いいたし
ます。
※調査 の 内 容 は 、 統 計 法 に 基
づき秘密が厳守されます。

ご寄付ありがとうございました

31

【１月 日 まで】
償却資産の申告

第４期
第７期
第７期
第５期

１･０６９

市県民税
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
介護保険料

税務課資産税係
（⑬番窓口）

１月31日㈮

期限：

個人・法人を問わず、事業
用の資産を所有している方
は、毎年１月１日現在の資産
の所在、種類及び数量などを
申告する必要があります。
なお、該当する資産がない
場合は、その旨を申告書に記
載し、提出してください。
●申告期限 １月 日㈮
※新規 に 事 業 を 始 め ら れ た 方
など、申告書が必要な場合
はご連絡ください。
※エルタックスでの受付も実
施しております。

市税等納期限のご案内

問合せ：環境安全課生活交通係

☎23-1380

ポイ捨てや不法投棄を

※いず れ も ３ Ｄ Ｋ 、 駐 車 場 ２
台分つき、家賃６万円
▼上野
 方団地…１戸（１階）
※３Ｄ Ｋ 、 駐 車 場 １ 台 分 つ
き、家賃６万２千円
●申込期間 １月６日㈪～
日㈮

募 集
春のもくもくフリマ＆
ワークショップ
もくもくホール

０･９０９

ポリテクセンター富山
求職者支援訓練受講者募集
ポリテクセンター富山
０７６６ ･ ６･９００
【建築ＣＡＤ科】
●対象 ハローワークで求職
中の方など（選考有り）
●訓練期間 ３月 日㈮～６
月 日㈮
●場所 日建学院富山校（富山市）
●募集締切 ２月 日㈭
●受講料 無料（テキスト代
など別途）
会社紹介フェア出展企業募集

（魚津市合同企業説明会）
商工観光課商工労働係
 ６･１９５

第 回魚津タグラグビー大会

魚津市ラグビーフットボール協会

uozutag@gmail.com

●日時 ２月 日㈯
午前 時半～開会式
●会場 ありそドーム
●選手登録 １チーム５名以
上（小学生）、上学年男子・
上学年女子・下学年の部門
●試合時間 ①予選リーグ４
分ハーフ ②決勝トーナメン
ト５分ハーフ
●申込締切 １月 日㈪
※ 小学校、地区、スポーツ少年団

などでお申し込みください。

移住者向け
雪道ドライビング講習会

無料

第

催 し 物

回もちつき交流会

無料

魚津市障害者連合会
（石田） ４･６７０
社会福祉課福祉係
（⑧番窓口）
１･００５

もちつきで交流を深めまし
ょう。
●日時 １月 日㈬
午後１時半～
●会場 魚津市障害者交流センター

２０２０新春

１･１２３

ミラージュカルチャーフェスタ

新川文化ホール
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やめてください！
環境安全課環境政策係
（⑫番窓口）
１･００４
一部の心無い人が捨てたゴ
ミを、ボランティアの方々が
とても苦労しながら回収して
います。他の方に迷惑をかけ
るのはやめましょう。
また、環境巡視員の方々が
不法投棄のパトロールを行っ
ています。
※不法 投 棄 は 「 ５ 年 以 下 の 懲
役または１０００万円以下
の罰金（法人の場合は３億
円以下）」の犯罪です。

市営住宅・特公賃住宅の
空室情報

魚津市役所定住応援室
 １･０９５

見て、聞いて、体験しよう
文化教室の日頃の活動の成
果を一堂に発表するフェステ
ィバルです！
●日時 （展示の部）１月
日㈯～ 日㈰ 午前 時～午
後４時 （ステージの部）１
月 日㈰ 正午～午後４時
●会場 新川文化ホール

25

●日時 ２月 日㈮
午後１時半～５時
●会場 新川文化ホール
●参加者 ①富山県内で就職を

●対象 移住後５年未満の方
●申込締切 １月 日㈮

※ 文化教室の体験講座は、教室
ごとに時間が異なります。

10

考えている学生（３年以内既卒者

※ お子様連れの方のために、育
児サポーターを配置します。

26

を含む）②ＵＩＪターン就職希望

22

17

8

●日時 １月 日㈮
午前９時半～ 時半
●場所 黒部自動車学校
●講習内容 ①雪道ドライビ
ングに対する知識 ②雪道で
のドライビング（実技）
●定員
名（申込順）

