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春を満喫♪

松川の桜（平成29年4月8日撮影）

平成30年度から

介護保険制度 を 見直します

［問い合わせ］介護保険課

☎443－2041

介護保険は、
40歳以上の方が加入し、
病気や加齢で介護が必要となった時に、介護サービスを受けられる制度です。
介護保険法などの改正により、
次のとおり制度の見直しを行います。

4 月からの主な見直し
○介護保険サービス利用時の自己負担が変わりました
平成30年度の改定では、介護報酬全体の改定率が+0.54％でした。それに伴い、各介護サービスの利用料が変更されました。
※自己負担の増減は利用者によって異なります。

○介護保険施設に「介護医療院」
が創設されました
介護医療院では、日常的な医学管理が必要な重度要介護者の方などを受け入れます。
※平成35年度末に廃止される介護療養型医療施設の転換先などとして、今後の
開設が予想されます。

○「共生型サービス」
が創設されました
介護保険サービスと障害者福祉サービスの両方を担う
「共生型サー

【対象サービス】

ビス」
が創設されました。

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、

共生型サービスの指定を受けた障害福祉サービス事業所で介護保険

短期入所生活介護（予防）

サービスが利用できます。

8 月からの見直し
○一定以上所得のある方は自己負担が ３ 割になります
一定以上の所得のある方 [※] が介護サービスを利用し

た時の自己負担割合を、これまでの ２ 割から ３ 割に引き

上げます。

［※］
本人の合計所得金額が220万円以上で、かつ年金収入
＋その他の合計所得金額が単身世帯で340万円以上、
2 人以上世帯で463万円以上の方（予定）。

１０月からの見直し
○福祉用具の貸与について
利用者の心身の状態に合わせて適切な福祉用具を選択する

ことができるよう、貸与業者に以下のことが義務付けられます。
・福祉用具の全国平均貸与価格と、貸与業者の貸与価格両方の提示
・福祉用具の機能についての説明
・機能や価格帯の違うさまざまな商品の提示（ 4 月から義務化）

（保険料額は前年の所得などに応じて12段階に分かれます）

※平成30年度の保険料額と納付方法を記載した納入通知書は、
7 月下旬に発送予定です。
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県
１２.５％

市
１２.５％

23.0％

40～64歳
介護保険料
2７.0％

３０

などの財源内訳

介護保険料は₃年に一度見直しており、平成３０～３２年度の介護

保険料基準額は年額75,600円で、
平成２７～２９年度と変わりません。

国
２５.０％

年度以降の介護給付費

６５歳以上の方（第 1 号被保険者）に納めていただく介護保険料は、

介護保険の貴重な財源
（全体の23％）
となっています。

65歳以上
介護保険料

（居宅サービスなどの場合）

公費
（税金）

平成

介護保険料について

国民健康保険の制度が変わりました
県も国民健康保険制度の運営に加わりました
これまでの国民健康保険制度は、市が個

別に運営してきましたが、4 月からは、財政

主な変更点

の安定化を図るため、県が中心となり、市町

・ 次回更新時（10月）の新しい被保険者証などには、都道府県

制度変更後も、各種手続きの窓口は市で

・ 4 月診療分からの高額療養費は、住所異動があった場合

村と共に運営することになりました。

名が記載されます。

でも、
同一都道府県内で、
かつ世帯の継続性が保たれていれば、

変更ありません。また、現在加入中の方が制

該当回数は引き継がれ通算されます。

度改正により、改めて手続きをする必要は
ありません。

国民健康保険料の軽減制度を拡充しました
１ 年間の所得が基準額以下の世帯は、
国民健康保険料の均等割額と平等割額が減額されます。

このうち、5 割軽減と 2 割軽減の対象となる世帯を平成30年度から拡充しました。

なお、７ 割軽減の対象となる世帯は、
これまでどおり １ 年間の所得が33万円以下の世帯です。

（ 被保険者数
27.5万円 ×
（ 被保険者数

５ 割軽減

平成29年度まで

基礎控除額
（３３万円）

＋

計算方法

平成30年度から

基礎控除額
（３３万円）

＋

２ 割軽減

平成29年度まで

基礎控除額
（３３万円）

＋

49万円

計算方法

平成30年度から

基礎控除額
（３３万円）

＋

50万円

基準額の

基準額の

27万円

×

（ 被保険者数
×
（ 被保険者数
×

+

特定同一世帯所属者数［※］

+

特定同一世帯所属者数［※］

+

特定同一世帯所属者数［※］

+

特定同一世帯所属者数［※］

）
）
）
）

［※］国民健康保険制度から後期高齢者医療制度へ移行された方で、
後期高齢者医療制度の被保険者となった後も継続して
同一の世帯に属する方の数

国民健康保険料の賦課限度額を見直しました
平成30年度から、国民健康保険料の医療分保険料の

賦課限度額
（年額）
を見直しました。

保険料は納期限までに
必ず納めましょう
保険料を納期限までに納付され

ないと、延滞金が発生する場合が

平成29年度まで

平成30年度から

54万円

58 万円

あります。

災害やその他特別な事情によ

り、保険料の納付が困難な場合は、
分納・減免などの制度もあります
ので、お早めにご相談ください。

問い合わせ

保険年金課

☎４４３－２０６４～２０６６

各行政サービスセンター地域福祉課
大沢野☎４６７－５８１１ 大山☎４８３－１２１４

八尾☎４５５－２４６１

婦中☎４６５－２１１４
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ごみ？資源？もう一度確認を！

リサイクルにご協力をお願いします。

資源物ステーション をご利用ください
開設日時

㈯㈰㈷（休）の₉：００～１５：００
環境センター管理課

環境センターオリジナルキャラクター

パッカーくん

☎４２９－５０１７

資源物ステーションは、㈯㈰㈷（休）に資源物を持ち込むことのできる施設です。地域の資源集団回収や、平日の
資源物の収集に出せなかったときなどに、ぜひ利用してください。なお、持ち込み手数料などはかかりません。

回収品目

・空き缶 ・空きびん ・ペットボトル ・プラスチック製容器包装 ・新聞
・雑誌（雑紙） ・段ボール ・紙製容器包装 ・布類［注₁］ ・小型廃家電［注₂］
［注 １ ］
衣類全般、
ハンカチ、
タオル、
バスタオル、毛布、布団、カバー、シーツ、座布団、ジーンズ、化学繊維など
※ダウンジャケット、
羽毛布団など、羽毛製品は出せません。
［注 ２ ］
家庭で使わなくなった、
小型の電気製品、
パソコン
※家電リサイクル法対象品目
（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）は出せません。
※電池、
蛍光灯を外した上で持ち込んでください。また、₁ｍ以上の大きさのものはご遠慮ください。
※パソコンなど個人情報などが含まれるものは、あらかじめデータを消去してから出してください。

環境センターと岩瀬環境事務所には、平日でも小型廃家電を持ち込めます

資源物ステーションの開設場所

時間／₉：00～15：00

※各事務所で受け付けをしてください。

市内 ８ カ所

環境センター（栗山）

岩瀬環境事務所（岩瀬池田町）

旧婦中環境事務所（婦中町富川）

山室地区センター横（中市二丁目）

ファミリーパーク第２駐車場（古沢）

八尾行政サービスセンター駐車場（八尾町福島）

水橋中部地区センター駐車場（水橋舘町）

大庄地区コミュニティセンター駐車場（田畠）

利用の際は、
注意してください
・開設日時以外は持ち込めません。
・回収品目以外のものは持ち込め
ません。

・家庭から出たものに限ります。
・ １ 月 １ 日～ ３ 日は休業します。

（その他にも臨時休業があります）
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お子さんの定期予防接種について
次のとおり定期予防接種を実施します。接種時期に合わせて、接種券を郵送しています。
お子さんを病気から守るため、計画的に予防接種を受けましょう。

●接種場所／県内の指定医療機関

●接種費用／無料

保健所保健予防課

●接種を受ける際に必要なもの／母子健康手帳、接種券、予診票
予防接種の種類

接種対象期間

接種
回数

☎４２８－１１５２

接種券の郵送時期
初回（₃回分） 生後₂カ月となる月の上旬

Hib（ヒブ）感染症

生後₂カ月以上₅歳未満

₄回

小児の肺炎球菌感染症

生後₂カ月以上₅歳未満

₄回

B型肝炎

₁歳未満

₃回 生後₂カ月となる月の上旬

追加（₁回分） ₁歳となる月の上旬
初回（₃回分） 生後₂カ月となる月の上旬
追加（₁回分） ₁歳となる月の上旬

ジフテリア・百日せき・
初回（₃回分） 生後₂カ月となる月の上旬
破 傷 風・急 性 灰 白 髄 炎 生後₃カ月以上₇歳₆カ月未満 ₄回
追加（₁回分） ₁歳₄カ月となる月の上旬
（四種混合）
ジフテリア・破傷風（二種混合） １１歳以上1３歳未満

結核（ＢＣＧ）
麻しん・風しん（※ 1 ）
水痘
（水ぼうそう）

日本脳炎（※ 2 ）

₁回 １１歳となる月の上旬

₁歳未満

₁回 生後₂カ月となる月の上旬

第₁期 ₁歳以上₂歳未満

₁回 ₁歳となる月の上旬

第₂期

小学校就学前の₁年間
₁回 幼稚園などの年長児の₄月上旬
（₃月31日まで）

₁歳以上₃歳未満

第₁期

生後₆カ月以上
₇歳₆カ月未満

第₂期 ₉歳以上１３歳未満

₂回 ₁歳となる月の上旬

₃回

₃歳となる月の上旬
初回（₂回分） ₃歳以前の接種を希望する

［ 場合は、問い合わせてください。］

追加（₁回分） ₄歳となる月の上旬
₁回 ₉歳となる月の上旬

平成25年₆月20日から、積極的な接種勧奨を
ヒトパピローマウイルス
小学₆年生の年度の初日から
けい
差し控えていますが、接種を中止しているわ
高校₁年生の年齢に相当する ₃回
感染症（子宮頸がん）
けではありません。接種を希望する方は、問
年度の末日まで
［女性のみ対象］
い合わせてください。
（※ 1 ）２ 回接種することでより確実に、
発生およびまん延の防止を図ることができます。
接種券が届いたら、
早めに予防接種を受けましょう。
（※ 2 ）
平成17年度の積極的な接種勧奨の差し控えにより、日本脳炎の予防接種を受けていない方（平成10年₄月₂日～
平成19年₄月₁日生）
は、
特例措置として、
20歳の誕生日の前日まで不足回数分の接種を受けることができます。
接種を希望される方は、
保健所保健予防課または最寄りの保健福祉センターに問い合わせてください。
長期にわたり療養を必要とする疾病などの特別な事情により、
やむを得ず接種を受けることができなかった場合、
接種対象期間外でも接種を受けられる場合があります。詳細は、
保健所保健予防課へ問い合わせてください。
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平成３０年度 予算の概要
「人 ･ まち ･ 自然が調和する活力都市とやま」の実現を目指して
［問い合わせ］
財政課

