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新「富山市」の行政案内 
・ 庁舎の案内と主な業務 
・ 地区センター 
・ 市民サービスコーナー・自動交付機 
・ 時間外窓口 
・ 市議会・農業委員会・地域審議会 
 
 
 
 
1. 届出と証明 
・ 戸籍 
・ 住民登録 
・ 外国人登録 
・ 印鑑登録 
・ その他の届出など 
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目   次 

　平成17年1月17日に総務大臣による官報告示が行われ、富山市、大沢野町、大山町、八尾町、

婦中町、山田村及び細入村が合併し、日本海側有数の面積と人口を有する中核都市、新「富山市」

が4月1日に誕生します。 

　合併後は、「共生」、「交流」、「創造」をキーワードに、合併して良かったと実感していただける

ような新たなまちづくりに取り組むとともに、住民の皆さんに身近な行政拠点として、現在の

6町村の区域ごとに総合行政センターを設置するほか、各地域の実情に応じて地区センター

を配置するなど、窓口サービスの向上や地域住民ニーズの把握と地域の活性化に努めてまい

ります。 

　また、新市の公共施設は、これまでの市町村の垣根がなくなり、住民の皆さん誰もが気軽に

ご利用いただけるようになります。 

　今回の合併協議会だよりは、最終号として、新「富山市」の主な行政サービスや合併に伴う

お知らせ、公共施設等をご紹介します。 

新「富山市」誕生に向けて 

1 2. 市税 
・ 個人市民税 
・ 法人市民税 
・ 固定資産税 
・ 都市計画税 
・ 事業所税 
・ 軽自動車税 
・ 市税の納付 
・ 各種証明書 
 
3. 福祉 
・ 母と子の福祉 
・ 児童の福祉 
・ 子育て支援 
・ お年寄りの福祉 
・ お年寄りの就業支援 
・ 福祉センター・憩いの家 
・ 心身に障害がある方の福祉 
・ 富山市社会福祉協議会 
・ 障害者福祉プラザ 
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4. 保険・年金・健康・医療 
・ 国民健康保険 
・ 国民年金 
・ 介護保険 
・ 健康診査・がん検診 
・ 健康教室・健康相談・訪問指導 
・ 病院・診療所 
・ 救急医療 
 
5. 生活環境 
・ ごみ収集 
・ 消費生活 
・ 水道・簡易水道 
・ 下水道・ 農業集落排水 
・ 水（水質管理）・食品 
・ 斎場 
 
6. 商工業振興 
・ 新規企業立地促進事業・制度 
・ 中小企業向け融資制度 

21 
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・ スポーツ施設 
 
8. 消防・防災 
 
9. 広報・広聴 
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富山市  暮らしの便利帳  

富山 

八尾 
細入 細入 

山田 山田 

大山 

大沢野 

婦中 

1,241.85k� 

※富山県（4,247.30k�）の約3割を占める。 
※市では全国第4位。 
　県庁所在地では静岡市に次いで第2位。 
　（平成17年4月1日現在） 

面　積 

人　口 

地勢と人口 

 

新「富山市」 
富山市 

大沢野町 

大山町 

八尾町 

婦中町 

山田村 

細入村 

人口 (人) 　 

420,804 
325,700 

22,642 

11,652 

22,322 

34,528 

2,037 

1,923

新「富山市」の特徴　～豊かな自然と高次都市機能～ 

（平成12年国勢調査） 

●豊かな自然：海洋・河川・森林・山岳などの自然的空間で、 
　　　　　　　四季折々のレジャーが楽しめます 

［海抜0m：富山湾］ 
　・岩瀬海岸、八重津浜、浜黒崎海岸、四方漁港、水橋漁港 

 
［一級河川］ 
　・常願寺川　流長：51.7km（新市内51.7km）、水源地：北ノ俣岳（大山町） 

　・神通川　　流長：122.0km（新市内45.9km）、水源地：川上岳（岐阜県） 

 
［海抜3,000m：最高峰／水晶岳（2,986m、大山町）］ 
　・中部山岳国立公園、立山山麓、有峰県立自然公園、神通峡、 

　　白木水無県立自然公園、牛岳山麓 

 
●高次都市機能：陸・海・空の交通の要衝地、 
　　　　　　　　富山県の就業人口の約4割を占めます 

［昼間人口・夜間人口］（平成12年国勢調査） 
　・昼間人口：447，096人　・夜間人口：420，518人　 

　・昼夜間人口比率：106.3％ 

 
［産　業］（平成13年事業所・企業統計調査、平成14年商業統計調査） 
　・事業所数：24，382（県全体の37.7％） 

　・従業者数：241，342人（県全体の41.7％） 

　・年間商品販売額：18，860億円（県全体の57.1％） 

　・製造品出荷額等：9，623億円（県全体の29.8％） 

 
［交　通］ 
　・軌道、鉄道駅：40駅　 

　・バス路線：120路線（路線バス・高速バス・コミュニティバス） 

　・特定重要港湾伏木富山港（富山地区） 

　・富山空港　・北陸自動車道 

 



