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あけましておめでとうございます。今年は丑年です。魚津のこと
がギュウと詰まった広報うおづをお送りします。

令和３年度からの 年間を計画
期間とする第５次魚津市総合計画
では、「ともにつくる 未来につ
なぐ 人と自然が輝くまち魚津」
を将来都市像とし、喫緊の課題で
ある人口減少対策をはじめとする
各種施策にオール魚津で取り組ん
でまいりたいと考えております。
昨今、少子化が進み、地域での
子どもの遊ぶ声が小さくなってい
くなか、未来にはばたく子ども達
が、夢を持ち、伸び伸びと育つ環
境づくりが求められています。ま
た、全国各地が、人口減少対策と
して地方創生に取り組んでいる中
で、市外の人々に魚津市を選択し
てもらうためには、これまで以上
に豊かな自然の魅力をブラッシュ
アップし、発信していく必要があ
ります。
これらの喫緊の課題に対処して
いくためにも各部局が連携し、横
断的な視点を持ちながら「次代を
担う子ども達の学び・遊び・健康
づくりの支援」や「人と自然が織
りなす、歴史と自然が共存する魚
津の魅力充実」を加速化させる取
組を強化いたします。
市民の皆様には、将来も希望を
持つことが出来るまちづくりの実
現のため、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。

２

蜃気楼ロードが日本風景街道に登録（３月）
登録証伝達式 ７月27日

３

東山円筒分水槽が登録有形文化財に
４月３日

４

市内でクラスターが２件発生（８月）
「感染拡大防止」を呼びかけ

５

みらパーク音楽祭（９月）
NAPsによる魚津総合公園の賑わいづくり

６

さんさん介護予防倶楽部
じゃーんとこい開所式 10月７日

７

市内でクマの目撃が多発
クマ被害防止対策合同パトロール

８

東山円筒分水槽隣接地にポケットパーク完成
地域の賑わいを創出 12月６日

４

村椿 晃

明けましておめでとうございま
す。令和３年の新春を、皆様方と
ともに寿ぎたいと存じます。
昨年を顧みますと、世界で感染
が拡大した新型コロナウイルス感
染症は、人々の生命のみならず、
経済や社会生活に大きな影響を与
えました。
ウイルスが蔓延しやすい冬期を
迎え、市民の皆様には、引き続き
感染防止対策の徹底をお願い致し
ます。
本市では常に県内の感染状況の
情報収集に努め、今後も市民の皆
様に必要な情報を発信するととも
に必要な対策を躊躇なく実施して
まいります。
本市の少子高齢化や人口減少に
伴う地域経済の縮小などの課題に
つきましては、引き続き厳しい状
況にあります。

魚津浦の蜃気楼（御旅屋跡）が国の登録記念物
（名勝地）に ３月10日
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魚津の主な出来事
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魚津市長
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11月２日

石倉 彰

の生命と健康を守ることを最優先
に考え、新しい生活様式などウイ
ズコロナの時代に対応した社会環
境づくりを進め、さらに地域経済
の活性化にも行政とともに努めて
まいります。
本年４月には、今後 年間の本
市のまちづくりの指針となる第５
次魚津市総合計画がスタートしま
す。人口減少や少子高齢化の急速
な進行、多様化する市民ニーズや
様々な地域課題に対応していくた
めには、「ともにつくる 未来に
つなぐ 人と自然が輝くまち魚
津」を将来都市像とした総合計画
を着実に実行していかなければな
りません。
市議会といたしましては、市民
の皆様の声を可能な限り身近に聞
き、行政に反映していくことが、
重要な責務であると考えておりま
す。本年も、「市民に真に開かれ
た議会」を目指し、政策提言はも
とより、行政の監視・チェック機
能を高め、住みよいまちづくりに
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、新年のご挨拶といた
します。

５

８

６

令和３年 新年賀詞交歓会は、新型コロナウイルス感染症拡大
☎ １･０１６
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防止のため、中止します。 企画政策課秘書係

23

明けましておめでとうございま
す。市民の皆様には、令和３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、全国的
な新型コロナウイルス感染症の発
生と拡大による影響から、本市に
おいても市民生活や経済活動に大
きなダメージを受けた厳しい年で
ありました。市議会では、様々な
新型コロナウイルス感染症への対
策を市当局とともに進めてまいり
ました。
そのような状況の中にも、「魚
津浦の蜃気楼（御旅屋跡）」「東
山円筒分水槽」が国の登録記念物
や登録有形文化財に登録されるな
ど喜ばしいこともありました。昨
年末には、東山円筒分水槽隣接地
にポケットパークが整備され、今
後、観光客の来訪等による賑わい
創出が期待できるところです。
厳しい状況は今後も続くものと
思われますので、引き続き、市民

魚津市議会議長

10

発熱などがある場合の受診・相談方法
問

新川厚生センター魚津支所

☎24-0359

発熱などの症状がある方は、まずは地域の身近な医療機関（かかりつけ医など）でご相談ください。
相談する医療機関がわからない場合は、新川厚生センター魚津支所にご相談ください。
まずは
を
お電話

かかりつけ医
などがいる

発熱などの
症状がある方

※相談した医療機関から、診療・
検査などが実施できる医療機関を
案内される場合があります。

どの医療機関に
相談すればよいかわからない

受診・相談センター
（新川厚生センター魚津支所）に相談

☎24-0359

身近な医療機関
（かかりつけ医など）
に電話で相談のうえ受診

身近な
医療機関の案内

案内された医療機関へ
電話で相談のうえ受診

※医療機関を受診する際は、医療機関の指示に従いましょう。また、マスクを着用するほか、
手洗いや咳エチケットの徹底をお願いします。

の方

上
5歳以

6

6

60～

方

部の

一
4才の

新型コロナウイルス感染症

無症状の方のＰＣＲ検査費用を助成
問

魚津市健康センター

☎24-3999

▶対象者：次の①②の両方を満たす方
①魚津市の住民
②新型コロナウイルス感染症が拡大している地域の方と接触がある場合などで、
無症状でＰＣＲ検査を希望される65才以上の方
※60～64才で心臓・腎臓・呼吸器又は免疫の機能障害で身体障害者手帳１級の方も
対象となります。
▶実施期間：１月４日㈪～３月31日㈬まで（１人１回）
▶助成金額：自己負担額相当（5,000円）を差し引いた額に対し上限20,000円
▶手続き：事前に、健康センターに電話でお問い合わせください。
魚津市内の医療機関で検査の場合→健康センターで助成券を発行します。
県外・市外の医療機関で検査の場合→検査料金を全額お支払いいただき、
領収証を持参の上、後日手続きとなります。
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魚津市内の飲食店を応援！

7,0

じゃんとこいプレミアム飲食券

5,000円で販売

40%のプレミアム

魚津商工会議所と連携して魚津市内の飲食店を応援するため、市内の取扱加盟店で利用できる
期間限定、プレミアム率40％の飲食券を発行します。
販売価格：１セット5,000円（7,000円分

500円×14枚綴り）

使える飲食店
は
魚津商工会議
所HPで

お一人様 ４セットまで購入可
10,000セット発売（売り切れ次第終了）
販売日時：１月８日㈮・９日㈯

10:00～17:00

販売場所：①魚津商工会議所ビル１階
②ありそドーム

で
購入
４冊 得に！
円お
8,000

利用期間：１月８日㈮～３月15日㈪

▶魚津商工会議所窓口

９:00～17:00（平日のみ）

▶魚津駅前観光案内所

９:00～18:00（土日も販売）

▶魚津市役所商工観光課

９:00～17:00（平日のみ）

問

売れ残った場合は、１月12日㈫より次の窓口で販売

じゃんとこい
プレミアム飲食券

じゃんとこいプレミアム
飲食券事業事務局
（魚津商工会議所内）
☎22-1200

今年の冬は、いつもと違う、初めての冬です
年末年始の感染拡大を防ぐために、引き続きのご協力をお願いします。

出典：内閣官房ホームページ
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調査結果について一部ご紹介します