☎４４３－２０２２

一般会計 1,5６８億382万円
一般会計とは、
福祉・教育・道路整備・ごみ処理など地方公共団体が行うこととされている基本的な事業を経理する会計です。

歳出

歳入
県支出金
10５億1,１００万円
（６.７％）

その他 1４億８,４９２万円（1.０％）

（目的別）

その他
２００億7,8０１万円
（12.８％）

市債
1５９億１,８１０万円
（１０.２％）

市税
72７億7,445万円
（４６.４％）

国庫支出金
２０６億 2,2２６万円
（1３.１％）

平成30年度 予算の編成方針
引き続き総合計画をはじめとする各種計画に位置付けた
事業を着実に推進し、
「人・まち・自然が調和する活力都市と
やま」の実現を目指します。
本市の財政は、歳入では市税の若干の減収が見込まれるう
え、市町村合併の支援措置が段階的に縮小されることなどか
ら、実質的な地方交付税の減収も見込まれます。また、歳出に
おいては、少子高齢化の影響などにより、扶助費などの義務
的経費が依然として高い水準となっています。
厳しい財政状況ではありますが、効率的な予算配分で、市
民一人一人が将来に希望を持てる、魅力あるまちづくりを進
めていきます。
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【内訳】議会費 ８ 億 ４６４万円
労働費 ５ 億5,978万円
災害復旧費 2,050万円
₁億円
予備費

農林水産業費
4３億1,１４９万円（2.８％）
消防費
４５億6,597万円（２.９％）
衛生費
８９億8,987万円
（５.７％）
教育費
１２１億2,416万円
（7.７％）

地方交付税
16９億円
（10.８％）
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商工費
３７億3,160万円（2.４％）

民生費
5７０億８１８万円
（36.４％）

総務費
16２億４５４万円
（10.３％）
公債費
2２４億4,832万円
（１４.３％）

土木費
2５９億3,477万円
（1６.5％）

【内訳】
元金 20３億７,９６０万円（13.０％）
利子 2０億6,872万円（1.３％）

6 つの重点施策
① 出産・子育て環境の充実と女性の活躍推進
② 在宅医療・介護の連携など地域包括ケア体制の推進と
元気な高齢者の活躍推進
③ 第 ２ 次環境未来都市計画および第 ３ 期中心市街地活性化
基本計画に位置付けられた事業の着実な推進
④ 公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまち
づくりの推進
⑤ 企業立地の促進および産業の振興による地域経済の活性化
⑥ 新時代に対応した人材育成のための教育の充実

歳出 （性質別）

その他
繰出金

義務的経費

783億2,779万円（４９.８％）

【内訳】
扶助費
人件費
公債費

３１５億９,５５１万円
（２０.１％）
2４２億８,３９６万円
（１５.４％）
2２４億４,８３２万円
（１４.３％）

０

1５７億６,５４９万円（１0.1％）

物件費
2２６億7,850万円
（1４.５％）

49億573万円（3.２％）

投資的経費

補助費等

17７億2,335万円 17４億２９６万円
（11.３％）

（11.１％）

50

100

特別会計 1,３２８億２,７０９万円
特別会計とは、特定の事業を行うため一般会計と区別して経理する、条例
に基づいて設置している会計です。
会計
公債管理
駐車場事業

予算

30９億４,６８０万円 白樺ハイツ事業

まちなか診療所事業

予算
6,９６７万円

３ 億9,846万円 牛岳温泉健康センター事業

４,７９７万円

3,８２６万円 牛岳温泉スキー場事業

２ 億２,322万円

母子父子寡婦福祉資金貸付事業
後期高齢者医療事業

会計

10２億１,９８３万円 競輪事業

1１６億６,８８４万円

₁億2,４９２万円 農業集落排水事業

13億７,１９４万円

介護保険事業

4０４億 ５８６万円 公設地方卸売市場事業

３ 億１,7８７万円

国民健康保険事業

３４９億4,2２８万円 軌道整備事業

企業団地造成事業

１８億８,６８０万円 賃貸住宅・店舗事業

１,９０２万円
₁億４,５３５万円

企業会計
４５７億4,６９７万円

企業会計とは、独立採算制を原則とする

企業色の強い事業を行う場合に、地方公営
企業法の規定により設置している会計です。
会計

予算

水道事業

97億

工業用水道事業

5 億7,259万円

公共下水道事業

213億7,545万円

病院事業

140億9,866万円

２７万円

予算の内訳
平成30年度の一般会計、特別会計、企業会計を合計した

一般会計の歳出では、子育て支援や高齢者・障害者福祉

予算総額は、3,353億7,788万円で、前年度当初予算と比べて

などの民生費が、最も大きな割合（36.4％）を占めており、次

2.4%の減となっています。

いで、富山駅周辺整備事業や、市街地再開発、公園・道路整

一般会計については、
1,568億382万円で１.５％の増、特別

備などの土木費（16.5％）、公債費（14.3％）となっています。

会計は、
1,328億2,709万円で７.５％の減、企業会計は、457億

一般会計の歳出を性質別でみると、義務的経費
（扶助

4,697万円で0.7％の増となっています。

費・人件費・公債費）が49.8％を占めています。

一般会計の歳入では、市税が最も大きな割合
（46.4％）を
占めています。償却資産における設備投資が好調なことか
ら固定資産税の増収が見込まれる一方、法人市民税が振る
わないことから市民税の減収が見込まれ、市税は、前年度
当初予算と比べて0.1％の減となっています。
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平成30年度予算の主な事業
平成30年度に取り組む主な事業を総合計画の
「₄つのまちづくりの目標」に沿って掲載しています。

Ⅰ すべての人が輝き安心して暮らせるまち
企業主導型保育事業所設置促進事業
…1,027万円

切れ目ない子育て支援体制構築事業
…3,7９１万円

して助成を行い、保育の受け皿の確

援体制を構築するため、保健師など

保に努めます。

の職員をフィンランドのネウボラの

ひとり親家庭学習支援事業
…439万円

視察に派遣し、産後ケア応援室や保

ボランティアが公共施設で実施して

祝福するとともに、育児の相談や支

企業主導型保育事業所の設置に対

ひとり親家庭の中学生を対象に、

いる学習支援の開設箇所を、平成30
年度から₁カ所増やし、
₃カ所で実

妊娠期からの切れ目ない子育て支

健福祉センターの支援に生かします。
また、赤ちゃん一人一人の誕生を
援を行うきっかけづくりとするため、
保健福祉センターで育児用品を詰め

施します。

合わせたベイビーボックスをプレゼ

ウェルカムベイビーおむつ事業
…340万円

児童館施設整備事業…₂億10万円

第 ３ 子以降の赤ちゃんが生まれた

家庭に、紙おむつ １ カ月分をお祝い
品として贈ることで、多子世帯の子
育てを応援します。

放課後児童健全育成事業
特別拡充事業 … １ 億1,214万円

地域児童健全育成事業の利用児童

数が多い校区などにおいて、民間に
よる学童保育施設の開設にかかる新
たな補助制度を設け、学童保育への

ントします。
子どもたちの健全な遊びの場の整

備を進めるため、CiC₅階での中央児
童館の開設に向けた改修工事、星井
町児童館の改築のための設計などを
行います。

小・中学校の施設整備事業
…１９億８,９３９万円

老朽化した校舎・体育館・プールの改

築や大規模改造、耐震補強工事を行う
など、学校施設の耐震化を進め、安全で

民間事業者の参入を促します。

快適な教育環境づくりを推進します。

保育所建設事業…₇億9,844万円

プログラミング教育推進事業
…530万円

安全で快適な保育環境づくりを推

進するため、堀川保育所や愛宕保育
所の改築工事、呉羽保育所や
（仮称）
婦中熊野・宮川保育所の改築のため
の設計などを行います。

小学校で平成３２年度から実施され

る新学習指導要領のプログラミング
学習について、子どもたちが論理的
思考力を身につけることができるよ
う、
教員の指導力向上を図ります。

外国語指導助手配置事業
… １ 億2,512万円

新学習指導要領移行期間における

授業時数の増加に対応するため、外
国語指導助手（ALT）を21人から27人
へ増員します。

ICT活用認知症高齢者捜索支援事業
…１,０００万円
はいかい
ICTを活用して、徘徊する認知症高

齢者を早期に発見できる体制づくり
を進めます。

公民館建設事業… 4 億3,505万円

八尾公民館の改築工事や長岡公民

館の用地取得、奥田北公民館の改築
のための設計などを行います。

ヘルスケア推進事業…1,664万円

住民の特定健診の受診を推進し、

糖尿病など慢性疾患のリスクが低い
段階から、疾病予防・健康づくりに取
り組むことを支援します。

障害者就労支援促進事業…９５３万円

障害者の一般就労を促進させるた

め、就労移行コーディネーター₂人
を配置し、一般就労を希望する障害
者と一般企業とのマッチングなどを
実施します。

ねんりんピック開催事業
…₁億320万円
11月に開催される、ねんりんピッ

堀川保育所
（イメージ）
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ク富山2018の円滑な運営に向けて準
備を進めます。

Ⅱ 安心・安全で持続性のある魅力的なまち

路面電車南北接続後の富山駅高架下
（イメージ）

富山駅周辺地区南北一体的な
まちづくり事業…２２億6,393万円

南北自由通路や富山駅南口駅前広場

エスディージーズ

S D Gs推進事業

…９９９万円

国連サミットで採択された先進国

を含む国際社会全体の持続可能な開

カラス対策事業

的に取り組み、
都市のイメージアップ

を行うとともに、県と連携した富山駅

発目標であるSDGsの推進について、 を図ります。
関連事業の推進や市民への普及啓発

付近連続立体交差事業や、路面電車の

を図ります。

南北接続第 2 期事業を推進します。

国際展開事業

などの富山駅周辺公共施設の管理運営

不二越・上滝線活性化事業
…1,242万円
本市の公共交通軸である富山地方

…2,３２７万円

インドネシア共和国バリ州タバナ

ン県における小水力発電事業の普及
支援のほか、
他地域での低炭素社会形

…2,712万円

都心部のカラスの捕獲などに重点

除雪情報システム導入事業
…3,200万円

除雪機械の運行経路や除雪エリア

の適正化などを図るため、
GPSを活
用した運行管理を行う除雪情報シス
テムを導入します。

鉄道不二越・上滝線の活性化を図るた

成のための支援を行います。

め、
富山地方鉄道の新駅の整備などに

健康まちづくり推進事業…1,881万円

橋りょう維持補修事業
…10億8,024万円

まちづくりを推進し、過度に車に依

により計画的に点検し、
健全性を診断

対して支援します。

まちなか再生推進事業
（総曲輪三丁目地区、中央通りD
北地区市街地再開発事業）
…31億2,834万円

中心市街地の活性化を図るため、

商業施設や業務施設、居住施設など
の複合施設を整備する市街地再開発
事業を支援します。

公共交通を軸としたコンパクトな

存しないライフスタイルへの転換を
図ることにより、市民の健康増進や
にぎ

コミュニティの醸成、賑 わい創出に
つ な げ る た め、都 市 政 策 と 健 康・医
療・福祉政策などが連携した「歩きた
くなるまちづくり」の施策に取り組

しながら、
選択と集中による維持管理
を行います。また、老朽化が進んでい
る八田橋の更新事業を継続します。

河川水路整備事業、浸水対策事業、
火防水路改良事業… ５ 億６８９万円
治水機能の向上や防災・浸水対策

みます。

として、基幹河川、排水路、調整池な

公共交通活性化補助事業
…8,311万円

どの雨水流出抑制施設と、都心部の

駅周辺のまちづくりにあわせた鉄

道の利便性向上を図るため、
「富山－
東富山」間の新駅および東富山駅東
口改札の設置に向けて、あいの風と
やま鉄道をはじめとする関係機関と
連携して取り組みます。