16

26

者、転職希望者、一般求職者など

20

28

13

●対象企業 市内に事業所等
を有し、採用意欲のある企業
●募集数 約 社
●出展料 無料
●申込締切 １月 日㈬
※募集 要 項 及 び 申 込 用 紙 は 市
の でご確認ください。

24

23

23

15

11 24

22

2 50

13

23

22

23

17

20

21

40

31

春のもくもくフリマ＆ワー
クショップのフリーマーケッ
ト出店者を募集します。
●日時 ３月１日㈰
午前９時～午後２時
※雨天決行
●会場 もくもくホール（多
目的ホールほか）
●募集数 先着 区画（１区
画あたり ｍ× ｍ）
●申込期間 １月６日㈪～２
月 日㈯
※出店料 １区画…千円
電源使用料…５００円
※注意事項など詳細はお問い
合わせください。
2

12

ＨＰ

都市計画課建築住宅係
 １･０３１
市営住宅
▼川の瀬団地…２戸（３階・
４階）
▼天王団地…１戸（４階）
※いず れ も ３ Ｄ Ｋ 、 駐 車 場 １
台分つき
特定公共賃貸住宅
市営住宅入居の基準所得を
超えている方が対象です。
▼天王 団 地 … ４ 戸 （ ２ 階 ・ ３
階・４階）
22

23

23

１月の歩こう会

回桃山雪まつり

魚津桃山運動公園
 ０･０７７

第

９･６２２
全長 ｍの「ジャンボ滑り
台」やスノーモービルに引か
れ雪上を滑走する「のりのり
チューブ」、「アイスクリー
ム作り体験」など、子どもか
ら大人まで楽しめるイベント
満載です。
●日時 １月 日㈰
午前 時～午後１時半

問

※蜃気楼バザールは３月末まで、松倉もちより市は４月末まで、山の駅もく

魚津歩こう会
（明吉）
●日時 １月 日㈰
午前９時に魚津市役所前集合
●内容 市役所から魚津神社
へ行き初詣をし、諏訪神社を
巡り、海の駅蜃気楼富山湾を
展望し、新年を祝います。
（往復約５ｋｍ）
●参加費 一般５００円（保
険料）、会員無料

※各市は臨時休業する場合がありますがご了承ください。

☎22-1105

40

※雪不 足 に よ り 、 中 止 と な る
場合があります。
●会場 桃山運動公園

魚津漁協経田支所

19

生涯学習・スポーツ課スポーツ係
☎23-1046

もく野菜市は５月中旬まで休業します。

新年水泳フェスティバル
無料

魚津市総合体育館
 １･２６３

2020-1
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☎22-8388

13時40分～14時半

経田漁港

わいわい市

毎週㈬ 10時半～

経田漁港

社会福祉協議会

上町１区会館

毎週㈮

上口マルシェ

毎週㈮ 15時～

銀座通り商店街 （島澤） ☎33-9413

毎週㈬ 10時半～

銀座ワイワイ市

☎22-1200

６時半～９時半

魚津の朝市

毎月第２･第４㈰

海の駅蜃気楼

魚津の朝市実行委員会

日時：２月16日㈰ ８:30～12:00
会場：魚津市総合体育館
選手：１チーム６名（登録12名まで）
※ビブスが必要です。お持ちでない場合
はご相談ください。
競 技区分：一般の部（中・高校生不
可、男女混合）※常時女性２名出場、
小学生の部（４年生以上、男女不問）
参加費：１チーム1,000円
（小学生の部は無料） 出
前
行っ 講座も
申込締切：１月22日㈬
てい
ます
※各地区の体育振興会まで
お申し込みください。
問合せ
会場
開催日時