市民意識調査
まちづくりにおける最も基本的な計画「第４
次魚津市総合計画」に基づき、これまで実施し
てきた施策などに対する評価を把握するため、
市内在住の18歳以上の方1,000人を対象に市民意
識調査を行いました。また、今回は、新型コロ
ナウイルス感染症に関する設問を加えました。

Ｑ

直近５年間の主な出来事や事業を時系列
で振り返りながら、市の取組に対して、
１～５点の５段階（５点が最も高い評
価）で評価を伺いました。

市の取り組みに対する
点数評価（５段階評価）

▶平均点は3.22点

3. 9

５点

23. 5

４点

42. 6

３点

9. 1

２点

2. 1

１点

18. 9

無回答
0

Ｑ

25

無回答数をいた平均点は3.22点となり、中間点
の３点を上回る結果となりました。
一方で、無回答率が３番目に高いことに着目し
て、「無回答＝取組に対する評価はできない」
と仮定すれば、取組の周知不足や市政に関心を
もってもらうための工夫が不足していたと推察
することもできます。

50（％）

新型コロナウイルス感染症に関する調査
結果です。結果を踏まえ、状況に応じて
補正予算や次年度以降の予算で必要な事
業を検討します。

日常生活で影響があった事
不安に感じている事（３つ）
43. 1

心身の健康状態

42. 1

医療体制

33. 0

仕事や収入

32. 1

趣味や娯楽・レジャー

26. 7

買い物

18. 7

教育・子育て

▶対策

9. 8

公共交通の利用

5. 7

影響や不安は無い
0

調査期間前後で、市内での感染事例が相次いで
確認されたこともあり、「コロナ疲れ」による
心身の健康状態や、感染拡大による医療体制を
懸念する回答が比較的多い結果となりました。
年代別では、50代以上の年代で「心身の健康状
態」と「医療体制」の回答率が高い結果となり
ました。一方で、20～40代は「教育・子育て」
の回答が多く、上記２項目は比較的少ない傾向
にありました。

29. 6

噂話や風評被害

▶傾向

25

50（％）

コロナ対策として、これまで６回の補正予算によ
る取組を実施しました。詳しくは、市HP「新型
コロナウイルス関連情報」で公開しています。
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情報はどこで確認していますか（いくつでも）

新聞、テレビなど
マスメディア

92. 5
46. 7

家族や知人の話

12. 5

関係省庁などのHP
会員制交流サイト
（ＳＮＳ）

10. 3
1. 6

確認していない
0

テレビや新聞などから情報を得ているという回
答が約９割を占める結果となりました。

▶補足

17. 5

市ホームページ

▶傾向

50

100（％）

関連して付した自由意見欄では「情報が不十
分」、「情報が遅い」といった内容のご意見を
多くいただきました。感染状況については、情
報元となる富山県が発表する内容に基づき、市
HPや魚津市緊急情報配信サービスによるメール
配信などでお知らせしています。今後も、市民
のみなさまに必要な情報が行き渡るよう各種媒
体を通じて、速やかに発信していきます。

調査概要
▶抽出方法：層化無作為抽出
（地区の人口や年代に応じた抽出方法）
▶調査期間：令和２年８月17日㈪～９月４日㈮
▶調査方法：郵送返送方式
▶有効回答数：439件

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。
問合せ：企画政策課広報広聴係

☎23-1015

魚津市でもロケが行われました
だい

映画「大コメ騒動」富山県先行公開！
実際の米騒動をモデルに本木克英
監督（富山市出身）が約３年の歳月
をかけて作り上げた注目の作品！
米の値段の高騰に立ち上がった女
性たちの姿を鮮やかに表現した大痛
快エンタテインメント！飛び交う言
葉もすべて富山弁で、魚津市でもロ
ケが行われています。ロケ地となっ
た富山の魅力をPRして、一緒に映
画を盛り上げましょう！

©

２０２１「大コメ騒動」製作委員会

１月１日～
先行公開
県内３カ所で

公開場所：TOHOシネマズファボーレ富山
JMAXシアターとやま

魚津の米騒動
地元の新聞記事によって富山県内に大きく報じられました。この
あと県内各地に騒動が広がり、20市町村、５千人以上が騒動に参加
したと言われています
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公式HPはこちら ▶▶▶
問

※米倉の内見については魚津市教育委員会
（☎23-1045）にお問合せください。
米騒動についてもっと知りたい方はこちら。 ▶▶▶

TOHOシネマズ高岡

商工観光課観光戦略係
☎23-1025

確定申告相談会場のご案内

2 16日㈫～3月15日㈪
（土・日・祝日を除く）

9:00～16:00

▶時間：

魚津税務署

（魚津合同庁舎）
５階 確定申告会場

※本年は会場内の混雑緩和のため、入場整理券が必
要となります。入場整理券の配布状況に応じて、
後日の来場をお願いすることがあります。
※ご自身で作成された還付申告書は１月から受付を
します。

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。お早めにマイナンバーカードの取得
をお願いします。

前予約は受け付けていません。確定申告会場をご
利用ください。

給与支払報告書の提出について

事業主の方は、給与支払報告書を従業員の方の令
和３年１月１日時点の住所地である市区町村へ２月
１日㈪までに提出してください。

受給
年金を
へ
いる方
されて

問

☎23-1009

問

☎23-1148

魚津年金事務所

☎24-5153（音声案内①→②）

ねんきんダイヤル

障害者・特別障害者控除
社会福祉課介護保険係（④番窓口）

源泉徴収票は大切に

令和２年中に老齢または退職を支給事由とする年
金を受けられた方に「令和２年分公的年金等の源泉
徴収票」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。
問

※平成29年度から富山県内では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。
税務課住民税係（⑭番窓口）

☎24-1370

確定申告には、ご自身のスマートフォンやパソコ
ンでご利用いただけるe-Tax（電子申告）が便利で
す。（マイナンバーカードとＩＣカードリーダライ
タ、またはマイナンバーカード読取対応のスマート
フォンが必要です）

※税務署では１月から３月の間、申告相談に係る事

の
事業主
皆様へ

魚津税務署

スマホやパソコンで自宅から申告

▶期間： 月

▶会場：

問

魚津税務署

認定

区分

☎0570-05-1165

身体障害者
に準ずる

知的障害者
に準ずる

要介護２以上の認定を受けている65歳以上の方につ
いて、知的障害者、身体障害者に準ずる状態または寝
たきりの状態であることが認められる方に対して、申
請により確定申告用の認定書を交付しています。

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

【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２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。

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
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魚津総合公園

冬も「みらパーク」に行こう！
者
初心

― ―

迎

大歓

―

つながるパークヨガ
ウィンターバージョン
無料休憩所「みんなのみなと」のイスを使用した、新感覚
のチェアヨガ。
暖房のきいた屋内で、無理な動きの少ないヨガを。運動
が苦手な方も安心できる内容です。