火防水路の整備を行います。

チームとやまし推進事業…1,049万円
低炭素社会の実現を図るため、国の
ク

ー

ル

地球温暖化対策の国民運動「COOL
チ

ョ

イ

ス

CHOICE」とも連携し、市民・企業・行
政の協働プロジェクトである「チーム
とやまし」の取り組みや、環境啓発活

富山市斎場再整備事業…3,286万円

動を推進します。

PFI等導入可能性調査の結果と、学識

木質バイオマス利用計画策定事業
…1,000万円

市 内 の₄斎 場 に つ い て 実 施 し た

経験者による調査結果の詳細な検証
を踏まえ、著しく老朽化が進む富山
総曲輪三丁目地区
市街地再開発（イメージ）

市が管理する約2,200橋を、
近接目視

市斎場のPFI手法を用いた再整備の
準備を進めます。

本市の豊富な木質バイオマス資源

の持続的活用を図るため、木質バイ
オマス利用導入計画を策定します。
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Ⅲ 人が集い活気にあふれ希望に満ちたまち
にぎ

…2,029万円

かいせん

中心商店街賑わい創出事業、
くすりのまち休憩所整備事業
…５００万円

鳥獣対策事業

中心市街地の活性化やまちなかの

止を図ります。今年度は、地域が主体

家住宅」の改修工事に着手するとと

賑わいを創出するため、高齢者に中

となって行う、
所持許可が不要な電動

もに、伝統的なまち並みや建造物の

央通りや総曲輪通りでのウオーキン

エアガンを使ったニホンザルの追い

歴史的景観の保全に努めます。

クマやイノシシ、
サルなどの野生鳥

獣による人身被害や農作物被害の防

岩瀬地区廻船問屋建物活用整備事業
…6,819万円
国登録有形文化財である「旧馬場

グを促すとともに、
「くすりの富山」 払いに対する市単独の補助を新設し 「富山ガラス大賞展2018」
開催事業
を感じてもらえるような休憩スポッ ます。
…4,300万円
トを設置します。
ガラス作品の国際公募展である
「富

くすり関連施設整備事業…８５０万円

佐藤記念美術館カフェ運営事業
…362万円

山ガラス大賞展2018」を開催し、現代

るため、薬をテーマとした
「くすり関

市民や国内外の観光客のホスピタリ

します。

「薬都富山」のイメージアップを図

連施設」の整備に向けて、基本構想お
よび基本計画を策定します。

富山城址公園周辺をまち歩きする

ガラスアートの魅力を国内外に発信

ティを高めるため、
佐藤記念美術館の
₁階ロビーおよび茶室を活用したカ

富山のくすりＰＲ推進事業
…1,350万円

フェコーナーの整備・運営を行います。

ため、著名人のエッセイや配置売薬

従業員の家族が利用する通所介護

広く
「富山のくすり」のＰＲを行う

事業所内託老施設推進事業
…100万円

の史料写真を盛り込んだ書籍を制作

サービスの送迎待機場所などを、事業

します。

所内に設置する費用の助成を行います。

Ⅳ 共生社会を実現し誇りを大切にする協働のまち
選ばれるまちづくり事業
（仮称）
水橋会館建設事業
… 1 億８１６万円
…1,620万円
本市が「暮らしたいまち」
「訪れた

水橋地域において新たなコミュニ

いまち」として選ばれるため、富山の

ティの拠点となる
（仮称）
水橋会館の整

魅力を発掘し、戦略的かつ効果的に

備に向けた設計を行います。

情 報 発 信 を 行 い ま す。今 年 度 は、 富山市ホームページ多言語対応事業
ファッションイベント
「TGC富山2018
…６５６万円

（東京ガールズコレクション）」の本市

で閲覧できるようにすることで、外
国人住民サービスの向上を図ります。

ふるさと納税事業 …4,518万円

寄附をしていただいた市外の方に、

感謝の気持ちとして体験型の返礼品
や特産品を送付することにより、本
市を応援していただく方を一人でも

富山市公式ホームページ全体を、 増やし、寄附額の増加につなげます。

における開催の支援などを行います。 英語や中国語など（７カ国語を予定）

その他の主要事業については、市ホームページ（「富山市予算」で検索）に掲載しています。

市民 １ 人あたりに換算すると…

■平成30年度予算
市民₁人あたり
会計

予算

■平成30年度市税

375,129 円
会計

市民₁人あたり

予算

民生費

136,383円

農林水産業費

10,３１５円

公債費

53,704円

議会費

1,９２５円

土木費
総務費
教育費
衛生費

消防費

62,045円
3８,７６７円
2９,００５円
2１,５０７円

1０,９２４円

商工費
労働費

災害復旧費
予備費

８,９２７円
1,３３９円
49円

239円

税目
市民税
固定資産税
都市計画税
事業所税
市たばこ税
軽自動車税
入湯税

174,102 円
額
74,822円
72,505円
9,395円
8,447円
6,172円
2,519円
242円

※平成30年₁月３１日現在の住民基本台帳人口
（418,000人）
をもとに算出しています。

10 － 平成30年（2018年）4 月 5 日発行

～プラス1,000歩富山市民運動～

保健所地域健康課

＋1,000歩チャレンジャー募集

Ｅ

生活習慣病を予防し、いつまでもいきいきとした生活
を楽しむため、
“今より１,０００歩
（約10分）多く歩く生活”
に挑戦してみませんか。
対象

hokenjyotiiki-01@city.toyama.lg.jp

チャレンジ内容

・日常の平均歩数を出し、それにプラス1,000歩することを
目標に90日間チャレンジ！

市内に在住か通勤・通学している方

・チャレンジ終了後、毎日の歩数を記入したダイアリーを、
左記窓口のいずれかへ提出。提出された方に参加賞をプ

申込方法

①窓口で…直接、各保健福祉センター、保健所地域健康課

レゼントします。

（蜷 川）、長 寿 福 祉 課（市 役 所₁階）、ス ポ ー ツ 健 康 課
（市役所₃階）
、
活力都市推進課
（市役所 6 階）
へ。

・さ らに60日以上、プラス1,000歩を達成できた方全員に
プラス1,000歩チャレンジ賞（修了証）をお渡しします。
また、抽選ですてきな賞品をプレゼントします。

②Ｅメールで…申込書を、保健所地域健康課へ。申込書
は市ホームページ
（
「あるっクマ」で検索）からダウン
ロードできます。

パワーリハビリテーション教室参加者募集
対象／①…市内在住の65歳未満の方で、パーキンソン病や脳卒
中などにより生活機能の低下が認められる有疾病者
①～⑥…市内在住の65歳以上の方（要介護者を除く）

対象
①

※要支援者、事業対象者の方は事前に相談してください。
料金／6,486円
（全24回、
保険料含む）
※後日納付。

②
③

申込方法／ 4 月20日㈮までに、電話または直接、長寿福祉課

④

（市役所₁階）
へ。

※応募多数の場合、
新規参加者を優先して抽選。

この他、要支援者、事業対象者を対象に、市内の通所事業
所などでパワーリハビリテーション教室を実施しています。
詳細は、お近くの地域包括支援センターに問い合わせてください。

子育てのお悩みは

☎４２８－１１５３

長寿福祉課

会場

西保健福祉センター
（婦中町羽根）
障害者福祉プラザ
（蜷川）
細入総合福祉センター
（楡原）
八尾健康福祉総合センター
（八尾町福島）

⑤ 山田公民館
（山田湯）
⑥ 慈光園
（西番）

☎443－2061

日時

5 月 7 日～ 7 月30日の㈪㈭
14：00～16：00
5 月 9 日～ 7 月27日の㈬㈮
₉：3０～１1：3０
5 月21日～ 8 月13日の㈪㈭
9：30～11：30
5 月21日～ 8 月13日の㈪㈭
14：00～16：00
5 月22日～ 8 月10日の㈫㈮
9：30～11：30
5 月22日～ 8 月10日の㈫㈮
１4：００～１6：００

定員
12人
8人
12人
12人
12人
12人

※会場の都合により日程が変更になる場合があります。

保健福祉センター（子育て世代包括支援センター）へ！

妊娠・出産・育児のさまざまな疑問・悩みを相談できます
どんな時に利用したらいいの？
例えば、
こんな時に…
出産が近づくにつれ、
なんとなく不安で、
なかなか眠れない…。

妊娠期

私のおっぱい、ちゃんと
出てるかな…。
産後の疲れが取れない。
ぐっすり眠りたい！

出産後

同じ年の子は上手に
お 話 し す る の に、
うちの子はまだしゃ
べらない。
心配だな。

育児期

［問い合わせ］
各保健福祉センター
（子育て世代包括支援センター）
中央保健福祉センター
（星井町二丁目） ☎ 422－1172
南保健福祉センター（蜷川）
☎ 428－1156
☎ 467－5812
北保健福祉センター
（岩瀬文化町）
☎ 426－0050
大沢野保健福祉センター（高内）
大山保健福祉センター
（上滝）
☎ 483－1727
八尾保健福祉センター（八尾町福島） ☎ 455－2474
西保健福祉センター
（婦中町羽根）
☎ 469－0770
［開設日時］㈪～㈮ ₈：30～17：15 ※㈷㉁、
年末年始を除く。
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開催日時