出場チーム募集
地元生産者の皆さんによる農産物や水産物、手作りの商品などの
販売情報です。お気軽にお立ち寄りください。

22

14
10

【第 回市民体育大会】
第 回スキー競技会

9

24
22

（公財）魚津市体育協会
（ありそドーム内）
 ９･８００
初心者の方でも楽しめるコ
ースです。全長約５００ｍの
コースを思いっきり滑る爽快
感を味わってみませんか。
●日時 ２月２日㈰
午前 時～ 時 受付
午前 時 競技開始
●会場 シャルマン火打スキ
ー場（新潟県糸魚川市）
※無料送迎あり
●種目 大回転（アルペンの
部、スノーボードの部）
●参加資格 小学生以上で、
市内在住、在勤、通学の方
※スピ ー ド や 方 向 の コ ン ト ロ
ールなど、基礎的な滑走が
できる方に限ります。
※小学 生 は 学 校 を 通 じ て お 申
し込みください。
●参加費 無料
※リフト代は個人負担です。
12

第18回ユニホック交流大会

―
地場産品の販売情報
―

12

パン食い競争や買い物レー
スなど楽しいイベントがいっ
ぱいです。どなたでもご参加
いただけます。
●日時 １月 日㈰
午前 時～午後０時半
※受付は午前９時半開始
●会場 室内温水プール
10

23

68

59

10 8

魚津埋没林博物館

魚津水族館
９:00～17:00

（入館16:30）

☎22-1049

☎24-4100

魚津水族館は１月２日から開館します！
１月２日㈭または３日㈮に
ご来館されたお子様（中学
生以下）にお正月プレゼン
トをさしあげます。
※各日先着50名様限定

開館時間

有料・無料エリア ９:00～17:00（発券16:30）
カフェKININAL（木曜定休） 10:00～17:00

休 館 日

１月１日㈬、９日㈭、16日㈭、23日㈭、30日㈭

埋没林博物館は１月２日から開館します！
１月２日㈭または３日㈮にご来館された方へお正月プレ
ゼントをさしあげます。※無くなり次第終了

ふれあい学習会
  「パラパラ漫画で蜃気楼を作ろう」
回転させると蜃気楼の写真や絵が動いて見える“ゾート

冬期間休館日のお知らせ
次の期間中の月曜日は休館となります。
期間：令和２年３月９日㈪まで
※１月13日（月・祝）は営業、翌14日㈫が休館となります。
※２月24日（月・祝）は営業、翌25日㈫が休館となります。