商工労働部・教育委員会事務局 
商工労働部長室 商業労政課　工業政策課　薬業物産課 

観光振興課　中心市街地活性化推進室 
公営競技事務所　統合校整備等推進室 
教育委員会室 

研修室　803・804会議室 8階 

7階 

6階 

5階 

4階 

3階 

2階 

1階 

地下1階 

地下2階 

8階 

7階 

6階 

5階 

4階 

3階 

2階 

1階 

地下1階 

地下2階 

建設部 
建設部長室 道路課　道路維持課　河川港湾課 

公園緑地課　防災対策課 

財務部・監査委員事務局 
財務部長室 財政課　管財課　契約課　土地開発公社 

用地課　監査委員事務局　監査室 
監査委員室 

市長室・助役室・企画管理部 
市長室　助役室 秘書課　特別室　庁議室 

福祉保健部・建設部・財務部 
福祉保健部長室 社会福祉課　こども福祉課 

介護保険課　市営住宅課 
工事検査課 

収入役室・出納課・財務部・上下水道局 
収入役室 出納課　納税課　上下水道局窓口 

指定金融機関　郵便局 

市民生活部・福祉保健部 

監視センター・［夜間・休日受付］ 

1階西館 ： 多目的コーナー、ラウンジ、喫茶コーナー、自動交付機（住民票・印鑑証明・戸籍証明）、キャッシュコーナー、ベビーコーナーがあります。 

機械室 

駐　車　場 

駐　車　場 

市民相談室　社会福祉課（指導監査）　障害福祉課 
長寿福祉課　市政情報コーナー　高齢者職業相談室 

教育委員会事務局 
教育長室 教育総務課　学校施設課 

学校教育課　学校保健課 
生涯学習課　スポーツ課 

大会議室　801・802・805会議室 議場傍聴席 
第3・第4委員会室 

庁舎の案内は、17年2月時点の配置計画に基づき掲載しています。 

議会図書室 
議会会議室 
第1・第2委員会室 

議長室　副議長室 
議員控室 
議会事務局（庶務課　議事調査課） 

議　場 

都市整備部 
都市整備部長室 都市計画課　都市整備課 

建築指導課 
新幹線・富山駅周辺整備課 
富山港線路面電車化推進室 

農林水産部・農業委員会・建設部・財務部 
農林水産部長室 
農政振興課　農業水産課　森林政策課 
農村整備課 
管財課（車両） 

企画管理部・記者室 
企画管理部長室　企画調整課　地域政策課 
行政管理課　職員課　広報課　文化国際課　 

情報統計課　職員課（厚生） 
情報統計課（統計） 

富山地区・上婦負地区農業委員会事務局 
営繕課　入札室 

選挙管理委員会事務局 
職員組合事務局 

環境部長室　環境政策課 
環境保全課 

レストラン 

402会議室 

302会議室 

売店 

市民生活部・選挙管理委員会 
市民生活部長室 
市民生活相談課　生活安全交通課　 
消費生活センター 
男女参画・ボランティア課　自治振興会室 

環境部・財務部・福祉保健部 
資産税課　市民税課 
社会福祉課（保護） 

市民生活部 
市民課　保険年金課　　 

西　館 東　館 

展望 
回廊 

アトリウム 

市民 
ホール 

総合 
案内 

〒930-8510　富山市新桜町7番38号 
TEL.076-431-6111（代） 

松川 

JR富山駅 北陸本線 至金沢 

富山市役所 

至糸魚川 

至高岡 至魚津 富山城● 

富山県庁 
● 

至富山I.C

い
た
ち
川 

神
通
川 

本庁舎 
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新「富山市」の行政案内

庁舎の案内と主な業務

1



部 課 電話番号 主な業務

企
画
管
理
部

企画調整課 443‐2010
市行政の総合的企画及び連絡調整、重要施策の調査・研究・立案、総合計画、地方分権の
推進、広域行政、政策調整会議等庁議

地域政策課 443‐2018
各地域に関する新市建設計画及び施策の総合的な調整、総合行政センターとの連絡調整、
地域審議会

行政管理課 443‐2021
行政組織、行政事務管理、行政改革、公平委員会、外部監査、文書、公印、市史編さん、
条例・規則、情報公開、個人情報保護

職員課
443‐2013（人事）
443‐2014（厚生）

職員の任免・分限・懲戒・服務、試験・選考、定数・配置、給与・勤務条件、安全管理、
研修、表彰、厚生福利、衛生管理

秘書課 443‐2007 秘書、儀式・褒章・表彰、名誉市民

広報課 443‐2012
広聴活動の計画・実施、世論の調査・聴取、広報活動の計画・実施・連絡調整、広報刊行
物の編集発行、報道機関との連絡

情報統計課
443‐2015（情報）
443‐2011（統計）

情報政策の企画・立案、情報システムの開発・運用、情報ネットワークの運用、情報セキ
ュリティ、指定統計ほか統計調査及び統計刊行物

文化国際課 443‐2040 文化行政の企画・総合調整、行政の文化化の推進、芸術文化の振興、国際交流

財
務
部

財政課 443‐2022
財政計画、予算の編成・配当・執行管理、地方交付税等、市債、資金運用及び借入れ、市
議会の招集、市議会との連絡

管財課 443‐2023
市有財産の取得・管理・処分、物品の取得・管理・処分、本庁舎の管理・秩序保持、集中
管理自動車、市営駐車場

契約課
443‐2024（物品）
443‐2025（工事）

契約事務、物品購入契約、工事請負契約、競争入札参加者の資格審査・登録

工事検査課 443‐2020 工事の検査、工事施工上の技術指導、工事の積算基準

納税課 443‐2026
市税の総括・統計・税制の調査研究、税務相談、市税に関する証明、市税の徴収・滞納整
理、譲与税及び交付金

市民税課 443‐2031
個人市民税・法人市民税・事業所税・軽自動車税・市たばこ税・入湯税の賦課、原動機付
自転車の標識交付

資産税課 443‐2034 固定資産税・都市計画税・特別土地保有税の賦課、固定資産の調査・評価、縦覧

用地課 443‐2099
土地の取得及び借受け・補償及び登記、土地収用、工事に伴う損失補償、市有地の境界明
示、土地開発公社との連絡

福
祉
保
健
部

社会福祉課 443‐2164
社会福祉法人の設立・認可・指導監督、社会福祉施設等の指導監査、戦没者遺族・戦傷病
者等、民生委員、災害救助、生活保護・法外援護

障害福祉課 443‐2056 身体障害者（児）福祉、知的障害者（児）福祉、精神障害者福祉

こども福祉課 443‐2059
市立保育所の運営管理・施設整備、私立保育所の育成指導、児童福祉、父子・母子・寡婦
福祉、乳幼児・妊産婦・ひとり親家庭医療

長寿福祉課 443‐2061 高齢社会対策の企画・連絡調整、高齢者福祉、老人医療、養護老人ホームの設置認可

介護保険課 443‐2041
介護保険事業、要介護認定、在宅介護支援センター事業、特別養護老人ホームの設置認可、
指定居宅サービス事業者及び指定介護老人福祉施設の指定、地域ケア、介護予防の推進

市
民
生
活
部

市民生活相談課
443‐2045（相談）
443‐2046（地域）

市政相談、苦情・要望等、請願・陳情・投書等、行政苦情オンブズマン、人権擁護、地域
振興、自治組織、町名・町界、住居表示、地区センター

市民課 443‐2048
戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、外国人登録、住民異動に伴う転入学・転校等、埋火葬の
許可等、自動車の臨時運行許可