開催場所

内容

対象

お知らせ
障害者福祉タクシー利用券などの交付

定員

費用

次の全てに該当する方
・下 肢・体幹・視覚・内部の障害で身体

ホームページ

₆月₁日を基準日に、平成30年工業

ます。
電話での相談も可能です。

統計調査を行います。

開設場所 納税課
（市役所₂階）

₅月から₆月にかけて、調査員が各製

税務事務所税務課

造事業所へ伺いますので、調査票への正

（婦中行政サービスセンター₂階）

確な記入をお願いします。調査票の内
容については、統計法に基づき秘密が

［夜間
（平日）納税相談窓口］
₄月10日 ㈫、
17日 ㈫、
23日 ㈪、
24日 ㈫ の

厳守されます。

１９：００まで

（施設に入所している方は除く）

ＥＥメール

平成30年工業統計調査の実施

平日の夜間に納税相談窓口を開設し

福祉ガソリン給油券
（６,０００円分）のい
下旬に案内を郵送しました。

問い合わせ ☎電話 ℻ファクス

臨時納税相談窓口の開設

福祉タクシー利用券
（１５,１２０円分）
、
ずれかを交付します。
対象者には、
₃月

申込方法

情報統計課

☎443－2011

［休日相談窓口］
4 月22日㈰ 9：00～12：00

防犯カメラの設置を支援

障害者手帳₁・₂級、
療育手帳Ａまた

※夜間
（１８：００以降）および休日に市役

は精神障害者保健福祉手帳₁級をお

所へお越しの際は、時間外窓口（庁舎北

犯罪のない安全で安心なまちづくり

持ちの方

側地下₁階）へ。車でお越しの方は、事

を推進するため、
町内会などが防犯カメ

前に納税課へ連絡してください。

ラを設置する場合の費用を補助します。

・障害者と同一の世帯と認められる世
帯員全員の前々年分の合計所得金額
が１,０００万円未満の世帯の方

納税課

☎４４３－２０３０

税務事務所税務課

☎465－3135

対象地域

・犯罪や不審事案が多発
（直近₂年間

身体障害者手帳、療育手帳または精
神障害者保健福祉手帳を持参し、
直接、
障害福祉課（市役所₁階）
、各行政サー

でおおむね₅件以上）していると認
められる地域

夜間上下水道料金支払窓口の開設

・鉄道駅の周辺の広場および駐輪場

ビスセンター地域福祉課、各中核型地

上下水道局（牛島本町二丁目）₁階の料

区センター、
各地区センター、
各保健福

金課窓口を１９：００まで延長して開設します。

器購入費および設置工事費

祉センター（中央・北・南）へ。

₄月の開設日

補助金額 費用の₂分の₁

障害福祉課

☎４４３－２０５６

18日㈬、23日㈪、25日㈬

上下水道局料金課

☎４３２－８５１２

大山☎４８３－１２１４

八尾☎４５５－２４６１

婦中☎４６５－２１１４

₅月15日を中心とした田植えを
高品質でおいしい富山米づくりのた

市・県民税

（普通徴収分）

固定資産税
都市計画税
軽自動車税

第₁期
（全期一括）

ラ」で検索）をご覧になるか、問い合わ

り組みにご理解ください。

せてください。

7 月 2 日㈪

第₄期

₁月31日㈭

第₂期
第₃期
第₄期
全期
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10月31日㈬
₅月₁日㈫
₇月31日㈫
12月２5日㈫
₂月28日㈭
₅月31日㈭

☎４４３－２０８３

生活安全交通課

☎４４３－２０５２

各納期限までに、お忘れなく納めてください。
口座振替の方は、振替日前日までに預貯金残高をご確認ください。

納期限（口座振替日）
₈月31日㈮

第₁期
（全期一括）

請書を、
生活安全交通課
（市役所₃階）
へ。

進しています。市民の皆さんも、この取

第₂期

第₃期

₅月₁日 ㈫～₉月28日 ㈮ に、直 接、申
※詳細は、市ホームページ（「防犯カメ

平成30年度 市税の納期限
目

あたり１０万円以内（₃本まで）。

め、
₅月１５日を中心とした田植えを推

農業水産課

税

※ た だ し、防 犯 カ メ ラ は₁台 あ た り
1０万円以内
（₃台まで）
、専用柱は₁本

各行政サービスセンター地域福祉課
大沢野☎４６７－５８１１

対象経費 防犯カメラや専用柱などの機

※口座振替で全期一括振替を希望の場合は、第₁期の納期限
（口座振替日）
に年税額分が一度に振替されます。
※納付書で納められる方は、納付書の裏面に記載してある金融
機関などで納めてください。
市・県民税
（特別徴収）
の
納入・納期限

問い合わせ

給与の支払者は毎月
（₆月から翌年₅月）の
給与から税額を差し引き、
取りまとめた上で、
翌月１０日（休日の場合は翌営業日）までに
納めてください。

納税課 ☎４４３－２０２７、２０２８
税務事務所税務課 ☎465－3135

ごみ集積場の環境整備への補助
カラスによるごみの散乱防止などを
図るため、
ごみ集積場を設置する際に、
費用の一部を補助します。町内単位で
申し込んでください。

児童扶養手当・特別児童扶養手当額の改定
₄月分からの児童扶養手当、特別児
童扶養手当の支給額が、以下のとおり
改定
（増額）されます。
※₈月期の支払いから適用されます。

補助対象（ 1 カ所あたり）

・固定式集積場…設置費用の₂分の₁
・簡易式集積場…購入費用の 2 分の 1
※共同住宅や団地造成時に新設するも
のは除く。

●児童扶養手当（月額）
第₁子…42,500円～10,030円
第₂子…10,040円～5,020円
第₃子以降…6,020円～3,010円
※
「児童扶養手当」は、母子家庭、父子家庭

補助限度額

・新設または改築…200,000円
・複数の集積場を₁カ所に統合
（品目別に分かれている集積場を
₁カ所に統合する場合を除く）
…300,000円
・折りたたみ式集積場の設置
…100,000円
・簡易式集積場の購入…10,000円
※申請する場合は、
事前に、
問い合わせ
てください。
環境センター業務課

☎429－7366

岩瀬環境事務所

☎437－9092

古沢資源物ステーション 臨時休業
期間 ₄月28日㈯～₅月 6 日㈰

古沢資源物ステーション
（ファミリーパーク第₂駐車場）
環境センター管理課

☎429－5017

などへ支給される手当です
（所得制限
があります）。
●特別児童扶養手当（月額）
₁級…51,700円、₂級…34,430円
※
「特別児童扶養手当」
は、
精神・身体に一
定以上の障害がある２０歳未満のお子さ
んを家庭で監護・養育している方へ支給
される手当です
（所得制限があります）
。
こども福祉課

☎４43－2055

各行政サービスセンター担当課
大沢野☎４６７－５８30

大山☎４８３－１２１4

八尾☎４５5－2461

婦中☎４６５－2114

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」
春は進学、進級で交友関係が広がる
とともに、スマートフォンの購入など
をきっかけにお子さんが危険ドラッグ
などの違法薬物の情報に接する機会が
増える恐れがあります。

運転免許自主返納支援事業
有効期間内の全ての運転免許を自主
的に返納した満65歳以上の市民
支援内容 公共交通機関などで利用でき

る 2 万円分の支援券（一人 1 回限り）
※希望者には、おでかけ定期券の取得
費用（1,000円）も支援します。
必要書類 運転免許の取消通知書の原本

（免許を自主返納した時に発行）、印鑑
（代理の場合、代理の方の印鑑も必要）
※おでかけ定期券の取得費用を希望す
る場合は、取得したものの写し（両面）
と振込先口座のわかるものを持参して
ください。
申請窓口 生活安全交通課
（市役所 ３ 階）
、

各行政サービスセンター、各中核型地
区センター、各地区センター
※平成31年度からは支援券を 1 万円
分へ変更し、平成33年度には申請の受
付を終了します。
※運転免許の返納については、富山県警察
本部運転免許センター（☎441－2211）へ。
運転に不安を感じている方やその
家族の相談を受け付けています
専用ダイヤル

県運転免許センター

☎451－2140

受付時間 ㈪～㈮ 8：30～17：15

※㈷（休）、年末年始を除く。
生活安全交通課

☎443－2052

家族で危険ドラッグの怖さを話し合

こども医療費助成制度
市では、中学 ３ 年生までのお子さん
の医療費
（保険診療の自己負担分）
を助
成しています。
なお、
助成を受けるため
には、
事前の受給資格登録が必要です。
申請に必要なもの

・ お子さんの健康保険証
・ 印鑑
※その他、状況に応じて必要な書類が
あります。
申請受付場所 こども福祉課
（市役所 3 階）、

各行政サービスセンター地域福祉課、
各 地 区 セ ン タ ー、と や ま 市 民 交 流 館
（CiC 3 階：新富町一丁目）
こども福祉課

☎４４３－2249

各行政サービスセンター地域福祉課
大沢野☎４６７－5830

大山☎４８３－1214

八尾☎４５５－２４６１

婦中☎４６５－２１１４

い、インターネットの接続機器にフィ
ルタリングを設定するなどして、お子
さんを危険ドラッグから守りましょう。
保健所地域健康課

☎428－1155

商工業振興資金融資制度
◆商工業振興資金

くらしの情報あれこれ
新車や中古車の購入はクーリ
ング・オフができません。特に中
古車は、できるかぎり現物車両を
確認し、慎重に契約しましょう。
［確認する項目］

₃月31日まで₁年間延長します。

・保 証 や 整 備 、修 復 歴 の 有 無 、
走行距離
・エンジンやミッション、
キズや
ヘコミなど

◆緊急経営基盤安定資金

［注文書などにサインをする前に］

設備投資支援資金の融資限度額およ
び利子助成率の拡充期間を、平成31年

取扱期間を、平成31年₃月31日まで
₁年間延長します。
※詳細は、問い合わせてください。
商業労政課

☎443－2070

・約束した内容が正確に記載さ
れているか確認しましょう。
・税金、保険料、諸費用などに間
違いはないか確認しましょう。
・約款はよく読み、納得した上
で、サインしましょう。
消費生活センター