臨時休館日のお知らせ

ロープ”を作ろう！
日時：１月26日㈰

10:00～12:00

場所：埋没林博物館
対象：小学生～一般
定員：20名

※申込順

参加費：300円

次の期間中は臨時休館します。
期間：令和２年２月18日㈫～21日㈮

写真展「魚津ナチュラルギャラリー20」
きれい、ふしぎ、おもしろい！学芸員のレンズを通して

＼ 市内の中学生以下は入館無料 ／
高校生以上は“３回の来館で元が取れるお得なパスポー
ト”を作って冬の水族館をお楽しみください！

魚津の多彩な自然を紹介します。
期間：１月２日㈭～４月20日㈪
場所：企画展示室（有料エリア内）

閉館時間のお知らせ
次の期間中は無料エリアの開館時間を短縮します。ま
た、「マリンゲート（海の駅蜃気楼側出入口）」と「ポ

ありそドーム
８:30～21:30

（火曜休館）

ートゲート（魚津港側出入口）」は閉鎖となります。

☎23-9800

期間：３月15日㈰まで
閉館時間：有料・無料エリアともに

17:00

ランニングコースが使用できない日（12月13日現在）
１月４日㈯

17:00まで

25日㈯

18:00まで

18日㈯

18:00まで

26日㈰

18:00まで

19日㈰

18:00まで

冬期休業中の施設

※１月１日（水・祝）～３日（金）は休館です。

ミラージュランド

ミラージュランド

☎24-6999

＼３月20日（金・祝）から、２機種のアトラクションが新登場！／

期間：３月19日㈭まで
問合せ：（一財）魚津市施設管理公社

☎24-6999

早月川パークゴルフ場
期間：４月１日㈬まで
問合せ：（一財）魚津市施設管理公社

☎24-6999

歴史民俗博物館
期間：３月31日㈫まで
問合せ：教育委員会生涯学習・スポーツ課
生涯学習・文化係
バイキング

☎23-1045

アラビアンメリー

2020-1
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Books info

＜絵本の読み聞かせ＞
おはなしを楽しむ会
毎週土曜日 10:30～
ひまわりの会
１月19日㈰ 10:30～

休 館 日

22-0462

１月１日㈬、２日㈭、３日㈮、６日㈪、
20日㈪、23日㈭、27日㈪

魚津市立図書館

開館時間

９:00～21:00

※土・日・祝は17:00まで

新着図書 『がんばらない料理』（たなかれいこ／著）、『私に似ていない彼女』（加藤千恵／著）
『小さな場所』（東山彰良／著）、『ふゆとみずのまほう

こおり』（片平孝／写真・文）

話題の一冊

作・絵／ヨシタケシンスケ

図書館シネマ倶楽部

『わたしのわごむはわたさない』

出版／PHP研究所

日時：１月12日㈰

①13:30～

ほか多数

②15:00～

場所：２階視聴覚室

ある日、ゴミ箱の横に落ちていた
わごむをもらった女の子。お兄ち
ゃんのおさがりでもない、みんな

①富士ファミリー

でなかよく使うものでもない、わ

富士山を背に立つ小さなコンビニを舞台

たしだけのものに無限の可能性を

にしたちょっと変わった大家族の奇跡の

想像します。子どもらしい発想を

物語です。（本編87分）

描いたユーモア絵本です。

図書館ボランティア募集

②コロッケ爆笑ものまね楽語会
大笑い文七元結

図書館で活躍してくださるボランティアを募集します。

ものまね芸を極めたコロッケが、伝統芸

図書館では、幅広い年代のボランティアの方が、リサイ

能に挑みます。“落語”を“楽語”と銘

クル図書や読み聞かせで活躍されています。

ぶんしちもっとい

打って、古典落語「文七元結」をものま

詳しくは、図書館までお問合せください。

新川学びの森天神山交流館
☎31-7001

学びの森寺子屋音楽教室
北井大貴先生のレッスンが始まります！
日時：第１・３㈮

18:00～22:00

ねキャラで大熱演！（本編71分）

休 館 日

開館時間

９:00～22:00
※１月19日㈰、26日㈰は17時まで

毎週木曜日
１月１日（水・祝）～３日㈮

池辺晋一郎のゆかいなクラシック講座vol.18
  「クロマティック・ハーモニカの調べ
～風が吹く、風を吸う～魚津の海とハーモニカと…」

※無料体験レッスン可（30分程度）
料金：6,000円／月２回（１回45分）
※初心者は別途テキスト代2,000円
楽器：アコースティックギター、エレ
キギター、ウクレレ
対象：初級～上級
申込・問合せ：新川学びの森まで

い け べ しんいちろう

▲池辺晋一郎

きたいひろき

北井大貴…富山県出身のギタリスト。県内外のミュージシャンとの
共演や講師として幅広く活動されています。

１本で全ての音階を演奏できるクロマティック・ハーモ
ニカの魅力に迫ります。池辺さんの楽しい解説と、世界

土曜のお昼はロビーコンサート
ミュージック・ランチ「にこにこコンサート」

的奏者和谷泰扶さんの演奏をお楽しみください。

学びの森キッズ＆ティーンズアンサンブルコーラスメン

場所：学びの森交流館桜ホール

バーによるコンサートが行われます。ロビーいっぱいに

出演：池辺晋一郎（お話）

広がる子どもたちの歌声をお楽しみください。
日時：２月８日㈯

19

わたにやすお

▲和谷泰扶

12:00開演（30分程度）

日時：２月16日㈰

14:00開演

和谷泰扶（クロマティック・ハーモニカ）
大野由加（ピアノ・案内役）

場所：新川文化ホールロビー

料金：2,000円／１名（全席自由席）

出演：学びの森キッズ＆ティーンズアンサンブルコーラス

※チケットを新川文化ホール、魚津サンプラザ、学びの森

メンバー、森内ゆう子（指揮）、中谷あつこ（ピアノ）

交流館などで販売します。詳しくはお問合せください。
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がん検診未受診の方へ