保険年金課 443‐2064 国民健康保険、国民年金の届出・申請

生活安全交通課 443‐2052
市民生活の安全・防犯・美化、自転車の放置防止、交通安全運動の推進、交通安全思想の
普及、市営自転車等駐車場

男女参画・ボランティア課 443‐2051
青年・女性の活動支援、男女共同参画の推進、社会教育指導者の研修・社会教育関係団体
（青年・女性に関するもの）、ボランティア活動の促進

消費生活センター 443‐2047 消費者保護、計量検査

富山市 暮らしの便利帳
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新「富山市」の行政案内
部 課 電話番号 主な業務

環
境
部

環境政策課 443‐2053
環境施策の企画・立案・調整、エコタウン、地球温暖化対策、新エネルギー、一般・産業
廃棄物処理業・施設の許可・指導

環境保全課 443‐2086
公害対策調査・計画、公害調査・分析、公害相談・苦情処理、公害防止指導勧告、特定施
設届出、合併処理浄化槽設置補助、墓地・火葬場等、市営墓地

商
工
労
働
部

商業労政課 443‐2070 商業振興、中小企業育成・経営支援、商工業振興資金、労働者保護・労働者福祉、職業安定

工業政策課 443‐2166
工業振興、中小企業育成・経営支援、新事業・新産業創出支援、企業団地、企業誘致・企
業立地の推進、貿易振興

薬業物産課 443‐2071
医薬品製造業・医薬品配置販売業等の振興、物産振興の調査・計画、物産販路拡張、伝統
工芸の育成、デザインの振興

観光振興課 443‐2072
観光事業の調査・計画、観光催物・観光宣伝、観光施設整備、コンベンション等の誘致・
開催の促進、国際観光振興、観光案内所

中心市街地活性化推進室 443‐2054 中心市街地の活性化の推進

公営競技事務所 443‐2074 競輪事業の実施、運営

農
林
水
産
部

農政振興課 443‐2080
農政の企画振興、農業振興地域の整備、農業金融対策、農業団体、農業委員会との連絡、
中央卸売市場との連絡、農業共済センターとの連絡

農業水産課 443‐2083
農業・畜産業・水産業の振興、米穀等の計画的生産・消費の推進、家畜防疫・畜産環境改
善、漁港・漁港海岸の維持管理・改修、農業センターとの連絡

森林政策課 443‐2019
山村振興計画、中山間地域の振興（農林水産部所管事項）、森林計画、森林施業計画、林業
振興、治山及び林道、鳥獣対策

農村整備課 443‐2084
土地改良事業、農地整備、農地・農業用施設災害復旧事業、農業用用排水路整備、農道整
備、農業集落排水事業、地籍調査

都
市
整
備
部

都市計画課 443‐2105
都市計画、国土利用計画、都市景観の形成、屋外広告物、総合交通体系、公共交通、駐車
場整備、住宅施策

都市整備課 443‐2112 市街地再開発事業、土地区画整理事業、農住組合

建築指導課 443‐2107
建築物確認・検査、違反建築物是正措置、建築物に関する許可・指定・その他建築制限、
耐震改修の促進等、開発行為等

新幹線・富山駅周辺整備課 443‐2016
新幹線建設促進、新幹線建設に係る連絡調整、富山駅前広場整備、富山駅周辺の路面電車・
道路等整備

富山港線路面電車化推進室 443‐2115 富山港線の路面電車化の推進

建
設
部

道路課 443‐2091 都市計画街路事業、道路・橋梁新設・改良工事、道路舗装工事、交通安全施設

道路維持課 443‐2092
道路認定・変更・廃止、道路・河川・都市排水路の管理・維持修繕等、街路樹、道路台帳、
街灯、消融雪施設、土木工事に係る分別解体等の届出・指導

河川港湾課 443‐2100 河川・都市排水路の新設・改良工事、河川台帳、災害復旧事業、港湾、船員、漂流物・沈没品

公園緑地課 443‐2111 公園・緑地、都市緑化の普及・推進、風致地区内建築物許可

防災対策課 443‐2181
防災対策の総合的企画・連絡調整、防災会議、地域防災計画、災害情報、災害に関する対
策本部の設置

市営住宅課 443‐2097
市営住宅・特定公共賃貸住宅・賃貸住宅・賃貸店舗・地域特別賃貸住宅・市営稲代住宅に
関すること

営繕課 443‐2095 市有建物の建築工事・維持修繕

出納課 443‐2125
現金・有価証券の出納保管、現金・財産の記録管理、支出負担行為の確認、決算の調製、
指定金融機関

議
会
事
務
局

庶務課 443‐2157
議長・副議長の秘書、儀式・交際、議員報酬等、職員の人事・給与等、予算・会計経理、
物品の購入・出納・管理、議場等の管理

議事調査課 443‐2158
本会議、委員会、議員協議会その他の会議、議決事項処理・会議結果報告、会議録調製・
保管、請願・陳情、政務調査、議案調査、議会広報刊行物の編集・発行

選挙管理委員会事務局 443‐2126
委員会の開催・連絡、各種選挙の執行管理、選挙の啓発、選挙人名簿の調整、検察審査員
候補者の選定、土地改良総代選挙に関すること
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大沢野総合行政センター 

神
通
川 

東八尾　　JR高山本線

　