☎443－2047
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開催日時

開催場所

内容

対象

放課後児童健全育成事業
開設事業者への補助金

定員

費用

申込方法

問い合わせ ☎電話 ℻ファクス

プロスポーツチームを応援しよう
●富山グラウジーズ
（☎451－5586）

地域児童健全育成事業
（子ども会）
の

ＥＥメール

ト ラ ム

ホームページ

バ ス

とやま花 Tram・花 Bus キャンペーン
指定生花店で500円以上の花を購入し、

₄月28日㈯、
29日㈷

市内電車やポートラム、まいどはやバス

利用児童数が基準を大きく超えている

市総合体育館（湊入船町）

に乗車する方に、当日限りの乗車無料券

校区など（芝園、豊田、堀川南、山室、山

●カターレ富山
（☎461－5200）

室中部、
杉原、
藤ノ木）
において、
放課後
児童健全育成事業の開設にかかる経費

₄月29日㈷、5 月 6 日㈰、6 月 3 日㈰、
9 日㈯、
23日㈯、7 月16日㈷

に対して補助金を交付します。
※詳細は、市ホームページ
（
「放課後児

県総合運動公園陸上競技場（南中田）
●富山GRNサンダーバーズ（☎0766－50－8980）

童」で検索）をご覧になるか、問い合わ

を進呈します。
皆さんの花で、まちを明るく彩りま
しょう。
※詳細は、フローラルとやま実行委員
会へ問い合わせてください。

5 月12日㈯、13日㈰、30日㈬、6 月 2 日㈯、

フローラルとやま実行委員会

せてください。

3 日 ㈰、10日 ㈰、23日 ㈯、7 月14日 ㈯、

（農業水産課内） ☎443－2083

●放課後児童健全育成事業施設整備

15日㈰、
16日㈷

特別拡充補助金（国・県の補助制度に加

アルペンスタジアム（下飯野）、県営

え、市独自の上乗せ補助事業）

富山野球場
（五福）

補助対象 社会福祉法人、
学校法人、公益

※チケットなど詳細は、各チームへ。

社団法人、
公益財団法人、
その他営利を

スポーツ健康課

☎443－2141

目的としない法人で市長が認めたもの
補助内容 施設整備にかかる工事費など

●放課後児童健全育成事業開設促進補助金

【企業向け】雇用に関する奨励金
市内の中小企業などに各種奨励金を
交付しています。詳細は、市ホームペー
ジ（「雇用支援」で検索）をご覧ください。

孫とおでかけ支援事業

●障害者雇用奨励金
交付金額 1 人につき月17,000円

補助対象 社会福祉法人、
学校法人、公益

祖父母の方がお孫さんと対象施設を

社団法人、
公益財団法人、
その他営利を

訪れると、
入館料・観覧料が無料になり

●ひとり親雇用奨励金

目的としない法人・団体
（町内会などの

ます。
お孫さんとおでかけして、楽しい

交付金額 1 人につき月12,000円

地域住民団体、
市民団体）
で市長が認め

思い出を作りましょう。

たもの

（短時間労働者は月8,000円）

４ 月から滑川市・舟橋村・上市町・
立山町が加わり、１１市町村・５３施設
が対象となります。

補助内容 既存建物改修工事費、建物借

り上げ費、
人件費、
備品購入費など
5 月31日㈭までに、
必要書類を、
直接、
こども育成健康課（市役所 3 階）
へ。

（短時間労働者は月12,000円）

お孫さんと一緒に来館される富山市

●高年齢者雇用継続奨励金
交付金額 1 人につき月12,000円

（短時間労働者は月8,000円）
●ひとり親トライアル雇用奨励金
交付金額 当初の 3 カ月の平均給料月額

※必要書類はこども育成健康課にあるほ

および連携する市町村にお住まいの祖

の50％（限度額：50,000円）

か、市ホームページ（「放課後児童」で検索）

父 母 の 方（お孫さんのお住まいに制限は

●高年齢者雇用一時金

からダウンロードすることもできます。

ありません）

交付金額 1 カ月の給料月額の50％

こども育成健康課

☎４４３－2204

※詳細は、
市ホームページ（「孫とおで

（限度額：50,000円）

かけ」
で検索）をご覧ください。
生涯学習課

募集

商業労政課 ☎443－2073

☎443－2138

市立保育所 の運営を引き継ぐ法人

平成32年 4 月から民営化する市立西田地方保育所・豊田保育所の移管先
となる社会福祉法人などを募集します。
引き継ぎは平成31年 4 月からです。

応募資格（一部抜粋）
（ １ ）次の①②いずれかの要件を満たす法人
①市内に法人の事務所を置き、市内で社会福祉事業を実施する社会福祉法人
（新設する場合を含む）
②県内において、現に認可を受けて、保育所等の児童福祉法に定める児童福祉
施設を経営する社会福祉法人、学校法人、公益社団法人および公益財団法人

申込方法
5 月25日㈮～ 7 月13日㈮に、直接、申請
書を、
こども支援課
（市役所 3 階）
へ。
※募集要領・申請書は、4 月13日㈮から、
こども支援課で配布します。市ホーム
ページにも掲載します。

説明会
  日時／ 4 月20日㈮13:30～
  場所／市役所 3 階 自治振興会室

（ ２ ）2 時間延長保育、休日保育、乳児保育、親子サークル、
障害児保育、
体調不
良児対応型病児保育、
一時預かりなどの特別保育事業を実施できる法人
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こども支援課

☎４４３－2252

海 を 汚 さ な い で

募

6 月下旬までは、ホタルイカ漁の最
盛期です。
川や用水に、
草、
ごみ、
汚濁水
などを流さないように努め、きれいな
富山湾を守りましょう。
農業水産課

10月 6 日㈯～14日㈰に、旧小羽小学

●マラソンの部（42.195㎞）
スタート地点 高岡市役所前

4 月 1 日現在で18歳以上の方
12,000人

10,000円

校で「富山市美術展インスタレーショ

●車いすの部（ 9 ㎞）

ン 部 門」
（ 3 年 に 1 回）を 開 催 し ま す。

スタート地点 高岡市役所前

障害者手帳をお持ちの方

ぜひ、
応募してください。

地域防災力の向上にご協力をお願い

高校生以上で、
富山県、石川県、福井

30人

3,000円

します。

県、新潟県、長野県、岐阜県、三重県、愛

●ジョギングの部（約 4 ㎞）

補助内容 防災資機材の整備や防災訓練

知県、静岡県で制作活動を行っている

スタート地点 新湊きっときと市場前

に係る費用の一部

個人またはグループ

小学 4 年生以上

1,000人

一般3,000円、高校生1,500円、中学生

※詳細は、市ホームページ
（
「自主防災

6 月15日㈮までに、郵送、E メールま

組織」で検索）をご覧になるか、問い合

たは直接、申込書、作品企画書を、文化

1,000円、小学生・保護者ペア4,000円

わせてください。

国際課
（市 役 所 5 階：〒930－8510

申込期間

防災対策課

☎443－2181

都市計画の変更（案）の縦覧

至 金泉寺
開、藤木、町新地区における建ぺい
41

開催日 10月28日㈰

富 山 市 美 術 展2018
インスタレーション部門作品

☎443－2082

自主防災組織の活動を補助します

富 山 マ ラ ソ ン2018

集

率・容積率の変更
（案）
について、
次のと
新庄

新

桜町 7 －38）へ（事前に書類審査を行い、 ①マラソン先行枠・応援枠（申込順）
事前審査通過者には出品通知を発送し

4 月 7 日㈯～ 6 月20日㈬

ます）
。

②一般枠（申込順）、③一般枠（抽選）、

※詳細は、開催要項を確認してください。 ④車いす・ジョギングの部（申込順）
※開催要項・申込書類は、4 月上旬から、 4 月21日㈯～ 6 月20日㈬
文化国際課、各行政サービスセンター、

①②④は、エントリーサイト（http//:

おり縦覧します。
期間中、
意見書を提出

各 中 核 型 地 区 セ ン タ ー、各 地 区 セ ン

runnet.jp/）から申し込んでください。③

することができます。

ターなどに設置します。市ホームペー

は専用振込用紙（郵便振替）で、申し込ん

ジ
（
「富山市美術展2018」で検索）からダ

でください。専用振込用紙は、市スポー

ウンロードすることもできます。

ツ施設やスポーツ健康課（市役所 3 階）

該当地区

藤ノ木小学校
至 富立大橋

175

6

bunkakokusai-01@city.toyama.lg.jp
文化国際課

☎４４３－2040

民俗民芸村 解説・体験サポーター

縦覧場所・意見提出先 都市計画課
（市役所 6 階）

☎443－2105

開催回数が年 5 回から年 1 回に減り

消費生活センター

☎444－4102
スポーツ健康課

☎443－2141

任期 平成31年₃月31日まで

事前研修
（下記）に参加でき、その後、
サポーターとして活動できる方

民俗民芸村（安養坊）
☎443－2123

問い合わせてください。
富山マラソン実行委員会事務局

期間 ₅月12日～₆月23日の第₂・₄㈯

市民プラザ
（大手町）

か、富山マラソン実行委員会事務局へ

観覧者や見学に訪れた小・中学生の

ます。
今年の開催は以下のとおりです。 ［解説・体験サポーター事前研修（全₄回）］
開催日 8 月18日㈯

※詳細は、ホームページ（http://www.

案内・体験補助をするサポーター（ボラ
ンティア）を募集します。

家 庭 用 品 修 理 会

にあります。
toyamamarathon.com/）をご覧になる

365

期間 4 月 6 日㈮～20日㈮

都市計画課

Ｅ

無料
₄月20日㈮までに、
電話、
FAX、
Eメール
または直接、住所、氏名、年齢、電話番号

ミズバショウが
見頃を迎えます
₄月下旬頃に、ミズバショウ群
生地（八尾町小井波）が、見頃を迎
えます。

を、
民俗民芸村管理センターへ。
※詳細は、ホームページ（http://www.city.
toyama.toyama.jp/etc/minzokumingei/）を
ご覧ください。
民俗民芸村（管理センター）
☎433－8270
Ｅ

℻433－8370

mingeikanri-01@city.toyama.lg.jp

八尾教育行政センター
☎454－3329
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開催日時

開催場所

内容

対象

定員

費用

申込方法

問い合わせ ☎電話 ℻ファクス

て づかさち え

講座・講演
はじめてのストレッチ体操セミナー（春期）
正しいストレッチ体操を学び、柔軟
な体つくりを目指します。
₅月10日～ 7 月12日の㈭
14：00～15：00
（全10回）
大山総合体育センター
（花崎）
50歳以上の男女

ＥＥメール

ホームページ

野外教育活動センター「子どもの村」

講師 手塚幸恵さん

（シナプソロジー教育トレーナー）
［共通項目］

（山田赤目谷）
小学生以上

八尾 B&G 海洋センタープール

50人程度（申込順）

（八尾町福島）
中高年の方

（中学生以下は保護者同伴）

25人（申込順）

1,130円
（お菓子付き）

1,200円（昼食代含む）
₄月18日㈬までに、電話で、
子どもの

事前に、電話または直接、八尾B&G

村へ（受付時間₈：30～17：15）。
※₄月 9 日㈪、16日㈪は休所。

海洋センタープールへ。
※ 1 回ごとの申し込みも可。

子どもの村

☎457－2311

八尾 B&G 海洋センタープール

ますかたとも み

講師 升方智美さん

☎455－9000

（スポールおおやまクラブ講師）
20人
（応募多数の場合抽選）
4,000円
（10回分前納）
₄月16日㈪までに、市体育協会ホーム
ペ ー ジ（http://www.taikyou-toyama.or.
jp）から申し込んでください。
大山総合体育センター
☎483－0059

た の し く 健 康 講 座（春）
●歌ってゴーゴー体操

陶 芸 入 門 コ ー ス
₅月17日～平成31年₃月 7 日の
第₁・第₃㈭１３：３０～１５：３０（全20回）
大沢野老人福祉センター（春日）
市内在住で60歳以上の方

13：30～15：30

5 月12日㈯14：00～15：30
とやま市民交流館 学習室 1
（CiC 3 階・新富町一丁目）
ひろ い たけまさ

シニア・ファイナンシャルプランナー）

₄月29日㈷までに、電話かＦＡＸで、
郵便

市内に在住か通勤、通学している方

番 号、住 所、氏 名、年 齢、電 話 番 号 を、

50人（申込順）

ウィンディへ。

無料

ウィンディ

☎４６8－3333

5 月 7 日㈪（必着）までに、往復ハガキ、

ＦＡＸ４６7－4333

ＦＡＸ、Ｅメールで、講座名、郵便番号、住所、
氏名、年齢、電話番号、ＦＡＸ番号（ＦＡＸで申し

お がた かおる

4 月27日㈮、5 月29日㈫、6 月 5 日㈫

得する資産形成のコツ～

１５人
（申込順）

13：30～15：30

ゲーム感覚の体操や工作を行います。

～お金を取り巻く環境の変化と知って

1,０００円×10品目（材料代）

4 月19日㈭、5 月15日㈫、6 月21日㈭

●にこにこ脳トレ

［知っておきたいライフプランと資産形成］

講師 広井健真さん
（野村證券㈱投資情報部

歌に合わせて体を動かします。

講師 緒方 薫さん
（療法的音楽活動家）

男女共同参画ライフプラン応援セミナー

アウトドア竹クッキング
はん

込む方）を、男女共同参画推進センター
（〒930－0002 新富町一丁目 2 － 3 ）へ。

竹で飯 ごうと箸を作り、薪でご飯を

男女共同参画推進センター

炊いて食べます。
₅月12日㈯ 9：30～14：30

☎433－1760
Ｅ

℻433－1761

suishin-01@city.toyama.lg.jp

飯山市からのお知らせ
北陸新幹線の開業で身近になった飯山市へお出かけしてみませんか。飯山駅からは、周遊バスも運行します。
※富山市と長野県飯山市は、
平成25年₂月に
「観光交流都市協定」を締結し、交流人口の拡大と集客に取り組んでいます。