持ち物：受診券、検診料金、保険証

一般医
1/1(水・祝)
１/２㈭
１/３㈮

☑今年度の受診期限は２月29日㈯まで

１/５㈰
検診で「要精密検査」と結果が出た場合は、
必ず医療機関で精密検査を受けてください。

１/12㈰
1/13(月・祝)

健康相談会

男の料理教室

健康づくりイベント第３弾

輝く男のための料理「血圧を保つ」
日時：１月30日㈭ 10:00～
持ち物：エプロン、三角巾、
手拭きタオル
料金：300円
会場・申込・問合せ：健康センター

自宅でできる簡単“ながら”体操
日時：１月30日㈭ 13:00～15:00
場所：ありそドーム研修室
持ち物：運動靴、飲料、タオル
料金：210円
申込・問合せ：健康センター
※要予約、先着30名まで。

２/２㈰

歯科医
1/1(水・祝)
１/２㈭
１/３㈮
１/５㈰
１/12㈰
1/13(月・祝)
１/19㈰
１/26㈰
２/２㈰

奥村歯科医院
吉島
☎24-5757
羽田歯科医院
上村木
☎32-5507
リプラスデンタルクリニック
上村木
☎33-4618
加積野歯科医院
吉島
☎22-1108
医療法人社団TDOほんごう歯科診療室
本江
☎32-5585
やまざき歯科クリニック
本江897-1  ☎22-8971
歯科魚津医院
朝日町泊 ☎82-0468
野田歯科医院
入善町入膳 ☎72-0262
医療法人塩見歯科医院
入善町入膳 ☎74-1350

魚津市急患センター
診療時間
○夜間（毎日）19:00～22:00
場所・問合せ
富山ろうさい病院 22-1280
※中学生以下の急病、乳幼児のケガは、新川
医療圏小児急患センターで受診ください。

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

2020-1

広報うおづ

20

魚津市健康センター……………………………………………２４・３９９９

魚津市民で、接種を希望する下記の方に助成があります。（１回のみ）
接種対象：①65歳の方（経過措置として、今年度中に満70・75・
80・85・90・95・100歳となる方も対象になります）
②100歳以上の方（今年度のみ）
③60～64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）
※過去に肺炎球菌ワクチンの接種を受けた方は助成の対象となりません。
接種期限：３月31日㈫まで
接種料金：2,500円（生活保護世帯の方は減免制度あり）
接種場所：市内指定医療機関（要予約）

１/26㈰

親子ほっとステーション「あいあい」（健康センター内）２４・３９９９

高齢者肺炎球菌予防接種のお知らせ

１/19㈰

加納耳鼻咽喉科医院
吉島
☎23-1633
ありそクリニック
北鬼江
☎25-0120
魚津緑ヶ丘病院
大光寺
☎22-1567
船﨑内科小児科医院
本町
☎22-3912
浦田クリニック
本江
☎22-5053
宮本内科小児科医院
新角川
☎22-0122
大﨑クリニック
寿町
☎23-1001
新川病院
住吉
☎24-3800
桝﨑クリニック
北鬼江
☎22-8800

子育て支援センター「のびのび」（健康センター内）……２４・０４１５

☑年々検査数値が悪くなってきた…
☑検査数値の異常（肥満、高血圧、高血糖、脂質異常など）がいく
つかある…
☑検査数値を改善したい… など
ぜひ相談会へ！生活改善に向けて一緒に考えてみませんか。
日時：毎週月曜日 ９:00～11:00、13:00～16:00
  〃  火曜日 ９:00～11:00
  〃  金曜日 13:00～16:00
  （相談時間は30分～１時間程度です）
会場・申込・問合せ：健康センター（前日までに要予約）
※特定健診の結果、メタボリックシンドローム予備群及び該当の方
には、相談会の利用券をお送りしています。ご活用ください。

み ん な の 保 健 室

早期には自覚症状がほとんどなく、早期発見のためには、検診を受
けることが大切です。
◆申込先は、指定医療機関です。事前に予約してから受診しましょう。
◆受診券を紛失などされた場合は再発行しますので、健康センター
へご連絡ください。