１月20日（水）・24日（日）

▶日時：

―

当日
は
イスを
使用
します

10:00～11:00

▶場所：無料休憩所「みんなのみなと」

▶講師：五十嵐セーヴァートマ健 さん（魚津市在住）
▶定員：10名（要予約・申込順）

▶参加費：500円/回

▶持ち物：ヨガマット or 汚れても良いバスタオル
※詳しい内容はHP、公式SNSをご確認ください。

「みんなのみなと」
シェアカフェ営業中
みらパークにある無料休憩所「みんなのみなと」は冬期も
カフェの営業をしています。
ふらっと気軽にリフレッシュ、リラックスしに来ませんか？
こだわりのコーヒーとともに、パークコンシェルジュがお待ち
しております。
▶営業時間：木・金・土 10:00～15:00
※臨時休業日もありますので、公式SNSでご確認ください。

みらパーク公式SNS
Withコロナの中で、新しい公園の使い方を提案したり、パークコ
ンシェルジュ通信を発信したりして、みらパークの魅力を更新して
います。

▲Facebook

▲Instagram

▲LINE

その他、「みんなのみなと」では、子育て支援企画や季節を楽しむ企画など冬を楽しむミニイベントを予定しています。
問
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魚津総合公園賑わい創出に向けたパートナーシップ構築事業 NAPs（担当：飛世、中島）
☎080-7290-6247（平日９:00～15:00）メール:contact@uozupark.com HP: https://uozupark.com

2021-１

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベント等につきましては、中止又は延期となる場合があります。

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

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。

魚津市農業委員会事務局
（農林水産課内）☎ １･０３２

各種申請書・届出書は、市

ついてご確認をお願いしま

年作に向けてご自身の契約に

行うこととなりますので、来

事業又は農地法第３条により

ください。

（農林水産課内）までご連絡

れる場合は魚津市農業委員会

農地中間管理事業を活用さ

の集積・集約化を行っていま
す。この事業に協力していた
だく農地の出し手や、地域の
皆さまへの支援措置もありま
すので、活用をご検討くださ
い。

農地の利用権の設定期間の

10
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農地の利用でお困りの方へ

農地 のことは農業委員会 にご相談 を

問

要です。その場合、農地中間

から入手できます。

富山県農地中間管理機構

す。

役所

相続（遺産分割、包括遺

（富山県農林水産公社）が、

管理事業、利用権設定等促進

農地を農地のまま売買など
贈、特定遺贈などを含む）や

農地を貸したい農家（出し

相続などによって農地の権
利を取得したとき

しようとする場合は、農業委
法人の合併・分割、時効など

手）から中間的受け皿として

農地の売買、貸し借り、宅
地などへの転用を行う場合

員会の許可が必要です。（農
により農地の権利を取得した

農地を借り受け、意欲ある担

農地を活かすため
農地中間管理事業を活用し
ましょう

地を耕作目的で貸し借りする
ときは、権利を取得したこと

▼届出が必要です

場合は、利用権設定等促進事

い手（受け手）に貸し付ける

以内に農業委員会へ届出を行
う必要があります。

ことで、地域の担い手に農地

か月

HP

【利用権設定等促進事業】
【農地法第３条】

を知った時から、概ね

できます）
また、農地を宅地などに転
用しようとする場合は、事前
に県知事の許可が必要です。
無断で転用した場合や許可ど

農地の適正な利用に
ご協力ください

農地の利用権

耕作放棄地は、害虫の発生
や雑草の繁茂など周辺の農地

▼設定期間の確認を
が遊休化した場合も、草刈り

終了後、引き続き耕作をされ

※直接

おりに転用しなかった場合
は、工事の中止などの是正指
導や罰則が科せられることも
あります。

へ悪影響を及ぼすことになり

を行うなど農地の適正な管

る場合は再契約の手続きが必

ます。農地の所有者は、農地

理・利用にご協力ください。

【農地中間管理事業】

業などでも農地の貸し借りが

▼許可が必要です

23

受け手

所有者

受け手
（担い手）
農地中間
管理機構
所有者
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１年間の無火災を祈る

令和３年 消防出初式
日時：１月９日㈯

魚津消防署庶務係

☎24-7980

【出初式 交通規制図】
片側通行・通行止め

第２分庁舎

９:00～12:00

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

※県道魚津停車場線を通過します
観閲行進

11:20

消防車両25台

▶日時：１月16日㈯ ９:30～
▶場所：魚津港南地区（上口）

（団員の行進なし、防災ヘリなし） 市役所周辺

11:40

一斉放水

※「感染予防対策」のため、参加団員数を大幅に縮小し
開催します。
※市役所周辺で交通規制を行います。また、市役所正面
駐車場と山側職員駐車場は駐車禁止となります。ご協
力をお願いします。（交通規制図参照）
※市中パレードは「にいかわ信金本店前」～「末広町交
差点」～「新金屋交差点」～「市役所」のルートとな
ります。

至国道８号

【海上出初式・冬季海難救助訓練】

本店前から市役所
まで

●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

市役所前公園

【文化財防火訓練】
１月26日は文化財防火デーです。魚津市には
多くの文化財が残されており、登録有形文化財
に指定されている「富山県立魚津高等学校 講
堂」において文化財防火訓練を実施します。
▶日時：１月17日㈰ ９:00～
▶場所：富山県立魚津高等学校
※会 場周辺で交通規制及びサイレンの吹鳴を行
ないます。

魚津市成人式

日時：１月10日㈰

10:00～

問

― 令和３年 ―

生涯学習・スポーツ課
生涯学習・文化係 ☎23-1045

（９:30 受付開始）
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。
※開催に向けて準備を進めていますが、今後
の新型コロナウイルス感染症の拡大によって
は、中止となる可能性があります。
※成人式開催に関する情報は、ホームページ
でお知らせします。
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※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベント等につきましては、中止又は延期となる場合があります。

ご受賞おめでとうございます

お知らせ

i nfo

食品衛生事業功労者厚生労働大臣表彰

（食品衛生優良施設）

か わ ち や

▶株式会社 河内屋
昭和22年（1947年）魚津の地で、河内屋蒲鉾製造
所の第一歩を踏み出てから、高度な衛生管理による
安全で安心できる商品の提供を続けています。2007
年には食品安全マネジメントシステムの国際規格
「ISO22000」の認証を取得し、現在も更新をし続け
ています。また、「ＨＡＣＣＰ（ハサップ）」の考え
方に基づき、社長をはじめとする従業員一人一人が衛
生管理を常に心がけています。
▶問合せ：食品衛生協会

イベント

EVENT

☎24-7351

魚津をもっと好きになるフォーラム

魚津市まちづくりフォーラム2021

「関係人口×地域の魅力による幸せなまちづくり」
をテーマに、多様な人が関わり地域特性を活かしたま
ちづくりを実現するためのフォーラムを開催します。
▶日時：２月14日㈰

12:00 開場

▶会場：新川文化ホール
●13:10～

13:00 開会

小ホール

基調講演
雑誌『ソトコト』編集長

魚津市教育振興基本計画

パブリックコメントの実施

市では「第２期 魚津市教育振興基本計画」の策定
を進めており、この計画（案）に対する市民の皆様の
ご意見を募集します。
▶期間：１月20日㈬まで（必着）
▶閲覧場所：魚津市HP、魚津市教育委員会、
地域協働課、こども課、各地区公民館
▶提出方法：持参、郵便、ＦＡＸ、メールのいずれか
の方法で、ご提出ください。
（意見提出者の住所・氏名・連絡先をご記入ください）
▶提出先・問合せ：魚津市教育委員会 教育総務課
☎23-1043 FAX23-1052
education@city.uozu.lg.jp