笹
津

41

至富山 

至高山 

大沢野警察署● 
大沢野消防署● 

大沢野小学校● 

大沢野 
総合行政 
センター 

常
願
寺
川 

富
山
地
方
鉄
道
立
山
線 

至富山

上滝 
岩
峅
寺 

北陸
自

動
車
道

至大沢野 

至
富
山 

● 
大山 

文化会館 

●
雄
山
神
社 

富山地方鉄道上滝線

大
山
総
合
行
政 

セ
ン
タ
ー 

会議室 

応接室 
特別室 
会議室 

総合行政センター所長室 
総務振興課 
教育行政センター 

会議室 建設課 
農林商工課 
上下水道サービスセンター 

市民生活課 
地域福祉課 
税務課 

総務振興課（財務会計係） 

5階 

4階 

3階 

2階 

1階 

会議室 

〒939-2293　富山市高内333番地 
TEL.076-468-1111（代） 

大山総合行政センター　　　 

〒930-1392　富山市上滝525番地 
TEL.076-483-1211（代） 

渡り廊下 

大山地域市民センター 

農林商工課 
教育行政センター 

ホール 

会議室 

総合行政センター所長室 
総務振興課 
建設課 

市民生活課　　　税務課 
地域福祉課 
総務振興課（財務会計係） 
上下水道サービスセンター 

3階 

2階 

1階 

・教育行政センター　〒930-1392　富山市上滝523　大山地域市民センター2階 

部 課 電話番号 主な業務

監査委員事務局 443‐2127
監査委員会議、定期・随時・その他の監査、一般会計・特別会計・公営企業会計の出納検
査・決算審査

富山地区農業委員会事務局

443‐2129 総会・部会・運営委員会、農地の権利移動、農地の転用、農業者年金、農地基本台帳整備

上婦負地区農業委員会事務局

教
育
委
員
会
事
務
局

教育総務課 443‐2130
委員会の会議、秘書・渉外、請願・陳情、職員、学校の設置・廃止、調査・統計、予算・
経理及び物品管理、教育行政に関する相談

統合校整備等推進室 443‐2075 統合校等に係る通学区域の設定・変更、統合校等に係る学校施設の整備計画・建設

学校施設課 443‐2132 学校施設の整備計画・建設、学校の用に供する教育財産の取得・管理・処分

学校教育課 443‐2134
学校の管理運営の指導、通学区域の設定・変更、入学・転入学、就学指定校の変更、教科
用図書・教材、奨学金、就学援助、幼稚園就園奨励、私立学校助成

学校保健課 443‐2136 学校の保健指導、学校給食

生涯学習課 443‐2137
生涯学習の総合企画・普及・推進、社会教育関係団体、社会教育指導者の研修、市美術展、
文化財保護、社会教育施設整備、公民館活動

スポーツ課 443‐2139
スポーツ施設の整備計画・建設等、スポーツ指導・レクリエーション活動、健康づくりの
推進、学校体育施設開放事業、社会体育関係団体

富山市 暮らしの便利帳
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越
中
八
尾 

472

JR高山本線 曳山展示館 
● 

● 
おわら資料館 

至利賀 

至山田 

至婦中 至婦中 

八尾総合行政 
センター 

井
田
川 

359

速
星

北陸銀行 
● 
 

● 

婦中郵便局 

● 
富山 
西高校 

● 
パピ 

婦
中
消
防
署
● 

至砺波 

至
富
山 

婦中総合 
行政センター JR

高
山
本
線

5階 

市民相談室 

ホール 

4階 

3階 

2階 

1階 

渡り廊下 

渡り廊下 

本館 

別館 

総合行政センター所長室 
総務振興課 

農林商工課 
建設課 

市民生活課　税務課 
地域福祉課 
総務振興課（財務会計係） 

ホール 

上下水道サービスセンター 
土地改良区 

 
車庫 

1階 

別館 

本館 

市民生活課 
税務課 
総務振興課（財務会計係） 

農林商工課 
上下水道サービスセンター 
会議室 

2階 
総合行政センター所長室 
総務振興課 
応接室 

建設課 
会議室 

3階 会議室 

八尾総合行政センター 
〒939-2398　富山市八尾町福島151番地 
TEL.076-454-3111（代） 

婦中総合行政センター 

〒939-2798　富山市婦中町速星754番地 
TEL.076-465-2111（代） 

渡り廊下 

・地域福祉課　〒939-2376　富山市八尾町福島200　八尾健康福祉総合センター内 
・教育行政センター　〒939-2306　富山市八尾町井田126　八尾コミュニティセンター1階 

・教育行政センター　〒939-2727　富山市婦中町砂子田1-1　婦中ふれあい館内 

新「富山市」の行政案内

課 電話番号 主な業務

総務振興課

［大沢野］467‐5818
［大 山］483‐2537
［八 尾］454‐3112
［婦 中］465‐2112

総合行政センターの事務の総括、地域審議会、新市建設計画の推進・調整、センター内の予算・
決算のとりまとめ、庁舎管理、センター所管の入札及び契約事務、コミュニティバス 等

税務課

［大沢野］467‐5814
［大 山］483‐1213
［八 尾］454‐3113
［婦 中］465‐2113

市民税などの申告受付等、徴収、滞納整理、税証明の発行、固定資産の調査・評価、縦覧 等

地域福祉課

［大沢野］467‐5811
［大 山］483‐1214
［八 尾］455‐2461
［婦 中］465‐2114

生活保護相談、民生委員との連絡調整、乳幼児医療費助成、保育所入所等の申請受付・審査・決
定、老人医療、障害者・高齢者福祉の申請受付・審査・決定、要介護認定等申請受付、在宅介護
支援センター 等

市民生活課

［大沢野］467‐5810
［大 山］483‐1212
［八 尾］454‐3114
［婦 中］465‐2115

住民票、戸籍、印鑑登録・証明、国民年金・国民健康保険の届出・申請受理、住民自治の推進、
市民相談、消費生活、ボランティア・NPO、地区センターとの連絡調整、交通安全、防犯、女
性・青年団体活動支援 等

農林商工課

［大沢野］467‐5815
［大 山］483‐2593
［八 尾］454‐3117
［婦 中］465‐2116

農業団体育成、農業・畜産等の振興、生産調整、土地改良、農道整備、林業振興、商工業振興、
労働者保護・福祉、観光団体支援、観光イベント実施・補助、農地法・農振除外に関する申請受
付 等

建設課

［大沢野］467‐5817
［大 山］483‐1225
［八 尾］454‐3115
［婦 中］465‐4278

開発行為・建築確認の相談・申請受付等、屋外広告物許可・指導、公園整備及び維持管理、市営
住宅の入退去・維持管理、道路・河川整備及び維持管理、除雪、道路・河川占用許可 等