休日当番医
（診療時間9:00～17:00）

子育

―育児のお役立ち情報―

て

母 子 保 健
持ち物
会 場

インフォメーション

４か月児健診 股関節脱臼検診

子育て支援センター

対 象
実施日
受付時間

お子様とご家族が、楽しく過ごせる場所を提供しています。また、専門
アドバイザーが育児相談に応じます。

開所時間等

康
査

子育て支援センター「にこにこ」
〈にこにこ広場〉
（かづみ認定こども園内）
平日 ９:00～12:00、13:00～15:00
吉島132（☎23-2225）

市内指定医療機関（要予約）

教

＜接種期限が３月31日㈫までのワクチン＞

対 象
実施日
受付時間

◆児童センターの「ひろば」へどうぞ
歯

未就学児とその保護者なら誰でも自由に参加できます。
つばめ、ひばり、すずめ…毎週月曜日 かもめ…毎週火曜日
ひばり

すずめ
（北鬼江）

かもめ
１月

（浜経田）

６日㈪ バルーンアート お正月遊び 小学生と遊ぼう

14日㈫

ボール遊び

20日㈪

21日㈫

和菓子作り

☎23-5133

すもう遊び

☎23-0500

ごっこ遊び

☎23-0522

音楽療法

27日㈪ わらべうた遊び ボールプール 育児相談会

おしゃべり大好き♡

お お む ね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。

２1
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28日㈫ かもめシアター

元気いっぱい！

３歳
いわしま

岩島

たくみ

匠海くん

☎23-1777

５ヶ月
なるせ

成瀬

そら

湊楽くん

科

開催時間 ９:30～12:30（各ひろば共通）

（六郎丸）

離乳食を始めて１か月以内の児
１/24㈮
10:00～10:25

生後９～10か月児とその家族
１/17㈮
10:00～10:25

フッ素塗布

親子で児童センターの「ひろば」へ参加しませんか？

つばめ

対 象
実施日
受付時間

もぐもぐ教室

◆医療機関を予約の上、お子様の体調の良い時に接種して下さい。
◆市外の医療機関で接種を希望する場合は、健康センターへご相談ください。
◆母子手帳で接種歴を確認し、未接種のものは接種しましょう。

（新金屋）

平成28年７月生まれの児
※事前に案内を送ります
１/22㈬
13:00～13:30

室

〇麻しん・風しん混合 第２期…保育園・幼稚園年長相当のお子さま
〇ジフテリア・破傷風 第２期…小学６年生相当のお子さま

１月

平成30年６月生まれの児
※事前に案内を送ります
１/14㈫、２/４㈫
13:00～13:30

ごっくんルーム（栄養相談）

予防接種のご案内

開催日

象

実施日
受付時間

こども園HPでご確認ください。

会場

象

実施日
受付時間

対

◆行事の案内などは、それぞれ魚津市子育て支援センターHP、かづみ認定

予診票、母子健康手帳、保険証

対

３歳児健診

◆「のびのび」「にこにこ」とも、新年は１月６日㈪から開所します。

持ち物

満４か月児
１/８㈬、２/５㈬
第１子
12:45～13:00
第２子以降 13:00～13:15

１歳６か月児健診

診

〈のびのび広場〉
平日 ９:00～12:00、13:00～16:00
子育て支援センター「のびのび」
〈赤ちゃん広場〉
（魚津市健康センター内）
身体測定や育児相談を行います
吉島1165（☎24-0415）
日時 １/15㈬ ９:30～11:00
対象 生後６か月までの赤ちゃんとその家族

健

名称・連絡先

母子健康手帳
健康センター

※１歳６か月児健診で申込まれた方
対 象 ２歳６か月になる児
実施日 １/17㈮
受付時間 13:00～13:30
対 象 ２歳または３歳になる児
実施日 １/23㈭
受付時間 13:00～13:30

妊婦さんの集い
先輩ママや赤ちゃん、妊婦さん同士で交流し
ましょう。助産師さんのお話もあります。
日時：１月15日㈬ ９:30～11:45
対象：妊娠中期～後期の妊婦さん
会場・申込・問合せ：健康センター
※前日までに要予約。