募

安価でPRできます

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

広告の場所

費用

指出一正 氏

●14:30～ パネルディスカッション
TUNAGU PROJECT/藍染め屋aiya 南部歩美 氏
設計士/MCRSTOREオーナー 原誠 氏
（一社）おやまちプロジェクト 高野雄太 氏
唐桑半島ペンターン女子 根岸えま 氏
●15:30～ 地域振興会による活動発表
（大町、上野方、経田、西布施）
主催：魚津市、一般財団法人自治総合センター
後援：総務省
協力：魚津市自治振興会連合会
魚津市地域おこし協力隊
▶問合せ：地域協働課協働推進係

募

第２期

☎23-1017

液晶テレビ
モニター

市街地
巡回ルート
（東、西回り）

運転席後ろ
※全ての座席

月額

からハッキリ

5,000円

見えます

座席の後ろ
座席裏広告

市民バス
全ルート

※後部や周辺

月額

のお客様へ

１枚につき

細かい内容も

1,000円

ＰＲできます

▶問合せ：環境安全課生活交通係

☎23-1380
2021-１
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マイナンバーカード

i nfo

臨時申請・受け取り窓口を開設
市民課 市民係（総合案内窓口）

１月９日㈯・23日㈯ ９:00 ～12:00

―

魚津市役所

マイナンバーカードの申請をサポートします

１月17日㈰ 10:00～13:30

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。
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
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
▶電子証明書の更新
電子証明書の有効期限のおよそ３か月前にご自宅に
届く「電子証明書の有効期限通知書」で必要書類をご
確認の上、お越しください。
▶問合せ：市民課市民係（②番窓口）☎23-1075

イベント

EVENT

クロカンスキーで雪の片貝へ

第４回 水の学び舎ツアー

歩くスキーで冬の片貝をまんきつ！
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。クロスカントリースキー初心者でも大丈夫！
手取り足取り安全第一ですので、安心してご参加いた
だけます。
▶日時：２月14日㈰ ８:40～13:30頃
埋没林博物館駐車場集合
少雨決行 積雪が少ない場合は中止
▶見学場所：片貝山ノ守キャンプ場周辺など（予定）
▶定員：12名（申込順、５名に満たない場合は中止）
▶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18日㈪～29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
13
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臨時サポート窓口を開設

アップルヒル

▶カードの受け取りを希望される方（申請済みの方）

▶マイナンバーカードの申請を希望される方

―

お知らせ

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
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
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）
▶マイナポイントの申込みをサポート
マイナポイントの申込みに必要なもの
①マイナンバーカード
②マイナンバーカード作成時に設定した
数字４桁の暗証番号
③決済サービスIDやセキュリティコード

イベント

EVENT

女性限定

婚活力UPセミナー

魅力を伝えるプロフィール写真をとろう

婚活において、最初のコンタクトはプロフィール写
真です。この写真の印象で、相手を引きつけられるこ
ともあれば、チャンス
を逃していることもあ
ります。
魅力的な写真を撮る
ためのポイントを説明
します。
▶日時：１月30日㈯
①10:00～10:50 ②11:00～11:50（各５名）
▶会場：tete studio（魚津市中央通り1丁目４-８）
▶対象：20歳以上の独身女性（10名 申込順）
魚津市在住・在勤、マリッジサポート会員
▶参加費：2,000円
▶申込み：氏名、年齢、住所、電話番号をメールでお
知らせください。
uozu-konotori@city.uozu.lg.jp
※当日、マリサポ会員登録の受付あり。
▶問合せ：地域協働課市民交流係

☎23-1131

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベント等につきましては、中止又は延期となる場合があります。

く ら し

中小事業者などへ
固定資産税の軽減
税務課資産税係
（⑬番窓口）☎
１･０６９

新型コロナウイルス感染症
の影響により、事業収入が前
年同期と比べて ％以上減少
した中小事業者などは、事業
用家屋と償却資産に対する固
定資産税が軽減されます。軽
減には申告が必要です。申告

１･０６９

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・３・４階）
※いず れ も ３ Ｄ Ｋ 、 駐 車 場 ２
台分つき、家賃６万円
●申込期間 １月４日㈪～
日㈮

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

14
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２月１日 まで
償却資産の申告
税務課資産税係
（⑬番窓口）☎
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 ２月１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。

※労働者、事業主を問わず相談可能

市営住宅・特公賃住宅の
空室情報

市役所３階 ミーティングルームＡ

総合労働相談

29

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８日㈮
午後１時半～３時半
●会場 あると４階（魚津緑
ヶ丘病院敷地内）
●参加費 １００円
※参加 を 希 望 す る 方 は 事 前 に
ご連絡ください。マスク着
用でご参加ください。

21日㈭ 13時半～16時

☎076-441-0432

市役所３階 都市計画課

富山県社会保険労務士会

随時

☎23-1031

住宅相談

都市計画課建築住宅係

市役所１階福祉相談室

☎24-2255

７日㈭ 10時～11時半

富山県東部生活自立支援センター

生活・就労相談

☎22-0318

魚津緑ケ丘病院

※50人未満の事業所対象

16日㈯ 10時～12時

魚津地域産業保健センター

魚津神経サナトリウム

心の健康相談（要予約）

９日㈯ 10時～12時

☎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

19日㈫ 14時～15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４会議室

13時～16時

26日㈫

高齢者向け無料法律相談会

都市計画課建築住宅係
☎ １･０３１
市営住宅
▼青島団地…１戸（４階）
▼道下団地…１戸（３階） 
▼ 六郎丸団地…２戸（１・４階）
▼ 川の瀬団地…２戸（１・３階）
▼天王団地…１戸（４階）
※いずれも３ＤＫ
（川の瀬団地１階のみ２ＬＤＫ）

市役所１階市民相談室

（月）

駐車場１台分つき

14日㈭・21日㈭ 13時～16時

☎23-1003

行政相談

市民課市民係
市役所１階市民相談室

☎22-0461
８日㈮ 13時半～16時

富山地方法務局魚津支局

人権相談

予約・問合せ
会場
日時
相談会

23

23
23

23

30

書は市 または、窓口で配布
しています。
申告には、事業収入が減少
したことや、事業用家屋の事
業占有割合を証明する資料の
添付が必要です。また、認定
経営革新等支援機関などの確
認が必要となります。
●申告期限 ２月１日㈪
※エルタックスでの受付も実
施しております。
HP

―１月の無料相談会日程―

新川広域圏事務組合
☎ １･０７４

新川広域圏事務組合
請負入札参加資格申請

市内に住んでいるひとり親
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、その授業料などの資金を
貸付します。
●貸付利率 無利子
※制度 の 利 用 に は 事 前 相 談 が
必要ですので、まずはお問
合せください。

こども課子育て支援係
（⑩番窓口）☎ １･００６

ひとり親家庭等のための
修学資金貸付制度

除雪作業の妨げになるの
で、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。

環境安全課環境政策係
（⑫番窓口）☎ １･００４

降雪時の
ごみ・資源物の収集

26

２月１日㈪

期限：

▶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

新川広域圏事務組合が令和
３ ・４ 年 度 に 発 注 す る 建 設 工
事・測量業務などの請負につ
いて、入札参加資格申請を受
付けます。
●受付期間 １月 日㈫～２
月 日㈮ 午前９時～午後４
時半（土・日・祝除く）
●場所 新川広域圏事務組合
魚津市北鬼江３１３番地２
※申請 要 領 な ど に つ い て は 、
新川広域圏事務組合の で
ご確認ください。