第35回 いいやま菜の花まつり

おぼろ

千曲川と残雪抱く関田山脈を望む
「菜の花公園」は、唱歌
「朧 月夜」の
舞台として知られています。
「 幸せの鐘」や「幸せの菜の花ポスト」な
ど写真スポットが盛りだくさんです。
開催日 ₅月₃日㈷～₅月₅日㈷
場所
菜の花公園（長野県飯山市大字瑞穂４１３）
アクセス 車：上信越自動車道豊田飯山ICから20分
JR：JR飯山駅からバスまたはタクシーで20分
菜の花まつり実行委員会
（飯山市役所農林課内） ☎0269－62－3111
http://www.iiyama-nanohana.jp/
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市民大学開講式・特別講演会
₄月13日㈮ 開講式▶１３：３０～
特別講演会▶１４：００～
富山国際会議場（大手町）
なる せ てつ お

手 話 入 門・基 礎 講 座
①手話入門講座

（友の会会費）が必要です。
ユースピア

市内に在住か勤務する方
４０人（応募多数の場合抽選）

小学生英語ふれあい教室（前期）

②手話基礎講座

外国人講師とのゲームや歌などを通

昼の部…₅月10日～11月 8 日の㈭

●市民大学受講者の追加募集
定員に空きがあるコースの受講申し
込みを、随時受け付けています。
※詳細は、問い合わせてください。

市民学習センター

☎４９３－３５００

１０：００～１２：００（全２５回）
夜の部…5 月 8 日～10月30日の㈫
１８：４５～２０：４５（全２５回）
市 内に在住か勤務する方で、入門
講座を修了した方

健康づくりに必要な正しい栄養の知
識や調理方法を身につけ、
ボランティ
ア活動をしてみませんか。

して、楽しく英語を学びます。
最終日に
は、簡単な英語劇の発表をします。
5 月12日～ 7 月28日の㈯（全12回）
9：45～10：30
富山外国語専門学校
（市民プラザ 5 階：大手町）

各１０人（応募多数の場合抽選）

健康づくり 保健栄養教室

☎492－1256

１８：４５～２０：４５（全２０回）

演題 分かるということ～そこはいつも

・ 不要

※今年度の新規利用者は、別途500円

₅月10日～１０月 4 日の㈭

講師 成瀬哲生さん
（山梨大学名誉教授）

ワンダーランド、富山再発見のために～

直接、
ユースピアへ。

［共通項目］

市内の小学校に通う小学 4 年生
15人（応募多数の場合抽選）

市総合社会福祉センター（今泉）

12,900円（教材費、保険料など含む）

３,２４０円（テキスト代）

₄月20日㈮までに、郵送、ＦＡＸ、または

₄月24日㈫
（必着）
までに、
電話かハガ
キで、
講座名
（②は昼の部・夜の部の希望

直接、申込書を、富山外国語専門学校
（〒930－0084 大手町₆－14）
へ。

5 月下旬～10月下旬
（ 7 回程度）

も）
、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番

※受講決定通知書は₄月24日㈫に郵送

保健所
（蜷川）

号、テキストの有無を、市社会福祉協議

します。

市内在住のおおむね65歳以下で、教

会
（〒９３９－８６４０ 今泉８３－₁）
へ。

※申込書は富山外国語専門学校にある

室終了後、食生活改善推進員として活

市社会福祉協議会

☎４２２－２４５６

動ができる方

ac.jp）からダウンロードすることもで

50人
（申込順）

上 生 菓 子 作 り 講 座

3,000円
（実習費含む）
₄月23日㈪までに、往復ハガキで、教室

5 月13日㈰10：00～12：00

名、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、生年

ユースピア（山室）

月日、電話番号、返信用連絡先を、保健所地

39歳までの勤労青少年

域健康課（〒939－8588 蜷川459－ 1 ）へ。

15人
（申込順）

保健所地域健康課

市民国際交流協会

ほか、ホームページ（http://www.tcfl.

☎428－1153

きます。申込書の郵送を希望する方は、
問い合わせてください。
富山外国語専門学校

℻491－1349

600円

5 月 6 日㈰までに、費用を持参の上、

外国語講座受講者募集

＜₄月開講＞

＜₅月開講（年30回）＞

講座・クラス名

日時

講座・クラス名

ニューズイングリッシュ
通訳・ガイド実践
Learn and discuss in English
Presentations on various
subjects in English
E Please share your latest topics of
interest with others
入門Ａ
中 入門Ｂ
国
初級ヒアリング
語
やさしい実践会話
会話
ボランティア（中級レベル）
ロシア語入門・初級会話
日本語ボランティア養成（₄月12日㈭から）
多国言語文化交流

第₂㈯10：00～12：00
第₃㈯10：30～12：00
第₄㈯10：30～12：00

韓国語初級（₅月16日㈬から）
中国語初級（₅月18日㈮から）

A
B
C
英
D
語

☎491－5911

第₂㈫18：30～20：00
第₄㈫18：30～20：00

韓国語

第₁㈯10：00～12：00
第₂㈯10：00～12：00
第₃㈯10：00～12：00
第₄㈯10：00～12：00
第₂㈯13：30～15：00
第₂㈭19：00～20：30
第₂㈯13：30～15：00
第 2・4 ㈭10：30～12：３０
第₁㈯13：30～15：00

日時

毎週㈬18:30～20:00
毎週㈮18:30～20:00

場 所 市国際交流センター（CiC₃階：新富町一丁目）
定 員 各30人程度
受講料
［₄月開講］
協会費3,000円＋教材費など
［₅月開講］
年間受講料8,000円＋協会費3,000円＋教材費
申込方法 電話または直接、
市民国際交流協会へ。
※各講座とも定員に達するまで、随時募集しています。
市民国際交流協会

☎４４４－0642
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開催日時

開催場所

内容

対象

催し・イベント
ポートラム運転体験会・車両基地見学会
₅月 5 日㈷①10：00～11：30
②13：30～15：00
富山ライトレール㈱本社・城川原車
両基地
小・中学生
（保護者同伴が条件）
各回10人
（応募多数の場合抽選）

定員

費用

申込方法

問い合わせ ☎電話 ℻ファクス

森林セラピーウオーク＆ヨガ

●

ホームページ

パネル展示「しいくかかりの一日」
期間 4 月14日㈯～22日㈰

立山山麓（森林セラピー基地）での森
林散策とセラピーヨガを行います。

ＥＥメール

自然体験センター
●

全飼育係のランチタイムトーク

4 月29日㈷ 9：30～
集合場所 大山農山村交流センター（原）

小学生以上

飼育係が、とっておきの裏話や
体験談をお話します。

50人
（応募多数の場合抽選）

4 月14日㈯、
15日㈰12：30～13：00

一般3,000円、小学生2,500円

自然体験センター

4 月24日㈫（必着）までに、往復ハガキ

～どうぶつにふれよう～

で、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号

4 月16日㈪11：00～11：30

4 月22日㈰（必着）までに、ハガキ、ＦＡＸ、

を、立山山麓森林セラピー基地推進事業

Ｅメールで、住所、氏名（ふりがな）、学年、 実行委員会（〒930－1454 原55） へ。
なもの）、同伴する保護者の氏名、希望時

立山山麓森林セラピー基地推進事業実行委員会
（大山観光開発㈱内）

☎482－1311

間（①または②）を、富山ライトレール㈱
（〒931－8325 城川原三丁目 3 －45） へ。
富山ライトレール㈱

☎426－1770

呉羽丘陵「月いちウオーク」オープニング大会

℻426－1775

呉羽丘陵の散策路「フットパス」を健

Ｅ

info@t-lr.co.jp

康づくりの森として親しみましょう。

路面電車推進課

☎４４３－2115

₅月 3 日㈷ 9：30～（受付 8：30～）
※雨天決行。

ガラス美術館  ギャラリートーク
企画展「コレクション展 2017－Ⅱ 日常
からの旅」の学芸員による作品解説です。

・ 不要

◆里ノ助とあそぼう

（弁当・お茶付き）

3,000円（ポートラムグッズをプレゼント）

性別、電話番号（平日の日中に応答可能

無料

飼育の日だョ・全員集合！

呉羽丘陵多目的広場（五福）

集合場所 自然体験センター

・ 不要
「里ノ助とあそぼう」では、未就学
児を対象に、里ノ助と一緒に自然
遊びや工作をします。
里ノ助と一緒に遊びませんか。
日時／毎月第 3 ㈪11：00～11：30
集合場所／自然体験センター

北 代 縄 文 広 場（北代）
北代縄文広場☎４３６－３６６４
埋蔵文化財センター☎465－2146
◆縄文土器・縄文グッズ・コースターづくり

コース ①ゆっくり 5 ㎞コース

② 5 ㎞コース ③10㎞コース

縄文グッズは１０分～２５分、麻縄を編

※詳細は、ホームぺージをご覧ください。

んだ縄文コースターは約 1 時間ででき、

4 月21日㈯14：00～

小学生以上（小学生は保護者同伴）

どちらもそのまま持ち帰れます。

ガラス美術館 4 階 展示室 4（西町）

各100人
（申込順）

開催日 休館日を除く希望日

※費用・申込不要（ただし、該当する展

200円
（スポーツ保険加入金含む）

北代縄文広場体験工房

覧会観覧券の当日半券が必要）
。

4 月20日 ㈮ ま で に、ハ ガ キ、ＦＡＸ、Ｅ

縄文土器▶一般７００円、小・中学生５００円

ガラス美術館

☎461－3100

立山山麓トレッキング
とんがり やま

360度を見渡せる尖 山 の山頂から立

メールで、住所、氏名、年齢、電話番号、
希望コース
（①、②、③）を、NPO法人き

縄文グッズ▶一般３００円、小・中学生１００円

んたろう倶楽部
（〒930－0143

縄文コースター▶100円

4 月28日㈯ 9：00～13：00頃
（立山町東中野新）

西金屋

希望日の １ 週間前までに、電話で、

6717）へ。
NPO法人きんたろう倶楽部

山山麓を眺めます。
集合場所 立山あるぺん村向側駐車場

Ｅ

◆土器の野焼き※雨天順延。

info@kintaroclub.net

₄月29日㈷ 8：００～12：００頃

http://kintaroclub.org/
公園緑地課

80人
（応募多数の場合抽選）
一般3,000円、
小学生2,500円
（弁当・お茶・観光リフト券付き）
4 月18日㈬（必着）までに、往復ハガ
キで、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話
番号を、立山山麓トレッキング実行委
員会（〒930－1454