Uozu News
11

新川高校コミュニティビジネス部
29 市社会福祉基金へ寄付

10

19

～

11

―まちの出来事―

各地区で意見交換
29 市長のタウンミーティング

新川高校コミュニティビジネス部から、魚津市社

「新時代の魚津のまちづくり」と題して、市内

会福祉基金へ10万円の寄付をいただきました。部で

13地区で市長のタウンミーティングが開催されま

は、加積りんごを使った「リンゴバター」を開発

した。今年度は、持続可能な行財政運営を目指し

し、様々なイベントで販売しています。売上金の一
部を今回ご寄付いただき、市長から感謝状が手渡さ
れました。生徒たちは、リンゴバターの商品化につ

て現在取り組んでいる行財政改革と、令和３年度
からスタートする新しい総合計画の策定に向けて

いて「何度も試行錯誤したので、たくさんの人に食

の２つのテーマで行われました。公共施設運営や

べてもらい、りんごの産地としてアピールしていき

各施策・事業の見直し、各地区が抱える課題な

たいです」とこれからの抱負を語りました。

ど、活発な意見交換が行われました。

12

駅前通りを鮮やかに彩る
６ イルミラージュUOZU点灯式

11

12

17

住宅密集地の火災を想定
１ 消火訓練・避難訓練を実施

あいの風とやま鉄道魚津駅前では、今回で29回目

住宅密集地域での大規模火災発生の防止を図るた

を迎えるイルミラージュUOZUの点灯式が行われま

め、大町地区と村木地区の一部で、初期消火訓練と

した。冬の訪れとともに、駅前通りに今年も鮮やか

避難訓練が行われました。魚津大火などでの教訓か

なあかりが灯りました。点灯式では、魚津第二保育

ら、両地区では、平成29年度からモデル地区として

園の園児が「ジングルベル」の歌とハンドベルの演

火災の早期発見や初期消火活動の推進のための機材

奏を披露し、駅前は笑顔と元気であふれました。合

を整備してきました。訓練では、自主防災組織、消

図とともに一斉に電飾がライトアップされ、参加者

防団、住民などが参加し、連動式住宅用火災警報機

は「きれい！」と声をそろえ、彩りに見入ったり、

や消火器などの機材を用いて、火災発生時を想定し

写真に収めたりしていました。

た対応や役割を丁寧に確認していました。
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地域のイベント情報をお寄せください

12

→

23-1015

児童が描いた絵を市民バスに
14 ラッピングセレモニーを開催

23-1076

FAX

12

info@city.uozu.lg.jp

子供も大人も気軽に楽しく！
７ ボッチャ体験交流会

市では、子どもたちに市民バスをより身近に感じ

市民スポーツ普及の一環で、ボッチャ競技の体

てもらおうと「魚津にこんなバスがあったらいい

験交流会が北陸電力株式会社新川支店で行われま

な」をテーマに、今年度初めて市民バス・地鉄バス

した。子ども連れなど約100名が参加し、ボッチャ

の利用促進ポスターを募集しました。この日は、ポ

のルール説明を受けながら競技を体験しました。

スターを描いた児童２名も参加し、バスに絵を張り

ボッチャ競技は、2020東京パラリンピック正式種

つけました。完成したバスを見て、児童は「うれし

目で、誰でも気軽に楽しむことができ、競技者の

い」と笑顔を見せました。今回ラッピングしたのは

年齢に関係なく最後まで勝敗が分からないことが

「経田－道下ルート」を走るバスで、約１年間運行

特徴です。参加者は、投げたボールの行く末に一

します。

喜一憂しながら競技を楽しみました。

編集後記
新年あけましておめでとうございます。よく
聞く「一月往ぬる二月逃げる三月去る」で言う
ところの１月がやってきました。昨年５月の大
型連休以来の年末年始、みなさんいかがお過ご
しでしょうか？毎月拝見している地元情報誌に
星座占いが掲載されいるのですが、私の星座の
欄では、１月は「マイペースがテーマの１ヶ
月。お出かけなどは計画的な行動が吉」とお示
しされておりました。マイペースと言いつつ、
ボーっと過ごして、せっかくのお休みが往ぬる
ことの無いよう、計画的にお正月を過ごしたい
と思います。（ほ）