市税等納期限のご案内

第４期
第７期
第７期
第５期

ご寄付ありがとうございました

12

HP

▼社会福祉基金へ
寄付者

住所

健康友の会 沖田 崇寛
中田 豊治

金額等

六郎丸

3,000円

吉島

100,000円

（故）大﨑 光子

北鬼江

100,000円

匿名希望

小川寺

50,000円

（社会福祉協議会）☎22-8388

▼善意銀行へ
寄付者

魚津高校同級会
やよい会

住所

金額等

吉島

7,037円

会長

50,000円

原 実千代

魚津にじいろこども園
職員一同

住吉

8,000円

▼コロナウィルス感染症対策として
寄付者

日本海電業 株式会社

住所

宮津

金額等

タブレット型非接
触体温測定器２台

▼教育振興のため
寄付者

ビニフレーム工業
株式会社

住所

北鬼江

校舎網戸

魚津市役所ロビー

☎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７日㈭ 10:00～15:00
▶利用料：300円
▶日時：１月20日㈬ 13:30～16:00

15
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事業主の皆様へ
年次有給休暇の計画的付与制度
時間単位の年次有給休暇制度 を導入しましょう
新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活
様式が求められている中、新しい働き方・休み方を実
践するためには、計画的な業務運営に資する年次有給
休暇の計画的付与制度や、労働者の様々な事情に応じ
た柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次休暇
制度の導入が効果的です。
また、休暇の分散化が求められているこの冬におい
ては、計画的付与制度は休暇の分散化にもつながりま
す。
詳しくは、お問い合わせください。
問

介護家族の集い

23

金額等

１月28日㈭ ９:30～16:00（休憩11:45～13:00）

吉島511

23

道下小学校

街頭献血にご協力をお願いします。

つむぎ倶楽部

※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。

国際ソロプチミスト富山－東

23

富山県労働局雇用環境・均等室

☎076-432-2740

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベント等につきましては、中止又は延期となる場合があります。

臨時特別給付金の申請

ポイ捨てや不法投棄をや
めてください！

募 集

●場所

日建学院富山校（富山市）

●募集締切 １月 日㈭
●受講料 無料（テキスト代
など別途）

問

16
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お済ですか？ ひとり親世帯

富山県特定（産業別）
最低賃金の改正

ポリテクセンター富山

求職者支援訓練受講者募集

28

１月11日㈪は成人の日で祝日となりますので、
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、片貝）は運休いた
します。

環境安全課環境政策係
（⑫番窓口）☎ １･００４

市民バス 郊外ルート運休

ポリテクセンター富山
☎０７６６ ･ ６･９００

１月11日㈪は

【基本給付】１世帯５万円
第２子以降１人につき３万円

河川や街中の用水にごみが
捨てられて困っています。ボ
ランティアで回収する地域の
方に迷惑をかけるのはやめま
しょう。
美しい街づくりにご協力く
ださい。

※地鉄バスは、年末年始も休日ダイヤで運行します。

【介護職員初任者養成（２ヵ
月）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１日㈪～４
月 日㈮

☎23-1380

環境安全課生活交通係

こども課へ申請書などをご
提出ください。
●対象 ①～②のいずれか
①公的年金などを受給してお
り、令和２年６月分の児童扶
養手当の支給が全額停止され
る方（見込みの方）
②新型コロナウイルス感染症
の影響を受けて家計が急変す
るなど、収入が児童扶養手当
を受給している方と同じ水準
となっている方
（令和２年７月分以降の児童
扶養手当受給者を含む）
●申請期限 ２月 日㈰
※令和 ２ 年 ６ 月 分 の 児 童 扶 養
手当が支給された方は支給
済みですので申請不要で
す。

▶河川に捨てられたペットボ
トルが、海洋ごみの一因とな
っています。

市民バス 全ルート運休

こども課子育て支援係
（⑩番窓口）☎ １･００６

※上記以外の産業の富山県最低賃金は849円です。

28

１月３日㈰まで

富山労働局賃金室
☎０７６ ４･３２ ２･７３５

工具、ロボット、自動車・同附属品製造業

23

不法投棄は「５年以下の懲
役または ０００万円以下の
罰金（法人の場合は３億円以
下）」の犯罪です。

12月31日㈭から
年末年始

30

市民バス 運休情報

12月19日

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。

玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用

23

28

お問い合わせ
ひとり親世帯臨時特別給付金
コールセンター
☎０１２０ ４･００ ９･０３

1

12月18日
電気機械器具、情報通信機械器具製造業

令和2年12月9日
865円（改正前860円）
百貨店、総合スーパー

令和２年
851円（改正前849円）
電子部品・デバイス・電子回路、

令和２年
912円（改正前907円）
機械・装置、トラクタ、金属工作機械、機械

効力発生日
時間額
最低賃金の件名

催 し 物

出場チーム募集中
第 回ユニホッ ク 交 流 大 会
生涯学習・スポーツ課
スポーツ係
☎ １･０４６

１月の歩こう会

魚津歩こう会
（明吉）☎
９･６２２

●日時 １月 日㈰
午前９時に魚津市役所前集合
●内容 市役所から魚津八幡
宮へ初詣。（往復約５ｋｍ）
●参加費 一般５００円（保
険料）、会員無料

２０２０イルミラージュ
ＵＯＺＵ 協賛金募集中

１･２００

イルミラージュＵＯＺＵ実行委員会

☎

今年も魚津駅前を中心に、イ
ルミネーションで装飾します。
●期間 ２月 日㈰まで
午後５時～午前０時半
●場所 魚津駅前ロータリー
周辺
●協賛金 企業 一口１万円、
個人 一口１千円より

総合職

問

総務課職員係 ☎23-1020
メール soumu@city.uozu.lg.jp

※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
もく野菜市は５月中旬まで休業します。
※各市は臨時休業する場合がありますがご了承ください。

【第 回市民体育大会】
第 回スキー競技会
●日時 ２月 日㈰
午前８時半～ 受付
午前９時 開会式
●会場 ありそドーム
●選手 １チーム６名
（登録 名まで）
●競技区分
①一般の部（中・高校生不
可、男女混合）
※常時女性２名出場
②小学生の部（４年生以上、
男女不問）
●参加費 １チーム千円
（小学生の部は無料）
●申込締切 １月 日㈬
※ビブ ス が 必 要 で す 。 お 持 ち
でない場合は事前にご相談
ください。
※スポ ー ツ 推 進 委 員 に よ る 出
前講座も行っています。
ご希望の方は各地区のスポ
ーツ推進委員、またはスポ
ーツ係までご連絡くださ
い。

（1/6㈬は休み）

（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７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）
※無料バスの送迎はあません
●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。

毎週㈬ 10時半～

わいわい市

23

27

若干名

保育士

毎週㈬ 10時半～

19

室内温水プールは、
１月５日㈫休みます。
※水温調整のため

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベント等につきましては、中止又は延期となる場合があります。

2021-１
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☎22-1105

経田漁港

経田漁港

魚津漁協経田支所

申込方法や試験などの詳細は、HPを
ご覧ください。申込用紙・受
験票をダウンロードできます。

（1/1㈮は休み）

☎22-8388

上町１区会館

13時40分～14時半

上口マルシェ

28

17:15まで

（1/6㈬は休み）

▶申込締切：１月13日㈬

社会福祉協議会

毎週㈮

（島澤） ☎33-9413

銀座通り商店街

銀座ワイワイ市 毎週㈮ 15時～

魚津の朝市実行委員会

魚津市職員採用試験

募
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。

中級

☎22-1200

６時半～９時半

12

24
22

採用人数
試験区分
問合せ
会場
開催日時

海の駅蜃気楼

毎月第２･第４㈰

魚津の朝市

9

令和３年４月採用予定

―
地場産品の販売情報
―

17

28

23

69

60

10 8

新川学びの森天神山交流館

魚津水族館

☎31-7001

９:00～22:00（木曜休館）

▶学びの森からの早春音楽だより
池辺晋一郎のゆかいなクラシック講座vol.19
  「オーボエの魅力」２枚舌もここまで来たら!?