上下水道
サービスセンター

［大沢野］467‐5816
［大 山］483‐1215
［八 尾］455‐0683
［婦 中］465‐2164

料金収納、滞納整理、給水停止、使用開始・廃止届の受付、取水・浄水施設及び給排水施設の維
持管理、処理場等の維持管理、排水設備の計画確認・工事検査 等

教育行政センター

［大沢野］467‐5822
［大 山］483‐2594
［八 尾］454‐6555
［婦 中］465‐3113

奨学金の受付、学校管理運営、学校施設小規模修繕、就学指定校の変更申請受付、生涯学習の普
及・推進、生涯学習施設の管理運営、社会教育関係団体の支援、文化団体助成、スポーツ施設の
管理運営、スポーツ団体育成 等

5



山田総合行政センター 

〒930-2198　富山市山田湯780番地 
TEL.076-457-2111（代） 

細入総合行政センター　　　 

〒939-2192　富山市楡原1088番地 
TEL.076-485-2111（代） 

472

曳
山
展
示
館
● 

至利賀 

至
婦
中
 

山田 
総合行政センター 

山
田
川 

●山田小学校 

至婦中 

41

至富山 

至高山 

神
通
川 

笹
津

楡
原 

JR
高
山
本
線 

 
● 

楽今日館 

細入総合 
行政センター 

1階 

2階 
総合行政センター所長室　総務振興課 
市民福祉課 

3階 
 
産業建設課　上下水道サービスセンター 

ピロティー 

教育行政 
センター 

細入公民館 

山田情報センター 

教育行政センター 

産業建設課 
上下水道サービスセンター 

総合行政センター所長室 
総務振興課 
市民福祉課 

1階 

2階 

3階 

・教育行政センター　〒939-2198　富山市山田湯880　山田情報センター1階 

・教育行政センター　〒939-2192　富山市楡原1077　細入公民館 

課 電話番号 主な業務

総務振興課 ［山 田］457‐2112
［細 入］485‐9000

総合行政センターの事務の総括、地域審議会、新市建設計画の推進・調整、地域の消防団との連
絡、センター内の予算・決算のとりまとめ、庁舎管理、センター所管の入札及び契約事務、コミ
ュニティバス、市民税などの申告受付等、徴収、滞納整理、税証明の発行、固定資産の調査・評
価、縦覧 等

市民福祉課 ［山 田］457‐2113
［細 入］485‐9001

住民票、戸籍、印鑑登録・証明、国民年金・国民健康保険の届出・申請受理、住民自治の推進、
市民相談、消費生活、ボランティア・NPO、地区センターとの連絡調整、交通安全、防犯、女
性・青年団体活動支援、生活保護相談、民生委員との連絡調整、乳幼児医療費助成、保育所入所
等の申請受付・審査・決定、老人医療、障害者・高齢者福祉の申請受付・審査・決定、要介護認
定等申請受付、ごみ収集、資源再利用活動の普及 等

産業建設課 ［山 田］457‐2114
［細 入］485‐9002

農業団体育成、農業・畜産等の振興、生産調整、土地改良、農道整備、林業振興、商工業振興、
労働者保護・福祉、観光団体支援、観光イベント実施・補助、開発行為・建築確認の相談・申請
受付等、屋外広告物許可・指導、公園整備及び維持管理、市営住宅の入退去・維持管理、道路・
河川整備及び維持管理、除雪、道路・河川占用許可、農地法・農振除外に関する申請受付 等

上下水道
サービスセンター

［山 田］457‐2115
［細 入］485‐9003

料金収納、滞納整理、給水停止、使用開始・廃止届の受付、取水・浄水施設及び給排水施設の維
持管理、処理場等の維持管理、排水設備の計画確認 等

教育行政センター ［山 田］457‐2116
［細 入］485‐9004

奨学金の受付、学校管理運営、学校施設小規模修繕、就学指定校の変更申請受付、生涯学習の普
及・推進、生涯学習施設の管理運営、社会教育関係団体の支援、文化団体助成、スポーツ施設の
管理運営、スポーツ団体育成 等

富山市 暮らしの便利帳
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富山市保健所 

〒939-8588　富山市蜷川459番地1　TEL.076-428-1155（代） 

至高山 

至富山駅 

北陸自動車道 

41
富
山
空
港
● 

●アピタ 
至金沢 富山I.C 至新潟 

熊
野
川 

359

●健康増進センター 
富山市保健所 

富山市環境センター 

〒939-8178　富山市栗山637番地　TEL.076-429-5017

至金沢 

熊野川

富山県 
総合運動公園 

● 

至婦中 

富山I.C

41

富山市 
環境センター 

至立山

富
山
空
港
● 

至高山 

　県国際 
●健康プラザ 

●テクノ 
　ホール 

●新保小学校 

至新潟 

新「富山市」の行政案内

課 電話番号 主な業務

総務課 428‐1155
文書・予算及び庁舎管理、保健統計、地域医療計画、地域健康情報のシステム化、病院・診療所・
助産所・施術所等、医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士等、あん摩マッサージ指圧師・はり師・
きゅう師・柔道整復師等、保健師・助産師・看護師、医薬品、毒物・劇物、献血、死体保存許可

保健予防課 428‐1152 精神保健福祉、結核・感染症、特定疾患・小児慢性特定疾患等、予防接種、栄養改善、地域保健
調査研究・企画調整

健康課 428‐1153 母子保健・成人保健事業に係る調査研究・企画調整、健康診査、健康づくり、訪問指導事業の企
画調整、歯科保健

衛生検査課 428‐1154
食品衛生、理容・美容・クリーニング・興行場・旅館・公衆浴場・プール、衛生害虫駆除指導、
狂犬病予防・犬の危害防止、水道施設衛生管理、浄化槽設置・保守点検・清掃、建築物環境衛生、
温泉、食鳥処理事業規制・食鳥検査、と畜場・化製場等、細菌検査・臨床検査・環境衛生検査等

保健福祉センター 各種健康診査及び健康相談の実施、訪問指導、栄養相談及び指導、福祉に関する相談 等

名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号

中央保健福祉センター 丸の内二丁目8‐7 422‐1172 大山保健福祉センター 三室荒屋830 483‐1727

南保健福祉センター 蜷川459‐1 428‐1156 八尾保健福祉センター 八尾町福島200 454‐2400

北保健福祉センター 岩瀬文化町23‐2 426‐0050 婦中保健福祉センター 婦中町羽根1105‐7 469‐0770

大沢野保健福祉センター 高内365 467‐5812

課 電話番号 主な業務

管理課 429‐5017
庶務、清掃事業の調査・計画、施設の維持管理、清掃思想の普及・啓蒙・苦情処理、資源再利用
活動の推進、し尿の収集計画、ごみ・し尿の処理手数料、公衆便所維持管理