原55） へ。

☎４４３－2110

施設行事
ファミリーパーク（古沢）

☎４3４－1234 ℻434－1208
大人50０円、
中学生以下無料

◆
「飼育の日」イベント

4 月19日の「飼育の日」にちなんで、

立山山麓トレッキングイベント実行委員会

動物園の施設や飼育係の仕事を紹介す

（大山観光開発㈱内） ☎482－1311

るイベントを行います。
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北代縄文広場へ。

☎・℻434－1316

コース 尖山コース
（約 4 ㎞）

小学生以上
（小学生は保護者同伴）

（いずれも野焼き代含む）

科 学 博 物 館（西中野町一丁目）
☎４９１－２１２５
大人５２０円、
高校生以下無料
㈯はカップル無料

※以下の催しで記載のないものは
入館料のみ

不要

「宵の明星」
◆イブニングプラネタリウム
金星の見え方や特徴などを紹介します。
4 月21日㈯18：00～18：45
242人（先着順）
※ 当 日 は19：00ま で 夜 間 開 館 し ま す
（入館は18：00まで）。

◆とやまの自然探検

国・県などからのお知らせ

「常願寺川の石ころ観察会」
常願寺川の河原にある石を観察し、
石を見分けます
（雨天・増水時中止）
。

公営競技事務所☎４３８－３４００
http://www.toyama-keirin.com

4 月29日㈷13：30～15：30

武雄記念（GⅢ）
場外…₄月12日㈭～15日㈰

常願寺川公園
（水橋開発）

静岡
（FⅠ）
場外………₄月16日㈪～18日㈬
奈良
（FⅠ）場外………₄月16日㈪～18日㈬

※現地集合・解散。

マンション管理無料相談会
分譲マンションの管理や運営に関す
るセミナー、無料相談会

4 歳以上
（小学生以下は保護者同伴）

西武園記念（GⅢ）場外…₄月19日㈭～22日㈰

4 月21日、5 月19日、6 月30日の㈯

30人
（応募多数の場合抽選）

大垣
（FⅠ）場外………₄月25日㈬～27日㈮

13：30～15：30

無料

函館ナイター（GⅢ）場外…₄月26日㈭～29日㈷

県民会館（新総曲輪）

※日中のみ発売

4 月19日㈭（必着）までに、往復ハガ

マンション区分所有者、管理組合など

キで、
行事名、
住所、
参加者全員の氏名、

広島
（FⅠ）場外……… 4 月28日㈯～30日（休）

年齢、電話番号、返信用連絡先を、科学

日本選手権平塚（G Ⅰ）場外… 5 月 1 日㈫～ 6 日㈰

富山県マンション管理士会

博物館（〒939－8084

西中野町一丁目

富山競輪（ＦⅡ）ガールズ有…₅月 3 日㈷～ 5 日㈷

☎407－1338

8 －31）へ。ホームページ
（http://www.

松阪
（FⅠ）
場外………₅月 9 日㈬～11日㈮

・ 不要

tsm.toyama.toyama.jp/）から申し込む
こともできます。

ごみ出しのルール
タイヤは集積場に出しちゃダ
メだよ。購入先や専門の業者に
相談してね。
環境センター管理課 ☎４２９－５０１７

生活価値創造「大手町農園」

屋上でいもほり！
市民プラザ
（〒９３０－００８４ 大手町₆－１４）
http://www.siminplaza.co.jp
☎４９３－１３１３
Ｅ info@siminplaza.co.jp
ＦＡＸ４９３－１３１７
ママとキッズのなかよし広場
ハ

グ

ハ

グ

HUG HUG すまいる

入場無料

子どもと一緒に遊べる道具が盛りだくさん。
保育士
やサポートスタッフもいるので安心して遊べます。
日時／₄月24日㈫10：00～15：00
場所／₂階アトリウム
ワークショップ

うさちゃんをつくろう♪（申込不要）
布で、
手のひらサイズの
ぬいぐるみやガラガラを作ります。
時間／10：30～11：30、
13：00～14：30
料金
（ 1 つ）
／ぬいぐるみ：500円、
ガラガラ：700円
「HUG HUG すまいる」に参加の方は、地下駐車場の料金が₁時
間無料になります。また、有料のワークショップに参加の方は、
さらに 1 時間無料になります。

環境にも優しい屋上緑化として、普段は入れない
屋上で、サツマイモの植え付けと収穫を行います。
参加の方には、抽選で市民プラザで開催のイベン
ト招待券をプレゼントします。また、
10月28日㈰開催
予定のイベントでは、焼き芋を無料進呈します。
植え付け日時／ 5 月20日㈰①10：00～、②11：00～
③12：00～、④13：00～、⑤14：00～
⑥15：00～、⑦16：00～
収穫日時／10月14日㈰10：00～16：00
※都合の良い時間にお越しください。
対象／小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員／各回70人（申込順） 料金／ 1 人2,000円（前売り）
申込方法／ 4 月30日（休）までに、
チケットぴあ
（https://
t.pia.jp/）から申し込んでください。
【Pコード638－653】
※発行手数料などが必要な場合があります。
※天候などの影響により、開催日時が変更になる場合
があります。
詳細は、
ホームページをご覧になるか、
問い合わせてください。
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立山山麓

期間：5 月 3 日㈷～１１月 4 日㈰の㈯㈰㈷

グリーンシーズン

★夏休み期間（₇月28日㈯～₈月26日㈰）は毎日営業

期間中、
観光リフトとジップラインを営業します。

観光リフト運行
クワッドリフトを乗り継いで、眺めのいい山頂を目指します。
時 間 ₆：００～16：30
料 金 往復：一般1,200円、小学生600円
片道：一般 780円、小学生510円

ジップライン・アドベンチャー立山
時

間

₉：00、１3：00（₁日 2 回）
※所要時間は約 2 時間３０分（₆つのコースを巡ります）
。

定

員

各60人※₁グループ１０人程度にガイド₁人が付きます。

大人3,500円、中学生・高校生3,000円、小学生2,500円
（いずれもリフト利用料含む）※各種割引などもあります。
参加条件 身長１２０㎝以上、体重２５㎏以上１２０㎏以下の方
料

金

予約方法

参
 加前日の１６：３０までに、大山観光開発㈱へ、電話または
ホ ー ム ペ ー ジ（http://zip-tateyama.com/）から申し込
んでください。
※30人以上の団体予約があれば、平日でも運行します。

問い合わせ

大山観光開発㈱

たいきょうウオーキングイベント

☎４82－１３11

市体育協会

☎４３２－１１１７

富山の四季を感じながらウオーキングに親しみ、
仲間づくり・健康づくりをしませんか。
●費用／２００円
（一部を除く）
開催日
₄月 8 日㈰

さくらウオーク2018［１０㎞］

₉月 9 日㈰

富山湾と白岩川ウオーク［₈㎞］

₅月13日㈰

田園と海沿いのウオーキング［ 6 ㎞］

10月 2 日㈫

ウオーキングでYOGA［₅㎞］

₄月22日㈰
₅月19日㈯
₅月27日㈰

₆月 5 日㈫
₆月24日㈰
₇月 1 日㈰

イベント名（行き先など）・距離

開催日

₉月23日㈷

呉羽山ウオーク［4.7㎞］

10月 8 日㈷

Let's赤門ふれあいウオーキング［4.7㎞］

10月21日㈰

八尾おわら坂の町ウオーク［10㎞］

11月₄日㈰

海浜ウオーク［10㎞］
ウオーク

レイル

富岩運河 WALK&RAIL［７.５㎞］
氷見景勝地めぐりウオーク（氷見市方面）
［12.4㎞］

  ₈月18日㈯・
第 5 回立山登拝ウオーク［１5.5㎞］
          19日㈰

11月10日㈯
11月11日㈰
12月 8 日㈯
₂月 9 日㈯
₃月 9 日㈯

イベント名
（行き先など）
・距離

雄山神社と常西用水ウオーク［１0㎞］
呉羽丘陵ウオーク（ファミリーパーク周辺）
［₂㎞・₅㎞］
地鉄沿線ウオーク（富山～大山）
［25㎞］

ねんりんピック開催記念ウオークラリー［ 5 ㎞］
さわやか猿倉ウオーク［１0.8㎞］

自然と文化を巡るウオーク［１1.5㎞］

まちなかイルミネーションウオーク［₅㎞］
スノーシューウオーク［₃㎞］
芽吹きウオーク［8.5㎞］

※詳細は、
市体育協会へ問い合わせてください。

市体育協会では、
ウオーキングイベントの
最新情報をお届けするメールマガジン
「たい
きょうウオーカー」
を配信しています。
ぜひ、
登録してください。

［登録方法
（無料）
］

①タイトルおよび本文は空欄のまま、下記の
アドレスへメールを送付してください。
add-taikyouwalker@taikyou-toyama.or.jp

メール
で
簡単登
録

「たいきょうウオーカー」配信中

②「登録のご案内」メールが届けば登録完了です。
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いよいよ 4 月だ。
進学する人、
社会人になる人、
そういう多く
の人の新しい日々が始まる。
そして家族と一緒に暮らして来た
日々から巣立ち、一人暮らしを始めるという学生もまた多い。
親元を離れ、遠くの地で新生活をスタートする。彼らが新生活
に向けて希望や期待を胸いっぱいに抱いているであろうこと
は容易に想像がつく。力強く巣立っていくがよい。人生の先輩
として、
君たちの青春真っただ中でのスタートを心から応援し
激励したい気持ちでいっぱいだ。
頑張って欲しい。
一方、新天地での暮らしに、何よりも初めての一人暮らしに臨ん
で、少しばかりの不安を抱いている人もいるだろう。若い頃の僕も
そうだった。その不安を少しでも和らげてもらえたらという思い
から、僕自身の一人暮らしを初めた頃の記憶をたどってみたい。
僕が初めて親元を離れ、一人暮らしを始めたのは、大学に入学
するために上京した時である。小田急線の経堂駅から徒歩１５分と
いう立地の、まかない付きの下宿屋が東京暮らしのスタートで
あった。当時、列車に乗る駅で荷物を預けて到着地の駅でその荷
物を受け取るという「チッキ」というサービスが国鉄にあったの
だが、その「チッキ」で布団や衣類を送ったと記憶している。そし
て四畳半での生活に必要な品物を駅前の雑貨屋と電気店で調達
したのだった。その時に調達したものの中に陶器のコーヒーカッ
プがあるのだが、実はこのカップを今も使い続けている。昭和４６
年の ４ 月に買ったものなのだから、もう４７年間も使っていること
こわ
になる。よくぞ毀れずに今日まで使用に耐えてきたものだ。おか
げでこのカップが時々東京での青春時代の記憶を思い出させて
くれる。僕にとってはこれからも大切にしたい宝物なのである。
さて、まかない付きの下宿なのだから朝夕の食事は何とか
なったものの、
当初は共用のトイレや洗濯機の使用に面食らっ