９:00～17:00（入館16:30）

☎24-4100

▶魚津水族館は１月２日㈯から開館！
１月２日㈯、３日㈰は、ご
来館された方へお正月プレ
ゼントをさしあげます。
※各日先着50名限定

▶冬期休館日のお知らせ
期間中の月曜日は休館となります。
期間：３月15日㈪まで
▲池辺 晋一郎

▲和久井 仁

楽器の中でも演奏が難しいと言われ、オーケストラや吹
奏楽では重要なソロパートも多い花形の楽器「オーボ
エ」の魅力に迫ります。池辺さんによる楽しい音楽のお
話とともにＮＨＫ交響楽団オーボエ奏者・和久井 仁さ
んの演奏をお楽しみください。
日時：２月14日㈰

14:00開演

場所：学びの森交流館

※１月11日（月・祝）は営業し、翌日12日㈫が休館です。

▶臨時休館日のお知らせ
館内メンテナンスのため、次の期間中は臨時休館となり
ます。
期間：２月16日㈫～19日㈮

＼ 市内の中学生以下は入館無料 ／

桜ホール

定員：80名（要予約・未就学児不可）
料金：2,000円／１名
出演：池辺 晋一郎、和久井 仁、大野 由加、古俣 友絹

高校生以上の方は“３回の来館で元が取れるお得なパス
ポート”を作って水族館へＧＯ！

申込み：電話・メール・ファックスのいずれか
Mail

m_ongakusai@yahoo.co.jp

TEL

0765-31-7001

FAX

ありそドーム

0765-31-7009

※後日、入場券となるハガキをお送りします。当日ご持
参の上、入場口で料金をお支払いください。また、ハガ
キは入場券を兼ねるため、１名につき１枚発送します。
※メール、ファックスで予約の場合は、氏名・住所・電

８:30～21:30

（火曜休館）

☎23-9800

ランニングコースが使用できない日（12月13日現在）

話番号を併記の上、お申込みください。

９日㈯

19:00まで

▶休館日及び営業時間変更のお知らせ

16日㈯

18:00まで

17日㈰

18:00まで

４日㈪、18日㈪、25日㈪

13:00～22:00

11日㈪、24日㈰、31日㈰

９:00～17:00

※１月１日（金・祝）～３日㈰は休館です。

※１月１日（金・祝）～３日㈰は休館です。

冬期休業の施設
ミラージュランド
☎24-6999

▶ふれあい牧場フロンティア
ミラージュランドの休園期間中も営業しています。
営業時間：10:00～15:00（要予約）
問合せ：ふれあい牧場フロンティア
担当 中村（☎090-6195-2865）
※予約はお電話にてお願いします。

▶ミラージュランド
期間：３月中旬頃まで
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：３月31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

☎23-1045

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベント等につきましては、中止又は延期となる場合があります。
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魚津市立図書館

休 館 日

開館時間

１月１日㈮～４日㈪、11日㈪、18日㈪

☎22-0462

９:00～20:00

25日㈪、28日㈭

※土・日・祝は17:00まで

※１月のおはなし会はお休みします。

新着図書 『トリックといかさま図鑑』（マシュー・L・トンプキンス／著）、『大コメ騒動 ノベライズ』（戸屋まい／著）、
『今日もぼっちです。』（賽助／著）、『美爆音！ぼくらの青春シンフォニー』（オザワ部長／著）

▶話題の一冊

▶図書館シネマ倶楽部

『日本に現れたオーロラの謎』
著／片岡龍峰

ほか多数

主人公の雅哉は、患者である父の病状悪化で無力感に苛ま

出版／株式会社化学同人

れる理学療法士。そんな時、試合中にケガをしたラグビー

鎌倉時代の「明月記」や江戸時代の

選手の担当になり、懸命に生きようとする姿を見て、仕事

「星解」などにも記され、昭和33年

への熱意を取り戻します。病院という死を経験する場所

には、連続写真としても記録に残る

で、雅哉の選択していく生き方とは・・・。実話をもとに

「赤気」は果たしてオーロラだった

した感動ヒューマンドラマです。

のか？鎌倉時代の歌人、藤原定家の

日時：１月10日㈰

記した明月記に導かれ、時空を超え

場所：図書館２階視聴覚室

てオーロラを探求する旅に誘う一冊

作品：「栞」（本編118分）

です。

定員：30名（先着順）

▶図書除菌機を設置しました

▶読書記録帳のお知らせ

新型コロナウイルス感染症対策などのため、図書館で所管

預金通帳のように、図書館で借りた本の記録が残せる図書

する本に付着した様々な菌やウイルスを除菌する機械を設
置しました。「清潔・安全・安心」な本をぜひご利用くだ
さい。

魚津埋没林博物館
☎22-1049

14:00～（開場13:40）

館専用の通帳です。当館の利用カードをお持ちの方であれ
ば、どなたでもお作りいただけます。
発行料：18歳以下…100円／冊、一般…300円／冊

休 館 日

開館時間

１月１日㈮、７日㈭、14日㈭、
21日㈭、28日㈭

▶写真展「魚津ナチュラルギャラリー21」
きれい、ふしぎ、おもしろい！学芸員のレンズを通して魚
津の多彩な自然を紹介します。
期間：１月２日㈯～４月18日㈰

９:00～17:00（発券16:30まで）
カフェKININAL（木曜定休）10:00～17:00

▶まいはくカフェ
「これぞリサイクルの王道 ペットボトル石鹸をつくろう」
お菓子を片手にサイエンスを楽しむ“まいはくカフェ”。
今回は魚津工業高校 環境科学部が講師となり、活動報告と

場所：３階企画展示室（有料エリア内）

汚れがきれいに落ちる石鹸をつくります。

▶ふれあい学習会
  「冬の蜃気楼ウォッチングとおもしろ実験」

場所：エントランスホール

気づかない人が多い！？冬の蜃気楼を見てみよう！

▶クイズラリー「自然の館  謎解き編」

日時：１月17日㈰

日時：１月31日㈰

10:00～11:00（当日受付順15名まで）

参加費：200円（KININALクッキー付）

11:00～12:00

場所：テーマ館１階蜃気楼コーナー、蜃気楼の丘
※参加無料、申込不要で当日入館者であればどなたでも参
加することができます。
※悪天候の場合は室内実験のみとなります。

▶新年開館日と開運ストーンくじ実施のお知らせ
博物館とカフェKININALは１月２日㈯から開館します。

物の言葉をクイズラリーで楽しみながら知ることができま

２日㈯または３日㈰ご入館の方には、“運気の流れを良く

す。木っずルームにはフォトスポットを設置しています。

する”とも言われる流紋岩を使ったくじで、博物館グッズ

期間：１月31日㈰まで

をプレゼント！（各日先着50名限定）

場所：埋没林博物館（７カ所にクイズ設置）

りゅうもんがん
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※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベント等につきましては、中止又は延期となる場合があります。