業務課 429‐7366 一般廃棄物（し尿除く）の収集・運搬、廃棄物の不法投棄への対処、作業用自動車・器材管理

環境事務所
ごみ収集、資源再利用活動の普及。栗山環境事務所は業務課に併設（電話番号同じ）。岩瀬・大沢野・大山・
八尾・婦中の各環境事務所の所在地、電話番号は40ページをご覧ください。
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富山市農業共済センター 

〒939-8177　富山市安養寺342番地　TEL.076-429-5006（代） 

熊野川

富山県 
総合運動公園 

● 

至婦中 

富山I.C

41

至立山

富
山
空
港
● 

至高山 

　県国際 
●健康プラザ 興南中学校● 

富山市 
農業共済 
センター 

至金沢 至新潟

● 
テクノ 
ホール 

●富山市 
　環境センター 

富山市上下水道局 

〒930-0859　富山市牛島本町ニ丁目1番20号　TEL.076-432-8580

富山 JR北陸本線 至金沢 

至高岡 

至糸魚川

愛宕小学校 
● 

神
通
川 

いたち川

● 
富山警察署 

●北陸電力 オーバードホール● 
赤十字病院 

● 

至高山 
神通大橋 

富山市 
上下水道局 

課 主な業務

総務課 文書、予算、統計、広報、制度普及、地域対応推進対策連絡協議会

事業課
農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済、損害評価会、損害防止事業、被害発生調査、
病害虫予察、農業共済事業の普及・啓蒙

課 電話番号 主な業務

経営企画課 432‐8580 経営企画、局内総合調整、事業計画・財政計画、予算、決算、統計・広報、情報公開・個人情報
保護、財産取得・管理・処分の総括、物品購入契約・工事請負契約、競争入札参加者、工事検査

料金課 432‐8583 事業収入の賦課・調定・徴収・還付・滞納整理・処分、水道・工業用水道使用水量の計量・認定、
井戸使用水量の認定、水道使用の監視・取締り、地域し尿処理施設使用料、給水停止処分

お客さまサービス課 432‐8513
給水装置の使用開始・中止・廃止の届出受付処理・開閉栓業務、給水装置工事、指定給水装置工
事事業者、水道メーター維持管理、給水装置台帳、下水道接続受付、排水設備装置審査・検査、
下水道排水設備等指定工事人、水洗便所改造資金他水洗化普及促進、特定施設・除外施設

水道課 432‐8643
水道に関する技術の総合調整・調査、水道事業認可申請・届出、水道施設の調査・計画策定、配
水管の占用更新・配水管台帳整理・保管、水道施設・配水施設の設計・施工、水道施設の構造・
材質・施工基準・積算基準、消火栓

下水道課 432‐8792
下水道に関する技術の総合調整・調査、公共下水道事業の都市計画決定・事業認可申請、公共下
水道・下水道施設の建設・改築の調査・計画・設計・施工、区域外流入許可、下水道管の占有更
新、下水道台帳の整備・保管、下水道受益者負担金の賦課・徴収・還付・滞納整理・処分

上下水道サービスセンター 所在地、電話番号、主な業務は、4～6ページの各総合行政センターをご覧ください。

富山市 暮らしの便利帳
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富山市消防局 

〒939-8075　富山市今泉191番地1　TEL.076-493-4141（代） 

至高岡 

有沢橋 至立山 

婦中大橋 

至魚津 富山城● 

北陸銀行● 

●富山市役所 

●県立近代美術館 

●立山グランドボウル 

●富山 
　市民病院 

至高山 

至富山駅 

神
通
川 

41

41

富山市 
消防局 

359

富山市民病院 

〒939-8511　富山市今泉北部町2番地1　TEL.076-422-1112（代） 

富山 JR北陸本線 至金沢 至糸魚川 

至高岡 

有沢橋 至立山 

婦中大橋 

至魚津 富山城● 
●富山市役所 

●県立近代美術館 

至高山 

神
通
川 

41
41

富山市民病院 

359

新「富山市」の行政案内

市民病院については、23ページをご覧ください。

課 主な業務

総務課 文書、職員・団員の人事・福利厚生・教養訓練・表彰、消防施設の整備、消防年報

予防課 火災予防、建築の許認可・確認同意、消防用設備等、危険物の規制、液化石油ガスその他の高圧ガスの防火指導、
火災の原因及び損害調査、消防広報

警防課 災害の警戒防ぎょ、人命救助、救急業務、水難救護、消防機械・装備等の整備・運用、消防水利

通信指令課 火災・救急・救助その他災害出場の指令管制、消防通信の運用、消防通信施設等の維持管理、災害・支援情報等
の運用管理、消防気象情報、統計

消防署等

名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号

富山消防署 今泉191‐1 493‐4141 呉羽消防署 呉羽町2417‐5 436‐5040

富山消防署中分署 奥田町20‐22 441‐8260 水橋消防署 水橋柳寺7 478‐0061

富山消防署東部出張所 東石金町7‐61 424‐8431 大沢野消防署 上二杉202 468‐1212

富山消防署南部出張所 悪王寺25‐1 429‐5970 大山消防署 花崎737 483‐1119

富山消防署北部出張所 上飯野28‐2 451‐4656 大山消防署小見分遣所 小見177 482‐1037

富山北消防署 高畠町一丁目10‐30 437‐7141 八尾消防署 八尾町鏡町595‐5 454‐2119

富山北消防署和合出張所 四方荒屋1700‐1 435‐0119 婦中消防署 婦中町笹倉128 466‐2280

富山北消防署海上分遣所 岩瀬入船町1‐6 438‐2422
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地区センター
住民の皆さんの利便性を向上するため、各地域の実情に応じて地区センターを設置します。

業務内容

・住民の地域活動の支援に関する事項
・行政情報の提供、行政相談等の行政サービスの提供に関する事項
・戸籍、住民票及び印鑑の登録に係る受付及び証明並びに市税に係る証明に関する事項
・そのほか、市長が必要と認める事項