おおはた

としゆき

大畠

敏行さん

（88歳・上中島地区）

明るく元気な大畠さ
ん。これまで、農業を中
心にお仕事をされたそう
ですが、思い出を伺う
と「冬の間に何かしたい
と思って、職業安定所の
紹介で、トヨタへ出稼ぎに行かせてもらったこ
とかね」と話されます。他にも、岐阜や兵庫な

市の人口

ど、冬期間を活用していろんな場所に働きに出

住民基本台帳調べ（外国人含む）

たそうです。元気に暮らす秘訣を聞くと「常に

（令和元年11月末現在） 前月比 前年比

男

20,294人

－８

－165

女

21,419人

－37

－230

計

41,713人

－45

－395

－１

＋108

世帯数 17,010世帯
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にいかわの守紙は、魚津の間伐材を活用
した紙です。今月号の広報（24ページ）に
よって間伐された森林面積は1,300㎡とな
ります。これは、テニスコート約５面となり
ます。

魚津産間伐材
有効活用量

４.８ｔ

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

頭と体使って日々生活すること」とおっしゃい
ます。最近嬉しかったことは「うちの横に孫の
家ができたことやね」と笑顔で教えてくれまし
た。これからもますますお元気で。

2020

№890

さわやかな休日の朝、新川学びの森天神
山交流館に子どもたちの元気な声が響き渡
ります。今回ご紹介するのは、キッズ＆テ
ィーンズアンサンブルコーラスメンバーの
みなさんです。市内外の小学生から 歳ま
での「歌が好き」、「歌に興味がある」
名が参加しています。２月に新川文化ホー
ルで開催する「にこにこコンサート」に向
けて、週１回程度練習されています。
講師を務める魚津市出身の音楽家、森内
ゆう子さんに活動の目的を伺うと「音楽人
口を増やすきっかけ作りになればと思い、
毎年取り組んでいます。このコーラスを通
じて、子どもたちに音楽の楽しさを伝え
たい」と話されます。メンバーの高校生は
「昔から音楽が好きで参加しました。この
活動での経験を活かして、将来は舞台で活
躍したいです」と、参加の理由や将来の夢
を教えてくれました。
メンバーの中には、小さいお子さんもい
るため、近年は「コンサートまで期間が
限られる中で、年代問わず親しみやすく覚
えやすい、ディズニーソングや最新のヒッ
ト曲を選ぶようにしています」と工夫され
ているようです。今後の活動について森内
さんは「これからもぜひ続けていきたいで
す。コンサートでは、たくさんの方々に、
子供たちの元気な姿をご覧いただきたいで
す！」と熱く語られました。コンサートの
大成功とこれからの活躍に期待です。
19
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▲指導する森内ゆう子先生

かな

幸成くん

えぐち

果那さん

江口
こうせい

河﨑

５年生
かわさき

ぼくの将来の夢は消防士にな

私の将来の夢は小児科医にな

ることです。理由は、テレビで

ることです。私は小さい頃から

消防士のドキュメンタリー番組

体が弱く、よく病院に行ってい

を見て、人が人のためにここま

ます。病院に行くたびに小児科

で努力するのかと思い、自分も

医の先生が診療して、薬を出し

人を助ける仕事である消防士に

てくれます。そのおかげで元気

なりたいと思ったからです。ぼくは剣道を習ってい

に過ごすことができるのです。そんな先生の姿を見

ます。剣道で学ぶ礼儀や集中力、体力などは、きっ

て、私も苦しんだり大変な思いをしたりしている子

と消防士となった時に役立つと思います。簡単な仕

供たちを助けてあげたいと思うようになりました。

事ではないと思いますが、努力して人の役に立つ消

一人でも多くの子供たちの命を救い、笑顔でいっぱ

防士を目指したいと思います。

いにしたいです。

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

５年生

みんなに届け！
わたしたちの歌声

月号

キッズ＆ティーンズ
アンサンブルコーラス

1

▲練習中の皆さん

※にこにこコンサートの詳細は、19ページの新川学びの森天神山交流館の欄に記載しています。

星の杜小学校
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