早期には自覚症状がほとんど無いため、「異常を感じたら…」では、
手遅れになる場合もあります。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
（９:00～17:00）

一般医
桝﨑クリニック
1/1(金・祝)
北鬼江
☎22-8800

１/２㈯

魚津病院
友道
☎24-7671

１/３㈰

沢口胃腸科クリニック
火の宮町 ☎22-1748

１/10㈰

羽田内科医院
新金屋
☎22-0642

1/11(月・祝)

平井整形外科医院
末広町
☎22-0888

１/17㈰

深川病院
東尾崎
☎31-6200

１/24㈰

船﨑内科小児科医院
本町
☎22-3912

高齢者肺炎球菌予防接種のお知らせ

１/31㈰

浦田クリニック
本江
☎22-5053

市民の方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）
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）
※過去に、肺炎球菌ワクチンの予防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）

２/７㈰

宮本内科小児科医院
新角川
☎22-0122

持ち物：受診券、検診料金、保険証

☑今年度の受診期限は２月27日㈯まで
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。

「内臓脂肪撃退！今日からできるお家トレーニング」
日時：１月28日㈭ 13:30～14:45（受付13:00～）
場所：ありそドーム 産業展示ホール
対象：40～74歳の方（あまり運動習慣のない方向け）
申込み・問合せ：健康センター（申込順・定員30名）
持ち物：運動靴（外履き）、水分、タオル、上着など

大菅歯科医院
朝日町泊 ☎82-0204

１/３㈰

佐藤歯科医院
入善町入膳 ☎72-2003

１/10㈰

弥忠田歯科医院
朝日町道下 ☎83-8550

1/11(月・祝)

小杉歯科医院
朝日町荒川 ☎82-0063

１/17㈰

柚木歯科医院
入善町入膳 ☎74-0058

１/24㈰

小森歯科医院
上市町柳町 ☎076-472-0032

１/31㈰

吉岡歯科医院
上市町横法音寺 ☎076-473-0515

２/７㈰

加藤歯科医院
上市町法音寺 ☎076-473-1182

救急・時間外診療
▶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（土曜除く）
９:00～12:00、14:00～17:00
【場所・問合せ】
黒部市民病院 ☎54-2211

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載の健診等につきましては、中止又は延期となる場合があります。
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魚津市健康センター……………………………………………☎２４・３９９９

健康づくりイベント第２弾

１/２㈯

親子ほっとステーション「あいあい」（健康センター内）☎２４・３９９９

◆検査数値の異常（肥満、高血圧、高血糖、脂質異常など）がある方
◆特定保健指導の利用券が届いた方
（メタボリックシンドローム予備群及び該当の方） など
上記でお悩みの方は、ぜひ相談会へお越し下さい！生活改善のちょっ
としたコツをお伝えします。
日時：平日８:30～17:15（※予約制で、相談時間は30～60分です）
会場・申込み：健康センター（希望日時の前日までに要予約）
※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、特定保健指導相談会の利用券をお送りしています。相談会の利
用が無い方には、お電話等で状況を確認する場合があります。

歯科医
平沢歯科医院
1/1(金・祝)
朝日町道下 ☎82-0348

子育て支援センター「のびのび」（健康センター内）……☎２４・０４１５

健康相談会

み ん なの 保 健 室

がん検診未受診の方へ

子育

―育児のお役立ち情報―

て

母

インフォメーション

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。

受付時間

開所時間等

健

（かづみ認定こども園内）
吉島132（☎23-2225）

市内指定医療機関（要予約）

＜接種期限が３月31日㈬までのワクチン＞

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

会場・申込み・問合せ

新川厚生センター保健予防課

☎52-2647

◆児童センターの「ひろば」へどうぞ
親子で児童センターの「ひろば」へ参加しませんか？
未就学児とその保護者なら誰でも自由に参加できます。
開催時間 ９:30～12:30（各ひろば共通）
開催日
ひばり…月曜日 つばめ…火曜日 すずめ…木曜日
ひばり（六郎丸）
☎23-0500

つばめ（新金屋）
☎23-5133

すずめ（北鬼江）
☎23-0522

18日㈪

ボールプール

12日㈫ ゆうびんごっこ 14日㈭

おはなし会

25日㈪

ねんど遊び

26日㈫ 昔ながらのあそび 21日㈭

コマ作り

－
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28日㈭

シアター

歯 科

ひきこもりなどの問題に悩む家族や当事者向けの相談会です。
日時 １月６㈬ 14:00～15:30（要予約）

実施日
開始時間

13:00～13:50

１/22㈮
10:00～（予約制）

▶もぐもぐ教室（栄養相談）
対 象 生後９～10か月児とその家族
実施日
開始時間

◆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。
◆市外で接種を希望する場合は、健康センターへご相談下さい。

ひきこもり等家族相談会

12:45～13:00
13:15～13:30

▶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

室

▶会場

第１子
第２子以降

▶１歳６か月児健診
対 象 令和元年５月16日～令和元
年６月20日生まれの児
※事前に案内を送ります
実施日 １/12㈫
受付時間 13:00～13:45

受付時間

教

予防接種のご案内
予診票、母子健康手帳、保険証

健

▶３歳児健診
対 象 平成29年６月１日～平成29
年７月７日生まれの児
※事前に案内を送ります
実施日 １/27㈬

＜にこにこ広場＞
平日 ９:00～12:00、13:00～15:00
※１月６日㈬から開所します。

◆詳しくは、魚津市子育て応援サイト、かづみ認定こども園HPで
ご確認ください。

▶持ち物

査

子育て支援センター
「にこにこ」

診

（魚津市健康センター内）
吉島1165（☎24-0415）

＜のびのび広場＞
平日 ９:00～11:30、13:00～15:30
※１月４日㈪から開所します。
＜赤ちゃん広場＞
日時：１月20日㈬ ９:30～11:00
対象：生後６か月までの赤ちゃんと
その家族