地区センター一覧

留意事項

●１小見（大山地域）地区センターでは、上記業務のほかに、税・国民健康保険、水道料等の収納業務も行います。
●２総曲輪・愛宕・安野屋・八人町・五番町・柳町・清水町・星井町・西田地方の各地区センター及び、仁歩・大長谷（八
尾地域）の２地区センターは、本庁または総合行政センターとの取り次ぎ業務のみを行うため、証明等の即日交付はで
きません。

名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号

富山市総曲輪地区センター 大手町6‐14 421‐2644 富山市草島地区センター 草島143‐89 435‐3975

富山市愛宕地区センター 愛宕町一丁目5‐13 432‐3410 富山市倉垣地区センター 布目567 435‐3851

富山市安野屋地区センター 安野屋町一丁目1‐48 442‐4331 富山市呉羽地区センター 呉羽町2920 436‐5171

富山市八人町地区センター 八人町5‐17 441‐9833 富山市長岡地区センター 長岡9397‐1 442‐4350

富山市五番町地区センター 辰巳町一丁目2‐8 421‐8306 富山市寒江地区センター 本郷中部263 434‐2680

富山市柳町地区センター 柳町四丁目2‐43 433‐0620 富山市古沢地区センター 古沢498 434‐1227

富山市清水町地区センター 清水中町2‐11 422‐4510 富山市老田地区センター 中老田216‐2 434‐4456

富山市星井町地区センター 西中野町二丁目1‐24 492‐2260 富山市池多地区センター 西押川1380‐1 436‐5300

富山市西田地方地区センター 相生町5‐17 422‐4491 富山市水橋中部地区センター 水橋舘町312‐1 478‐0019

富山市堀川地区センター 堀川小泉町225‐8 425‐1530 富山市水橋西部地区センター 水橋辻ヶ堂129‐1 478‐1131

富山市堀川南地区センター 本郷町243‐45 492‐3450 富山市水橋東部地区センター 水橋小池146‐1 478‐3252

富山市光陽地区センター 二口町一丁目12‐3 493‐2010 富山市三郷地区センター 水橋小路34 478‐2070

富山市東部地区センター 石金一丁目2‐13 421‐3204 富山市上条地区センター 水橋石割73‐1 478‐1651

富山市奥田地区センター 奥田寿町23‐13 432‐3312 富山市大久保地区センター 下大久保1776‐1 467‐0001

富山市奥田北地区センター 下新北町2‐11 442‐3197 富山市船峅地区センター 坂本482 468‐1519

富山市桜谷地区センター 田刈屋279 432‐5607 富山市小羽地区センター 小羽361 468‐0668

富山市五福地区センター 五福3224‐2 432‐6363 富山市下タ北部地区センター 布尻991 485‐2002

富山市神明地区センター 高田88‐9 421‐0725 富山市小見地区センター 小見177 482‐1234

富山市岩瀬地区センター 岩瀬御蔵町1 437‐9715 富山市福沢地区センター 東福沢3550 483‐1811

富山市萩浦地区センター 高畠町二丁目11‐36 437‐7923 富山市大庄地区センター 田畠554 483‐2340

富山市大広田地区センター 東富山寿町二丁目1‐14 437‐9924 富山市保内地区センター 八尾町新田101 454‐3622

富山市浜黒崎地区センター 浜黒崎3295‐12 437‐9371 富山市杉原地区センター 八尾町大杉12 455‐2570

富山市針原地区センター 針原中町901‐2 451‐2555 富山市卯花地区センター 八尾町下笹原42 455‐1090

富山市豊田地区センター 豊若町三丁目12‐25 437‐9313 富山市室牧地区センター 八尾町中248 455‐1069

富山市広田地区センター 新屋1‐3 451‐5601 富山市黒瀬谷地区センター 八尾町樫尾162 455‐1074

富山市新庄地区センター 新庄町一丁目3‐16 432‐2742 富山市野積地区センター 八尾町水口88 454‐3001

富山市藤ノ木地区センター 藤木1246 421‐2444 富山市仁歩地区センター 八尾町平沢187‐1 458‐1101

富山市山室地区センター 中市二丁目8‐76 421‐2801 富山市大長谷地区センター 八尾町内名88 458‐1400

富山市山室中部地区センター 山室荒屋84 492‐3405 富山市鵜坂地区センター 婦中町田島1136‐3 465‐2494

富山市太田地区センター 石屋150 421‐6682 富山市朝日地区センター 婦中町下条281 469‐2495

富山市蜷川地区センター 赤田50 421‐2971 富山市宮川地区センター 婦中町広田4178 465‐5119

富山市新保地区センター 新保306‐1 429‐0001 富山市婦中熊野地区センター 婦中町堀657 465‐2495

富山市熊野地区センター 悪王寺128 429‐1211 富山市古里地区センター 婦中町羽根6 469‐2496

富山市月岡地区センター 上千俵町509 429‐0201 富山市音川地区センター 婦中町外輪野6324‐1 469‐2498

富山市四方地区センター 四方142‐1 435‐0002 富山市神保地区センター 婦中町上吉川403‐1 469‐2497

富山市八幡地区センター 八町東262 435‐0004 富山市南部地区センター 猪谷851‐1 484‐1002

電話番号は、17年2月現在の番号を掲載しています。

富山市 暮らしの便利帳
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新「富山市」の行政案内

市民サービスコーナー・自動交付機
平日はもちろん土・日・祝日・業務時間外も利用できる窓口として、市民サービスコーナー（とやま市民交流館）や自動

交付機を設置しています。

市民サービスコーナー（とやま市民交流館）
富山市新富町一丁目2‐3（CiCビル3階） �076‐444‐0640

休業日

・毎月第3火曜日（3月、12月を除く）、2月第3水曜日、年末年始（12月29日から1月3日まで）

自動交付機

休業日

・年末年始（12月29日から1月3日まで）、保守点検日

必要なもの

・暗証番号の登録された「とやま市民カード」等

時間外窓口
時間外窓口
戸籍に関する届出等について、平日の時間外及び土・日・祝日は、次の窓口で受け付けます。

場 所 主な取扱業務
市役所（本庁） 監視センター（西館地下１階） ・戸籍関係（死亡届、出生届、婚姻届等）受付

・斎場予約受付
・郵便物、税申告書等文書預かり
・道路・除雪・上下水道・ごみ収集・市営住宅・福祉関係等
の緊急連絡受付
・道路等における犬猫死体処理受付（市役所監視センターの
み受付）