富山市長 森

雅志

ひとり暮らし初めの思い出
た記憶がある。
そもそも自宅でトイレの掃除をしたことなどな
く、
自分の下着の洗濯さえしたことがなかったのだから共用シ
ステムについていけないのも無理がない。
そして銭湯について
の苦い思い出もある。
下宿のおばさんから銭湯までの道筋を聞
いていたのだが、
どう歩いて探しても見つからず ３ 日間ほど汗
臭い体で過ごしていた。
（何をしてるのやら？）
。やっと見つけ
にら
た銭湯で番台に座っている女性から睨まれた気がして気後れ
をした記憶がある。その日が僕の銭湯デビューだったのだが、
まずはかけ湯をしてからお湯に入ることを学んだ日となった。
僕の一人暮らしの始まりはそんな体たらくだったのだ。
当時はコンビニなどあるはずもなく、携帯どころか黒いダイヤ
ル式電話機も下宿にないのだから、今とは大違いの暮らし方だっ
た。実家に電話をするには、駅前などにある赤電話のうえに何枚
もの十円玉を置き、一枚ずつ料金投入口に入れながら話すという
やり方だった。友人とどこかで待ち合わせる際など、３０分過ぎて
も相手が来ないと待ちぼうけに腹を立てるどころか不安に襲わ
えきとう
れていた。各駅頭には黒板があって待ち人に向けて伝言を書いて
なんじゅう
いたものだ。僕はなかなか富山弁がぬけず難渋したこともあった。
それでもあっという間に慣れ、新しい友人ができ、従前から
の友人を含め友情を深め、
青臭い恋愛もし、
いろんな経験をし、
チョットだけ社会を知り、
充実した青春時代を過ごすことがで
きた。それは輝く若さがあったからである。これから一人暮ら
くら
しを始めるみんなにも目が眩むほどの輝く若さがある。
その若
ひら
さで乗り切り、
未来を拓いていって欲しい。
ただ、
故郷で君たちを見守っている人がいることも忘れない
で欲しいと思う。
春、４ 月、
巣立ちの時だ。

図書館のイベント
今月は、30分繰り下げて開催します。仕事帰りに参加してみませんか。
か とう ち え

課題本

加 藤千恵

著

『点をつなぐ』
（ハルキ文庫）

28歳の
「みのり」は、故郷を離れて東
京で働いている。仕事や恋愛に悩みな
がらも、
「点」をつなぐように選択を重
ねていく女性のリアルな心情描写が
胸を打つお仕事小説です。
日時／₄月26日㈭19：00～20：45
場所／ CiC₃階 会議室
（新富町一丁目）
定員／30人程度
（申込順）
対象／おおむね２０～４０歳で、市内在住か、市内で勤務・活動
している方
費用／無料
（課題本の購入は自己負担）
申込方法／₄月24日㈫までに、ホームページからメンバー登
録を経て申し込んでください。
ホームページから申し込みで
きない場合は、男女参画・市民協働課に問い合わせてくださ
い
（メンバー登録用紙をお送りします）
。
男女参画・市民協働課 ☎４４３－２０５１
https://www.toyama-tsukiichi-dokugakubu.jp
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４ 月23日～5 月12日はこどもの読書週間

おはなしワールド
各図書館で、読み聞かせやパネルシアターなどを
行います。※費用・申込不要。
［図書館本館］
₄月27日㈮10：30～11：10
※その他の図書館については、ホームページをご覧
いただくか、各館に問い合わせてください。

ぬいぐるみのおとまり会
ぬいぐるみと一緒におはなし会を楽しんだ後、
ぬいぐるみは図書館にお泊まりします。
夜の図書館で過ごすぬいぐるみたちの様子を写
した写真をプレゼントします。※費用無料。
日時／₄月28日㈯15：00～15：30（受付14：15～）
対象／ 3 歳以上の子どもとその保護者
定員／30組（申込順） 持ち物／ぬいぐるみ（ 1 体）
申込方法／ 4 月26日㈭までに、電話、Eメール（件名：
ぬいぐるみのおとまり会申し込み）または直接、
氏名、電話番号を、
図書館本館へ。
図書館本館（西町） ☎461－3200
Ｅ tosyokan-01@city.toyama.lg.jp
http://www.library.toyama.toyama.jp/

ア
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AMAZING TOYAMA 写真部

第 4 期 部員募集
世界で活躍する写真家テラウチマサトさん
（富山市出身、
市政策参与）
が講師を務める写真部で、
心を捉える写真を通じて富山市の魅力を発見・
発信しませんか。

活動内容

活動スケジュール
開催日

・テラウチさんから撮影の基礎を学び、
課題を受けて各自撮影を

コース

します
（課題例：
「自慢したい富山」
など）
。

第₁回

₅月19日㈯

※テラウチさんが来られない回もあります。

第₂回

₆月₉日㈯

第₃回

₇月15日㈰

第₄回

₈月12日㈰

第₅回

9月頃

第₆回

11月頃

第₇回

12月頃

第８回

₁月頃

・写真展やフォトブック、
ポスター、
SNSなどを通じて富山市の
魅力を多くの人に伝えます。
・写真の展示やワークショップなどを行う「フォトフェスティバル
（フォトキト）」に参加します。

時間・内容など

合同

14：00～17：00

Ａコース

10：00～13：00

Ｂコース

14：30～17：30

Ａコース

10：00～13：00

Ｂコース

14：30～17：30

合同

大撮影会

Ａコース

10：00～13：00

Ｂコース

14：30～17：30

フォトフェスティバル（フォトキト）

Ａコース

10：00～13：00

Ｂコース

14：30～17：30

合同／時間未定

※会場は、
市民プラザ、
ガラス美術館、
富山国際会議場
などを予定しています。

費用

対象者
・写真が好きで、富山市の魅力をより多くの人に発信したい方
・全ての回
（全 ８ 回）
に参加できる方
※カメラの技術は問いません。
募集定員
Ａ（午前の部）
・Ｂ（午後の部）の各コース15人（応募多数の場合抽選）
※継続の部員と合わせて各コース約60人の部員で活動します。

［問い合わせ・申し込み先］広報課
リサイクルにご協力をお願い
します！環境センターオリジナ
ルキャラクターの名前は？

〇〇〇に入る言葉は？

答 ○○○ーくん

ハガキかＥメールで、答と郵便番号、住所、氏名、年齢、連
絡先
（電話番号かメールアドレス）
と
「広報クイズ応募」と書
いて、広報課（〒９３０－８５１０ 新桜町 7 －38）
へ (₁人₁通 )。
広報とやまに対する意見・感想もお待ちしております。
締め切り▶₄月13日㈮（必着） Ｅ kouhou-01@city.toyama.lg.jp
賞
品▶５００円分の図書カード
（抽選で₅人）
当選発表▶賞品の発送で代えさせていただきます。
前月の答え レール

前月の応募総数276件（正解数274件）

5,000円（テキスト代など）

申込方法
₄月23日㈪（必着）までに、Ｅメール（またはハガキ）、住所、
氏名、年齢、性別、電話番号、職業、カメラ歴、
自己ＰＲ、
Ｅメールアドレス、
希望コース
（Ａ、
Ｂ）
を、
広報課（〒930
－8510 新桜町₇－38）へ。

☎ 443－2018

Ｅ

amazing@city.toyama.toyama.jp

今月の
放送日

₄月29日㈷１1：4５～

放送局

KNB 北日本放送
（ １ ch）

テーマ「平成30年度予算～人・まち・自然が調和する
活力都市とやまの実現を目指して～」
平成30年度予算について、
活力あふれる富山を目指し
て市が進める取り組みを紹
介します。
市ホームページ（まちづくり・市政⇒インフォメーション⇒とやま情報局）
平成30年（2018年）4 月 5 日発行 －
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ガラス美術館企画展

扇田克也－光のカタチ
会期 4 月28日㈯～ 9 月 3 日㈪
おおぎ た かつ や

扇田克也
（1957～）は家、山、雨、星々など身近な風景の

中にあるものをモチーフに、ガラスの中に柔らかな光を
たた

までの作品を展示します。

観 覧 料／※高校生以下無料。

《 本 展 観 覧 券 》一般 700円（500円）、大学生 500円（300円）

◆開会式

《 2 展共通観覧券》一般1,000円（800円）、大学生 800円（500円）

日時／4月28日㈯11：00～

※ 2 展共通観覧券で企画展「ダブルリフレクション展」

場所／ガラス美術館 2 階ロビー

も観覧できます。

◆作家によるギャラリートーク
（ 4・5 月）
日時／4月28日㈯開会式終了後、 5 月 5 日㈷ 14：00～
場所／ガラス美術館 2 階 展示室 1・2

〇（

）内は20人以上の団体。

〇本展の観覧券で常設展
（4階
「コレクション展」
、

₆階
「グラス・アート・ガーデン」
）
もご覧いただけます。

◆学芸員によるギャラリートーク
（ 5・6 月）

［問い合わせ］
ガラス美術館（西町） ☎461－3100
［ホームページ］http://toyama-glass-art-museum.jp/

日時／ 5 月19日㈯、6 月16日㈯、
30日㈯ 14：00～
場所／ガラス美術館 2 階 展示室 1・2

発行
編集

※申込不要（展示室への入場は本展観覧券が必要）。

富山市 〒９３０‐８５１０ 富山市新桜町₇番38号
企画管理部広報課
☎０７６（４３１）６１１１（代表）

※最新の情報はホームページをご覧ください。

㊧
《海に降る雨》2011年 作家蔵
㊥
《光の山》2014年 作家蔵
㊨
《HOUSE》2017年 作家蔵

富山ガラス工房制作体験

富山ガラス工房

☎436－3322

鯉のぼりアクセサリー制作体験

ガラスで兜や鯉のぼりのオーナメントを作ります。

★特典★ ・金箔または銀箔を使用できます。
・ 専用の箱に入れてお渡しします
（付属品は別売り）。
共通

対象／小学生以上※小・中学生は保護者同伴。

場所／富山ガラス工房第₂工房（西金屋）

項目

申込方法／事前に、
電話または直接、
富山ガラス工房へ。※作品は制作の 1 週間後以降にお渡しします。

広報とやまは環境に配慮し、古紙パルプ配合率８０％の紙と植物油インキを使用しています。

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

料金／3,100円

日時／ 4 月21日㈯、
22日㈰
₉：00～10：00、13：00～14：00
定員／各10人
料金／1,800円

広報とやま、富山市公式Facebook、Twitter、Instagramはこちら→

こどもの日

かぶと

ホームページ

こどもの日特別制作体験

期間／ 4 月14日㈯～27日㈮
時間／₉：00～12：00、13：00～16：00

平成30年₄月₅日号

湛える作品を制作しています。本展では、初期から現在

場
所／ガラス美術館 2 階 展示室 1・2
開場時間／₉：30～18：00（㈮㈯は20：00まで）
※入場は閉場の30分前まで。
※初日のみ開会式終了後に開場。
閉場日（ 5・6 月）
／ 5 月 9 日㈬、16日㈬
6 月 6 日㈬、20日㈬