康

子育て支援センター
「のびのび」

保

▶４か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 １/６㈬、２/３㈬

子育て支援センター

名称・連絡先

子

持ち物 母子健康手帳
会 場 健康センター

１/15㈮
10:00～（予約制）

▶フッ素塗布
※１歳６か月児健診で申込まれた方
対 象 事前にご案内した児
実施日 １/15㈮
受付時間 13:00～13:30
対 象
実施日
受付時間

事前にご案内した児
１/21㈭
13:00～13:30

我が家のやんちゃ坊主

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。

４歳
さわらぎ

椹木

しゅんや

舜也くん

※「保健だより ママと赤ちゃんカレンダー」でご案内しておりました１月15日㈮の「妊婦さんの集い」は中止とな
りました。

地域のイベント情報をお寄せください
23-1015 FAX 23-1076
info@city.uozu.lg.jp

11

冬道の運転にご注意を
26 雪道ドライビング講習会

Uozu News
11

―まちの出来事―

魚津食品衛生協会
24・25 出前講座「手洗い教室」

転入して間もない移住者の方を対象とした雪道

つばめ児童センターで、小学生を対象とした手

ドライビング講習会が黒部自動車学校で実施され

洗い教室が開催されました。この取り組みは、食

ました。魚津市と黒部市の２市合同で企画し、今

中毒の未然防止を図ることを目的とし、魚津食品

回は11名の参加者が基礎知識の習得と実技訓練を

衛生協会が毎年行っています。ライトをあてると

行いました。実技訓練では、洗剤を散布した雪道

光る特殊な薬品を手に付け、手洗い前後で薬品が

に近い走路で、坂道発進のコツやブレーキの踏み

どれだけ落ちているかを確認しながら、正しい手

方を確認しました。参加者は「思った以上に滑っ

洗いの仕方を学びました。子どもたちは、どの部

て怖かったです」と話し、これからの季節の運転

分の汚れが落ちにくいかなどを一生懸命考えなが

に気を引き締めている様子でした。

ら、理解を深めました。

12

東山円筒分水槽
６ ポケットパーク竣工式

12

正月飾りにいかが？
４ 年末恒例のもち花づくり

ごこくほうじょう

東山円筒分水槽に隣接するポケットパークが完

五 穀豊穣を祈り、お正月の縁起物として飾られ

成し、竣工式が執り行われました。国の有形文化

る“もち花”づくりが魚津市シルバー人材センタ

財に登録されたことを受け、見学者の利便性の向

ーで行われました。同センターの12月の恒例行事

上などを狙い、駐車場と広場が付設されました。

で、平成19年から毎年行っています。参加した会

村椿市長は「ここからがスタート。周辺の自然環

員が、紅白に着色したもち米を小さく丸めて、枝

境を活かす取り組みを一体的に進めていきたい」

の端や幹にひとつずつ丁寧に取り付けました。制

とあいさつ。駐車場には、自転車用のラックも設

作された約200本のもち花は、一般販売されたほ

けられ、広場のベンチからは、水の湧き出る様子

か、市内の企業や社会福祉施設などに贈呈されま

をゆっくり観察できるようになりました。

した。

掲載した内容の取材については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着用や手指消毒の実施な
ど、感染防止策を講じた上で行っています。
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12

市内事業所のお仕事を紹介
17 冊子「Choice The Future」贈呈式

12

元気よくトライ！
12 タグラグビーフェスティバル

市内中学校２年生に配布するため、魚津商工会

一般向けの地区対抗交流大会と、小学生対象の

議所青年部が作成した冊子「Choice The Future

大会を統一した魚津市タグラグビーフェスティバ

～14歳の君へ～」の贈呈式が市役所で行われまし

ルがありそドームで開催されました。小学生から

た。冊子では、地域経済を支える市内事業所の仕

一般の方まで約250人が参加し、アリーナ内で汗を

事内容が具体的に紹介されています。商工会議所

流しました。午前は小学生の部が行われました。

青年部の荒木剣会長は「コロナの影響で14歳の挑

チームごとに作戦やポジションを確認しながら、

戦がなかった分、少しでも子どもたちの将来の目

児童たちは、一生懸命ボールを追ったり、腰につ

安になれば嬉しいです」と期待を込めてあいさつ

いたタグを取ったりして、熱戦が繰り広げられて

しました。

いました。

編集後記
現在の日時は12月某日17時頃、読んで字の如
く、編集を〆る編集後記にようやく着手したとこ
ろです。明日は入稿日、いわゆる締切日です。毎
月１日の発行とはいえ、印刷や配布スケジュール
の兼ね合いもあり、作業工程上これ以上の“遅
延”は許されない状況です。速やかに内容を考え
てラストスパート…といった具合で、相変わらず
せわ
忙 しない年末となってしまいました。令和３年は
計画的に物事を進めるよう努めたいと思います。
さて、みなさまはお正月いかがお過ごしでしょ
うか。今年も広報うおづをどうぞよろしくお願い
します。（ほ）

くぼた

窪田

りょうこ

涼子さん

（87歳・上野方地区）

飾らずまじめな人柄の
窪田さん。趣味を伺うと
「知人からの紹介で、若
い頃から卓球やパークゴ
ルフ、ペタンクなどたく
さんのスポーツに励んで
います」と教えていただきました。普段の生活で
は「家事や買い物など、次に行う事を常に考えな

市の人口

がら、計画的で規則正しい生活を心がけていま

住民基本台帳調べ（外国人含む）

す」と話されます。健康の秘訣は「少しは自分の

（令和２年11月末現在） 前月比 前年比

男

20,139人

＋６

－155

女

21,138人

－25

－281

計

41,277人

－19

－436

＋３

＋55

世帯数 17,065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

体も労わらないと…と思う時もあるけれど、スポ
ーツでみなさんと楽しく過ごしてきたおかげかし
らね」と笑顔で振り返っておられました。これか
らもますますお元気で。

掲載した内容の取材については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着用や手指消毒の実施な
ど、感染防止策を講じた上で行っています。

経田公民館の隣に、住民が主体となり
運営する新しい交流拠点がオープンしま
した。今回は、経田コミュニティカフェ
潮風の取り組みをご紹介します。
経田地区振興協議会会長の野村博さん
にきっかけを伺うと「平成 年に旧経田
福祉センターが廃止となりました。地区
内では、存続を望んだ声も多く、有志を
募って機能を復活できないか検討するこ
ととなったのが始まりです」と話されま
す。旧福祉センターでは、介護予防教室
などが行われ、地元の高齢者の憩いの場
になっていました。そこで、協議会内に
設置した検討委員会では「従来の機能を
残しながらも、多世代の交流拠点として
〝誰でも気軽に利用してもらえる場の提
供〟をコンセプトに、新しくカフェもや
ってみよう」と話がまとまったそうで
す。運営方法など、約２年間協議を重ね
た結果、 月１日にいよいよオープンと
なりました。
開所して約３か月、現在の利用状況を
尋ねると「コロナの影響もあり、カフェ
やイベントは当面見送りとしましたが、
介護予防教室は思った以上にたくさんの
方に利用していただいてます」とホッと
した様子で教えてくれました。「オープ
ン前は、スタッフも含めて不安もありま
したが、今は逆に、利用者から元気をも
らってスタッフ一同いきいきしながら運
営しています」とのこと。
今後の目標は「コロナに負けず、対策
をしながら、まずはカフェの営業とイベ
ントの開催に力を入れたいです。また、
４月からは公民館の有料化も始まるた
め、潮風と公民館の機能を整理し、地域
を支える拠点となるよう取り組みを検討
していきたいです」と力強く語られまし
た。これからの活躍に期待です。
10

30
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みさき

寺崎

見咲 さん
てらさき

６年生

くん
つばさ

翼

伊藤
いとう

道下小学校

ぼくの将来の夢は、プロバス

私の将来の夢は、中学校の国

ケットボールの選手になること

語の先生です。今学習している

です。高校の時に全国大会で優

中では、国語が一番楽しみな教

勝した河村勇輝選手に、あこが

科だからです。特に読書や漢字

れています。攻め方が上手く、

が好きで、「五分後に意外な結

判断力もあるからです。自分も河村選手のようにな

末」はおすすめの本です。一つ一つの話は短いので

りたくて、バスケの練習ではコーチの話をしっかり

すが、最後まで読むと謎が解けてすっきりします。

聞き、言われたことができるようになるまでがんば

先生になったら、読書の楽しさや今まで学んでき

っています。また、家でも毎日ドリブルやシュート

たことを、たくさん教えてあげたいと思います。そ

の練習をしています。プロに少しでも近付けるよう

のためには、いろいろなことにチャレンジし、経験

に、努力をしていきたいです。

を増やしていきたいです。

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/

６年生

廃止施設を活用し
地域の交流拠点に

2021 №902

経田コミュニティ し お か ぜ
カフェ潮風

１ 月号

▲会長の野村博さん（下段中央）と運営スタッフ・利用者のみなさん

※新型コロナウイルス感染症の影響により、当面の間はカフェやイベントの開催は見送りとなっています。
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