大沢野総合行政センター 当直室（１階東玄関口）

大山総合行政センター 当直室（１階）

八尾総合行政センター 当直室（本館１階）

婦中総合行政センター 当直室（本館１階）

山田総合行政センター 当直室（２階）

細入総合行政センター 当直室（１階）

設置場所
利用時間

サービス内容
平 日 土・日・祝

市役所（本庁）1階市民ホール 9：00～18：00 9：00～17：00
印鑑登録証明書、住民票の写し、
戸籍全部・個人事項証明

大沢野総合行政センター 9：00～19：00 9：00～17：00
印鑑登録証明書、住民票の写し、
戸籍全部・個人事項証明

大久保地区センター 9：00～19：00
（月曜日は9：00～17：00）

9：00～17：00
（毎月第3日曜日と祝日は休み）

印鑑登録証明書、住民票の写し、
戸籍全部・個人事項証明

大山総合行政センター 9：00～17：00 9：00～17：00
印鑑登録証明書、住民票の写し、
戸籍全部・個人事項証明

大山消防署小見分遣所 9：00～17：00
（月曜日は休み）

9：00～17：00 印鑑登録証明書、住民票の写し

大山農村環境改善センター 9：00～17：00
（月曜日は休み）

9：00～17：00 印鑑登録証明書、住民票の写し

婦中総合行政センター
1階住民ホール北側入口 9：00～19：00 9：00～17：00

印鑑登録証明書、住民票の写し、
戸籍全部・個人事項証明

サービス内容
利用時間

平 日 土・日・祝

証
明
書
の
交
付

住民票の写し

10：00～20：00

住民票記載事項証明

印鑑登録証明書

戸籍謄・抄本

戸籍の附票の写し

身分証明書

税証明
10：00～17：15

戸籍届、住民異動届などの受付

戸籍届、住民異動届などの預かり 17：15～20：00 10：00～20：00

市民学習コーナーの予約受付 10：00～21：00

とやま広域窓口サービス 10：00～16：30
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市議会 窓口：議会事務局

新市の議会の議員の定数は、46人とします。ただし、新市の設置後最初に行われる選挙に限り、48人とします。
また、新市の設置後最初に行われる選挙につき、5つの選挙区を設け、次回の一般選挙からは選挙区を廃止し、新市を1

つの区域として選挙を行います。

農業委員会 窓口：富山地区農業委員会事務局 上婦負地区農業委員会事務局

新市の農業委員会は、「富山市富山地区農業委員会」と、「富山市上婦負地区農業委員会」の2つの農業委員会を置きます。
また、平成18年4月1日以降は、「富山市農業委員会」として統合し、1つの農業委員会になります。

地域審議会 窓口：市役所地域振興課 各総合行政センター総務振興課

それぞれの地域の住民の意見を、新市の施策に反映するために、6町村の区域ごとに、地域審議会を設置します。
地域審議会は、住民代表等から構成され、市長の諮問に応じて、新市建設計画の変更や執行状況、その他地域に関する事

項等について調査審議します。

■地域審議会のイメージ

選挙区の区域 新市の設置後最初の選挙
（選挙区と選挙区ごとの定数） 次回以降の一般選挙

富山市の区域 34人

46人

大沢野町及び大山町の区域 5人

八尾町及び婦中町の区域 7人

山田村の区域 1人

細入村の区域 1人

定数 48人 46人

農業委員会の区域
合併特例：互選（１７．４．１～１８．３．３１） 一般選挙（１８．４．１～）

区分 選挙委員 選挙区 区分 選挙委員 選挙区

富山市の区域 富山市富山地区農業委員会 24人 6

富山市農業委員会 40人 11大沢野町・大山町・八尾
町・婦中町・山田村・細入
村の区域

富山市上婦負地区農業委員会 24人 5

定数 48人 11 40人 11

市

長

富山市○○地域審議会
・新市建設計画の変更・執行状況に
関する事項
・その他地域に関する事項等

富山市○○総合行政センター

学
識
経
験
者

公
共
的
団
体
代
表
者

住
民
等
（
公
募
）

委 嘱

諮 問
選出

意 見

庶務を処理

富山市 暮らしの便利帳
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戸籍 窓口：市役所市民課 各総合行政センター市民生活課・市民福祉課 証明等が即日交付できる地区センター とやま市民交流館

主な届出

戸籍等に関する証明手数料

住民登録 窓口：市役所市民課 各総合行政センター市民生活課・市民福祉課 証明等が即日交付できる地区センター とやま市民交流館

主な届出

住民登録等に関する証明手数料

合併後の新市の生活はどうなるの？ 13～30ページは、そんな疑問に答えるため、住民の皆さんの暮らし

に深くかかわる「サービス」や「負担」などを掲載しています。

文中の『窓口』では、住民の皆さんのお住まいにかかわらず、どの窓口でも届出や申請を受け付けますが、

証明書や手帳等の交付の窓口については一部限定される場合がありますので、ご注意ください。なお、各窓口

の所在地・電話番号は、1～11ページの行政案内または37ページ以降の公共施設等一覧をご覧ください。

1．届出と証明

種類 届出の期限 届出に必要なもの

出 生 届 生まれた日から14日以内 出生届書 印鑑（届出人のもの） 母子健康手帳
健康保険証（出生子が加入する保険証）

婚 姻 届 届出の時から効力があり
ます。

婚姻届書 印鑑（夫・妻のもの（一方は旧姓のもの））
戸籍全部事項証明（戸籍謄本）（本籍地以外で届けるとき）
成年者の証人２人の署名・押印 未成年者は父母の同意の署名・押印
国民健康保険証（加入者のみ） 国民年金手帳（加入者のみ）
転出証明書（届けと同時に市外からの転入者）
身分を証明できるもの（運転免許証、健康保険証等）

死 亡 届
死亡の事実を知った日か
ら7日以内

死亡届書（医師の診断書要） 印鑑（届出人のもの）
国民健康保険証（加入者のみ） 国民年金手帳（加入者のみ）
福祉・老齢年金証書（該当者のみ） 介護保険被保険者証（該当者のみ）

転 籍 届 届出の時から効力があり
ます。

転籍届書 印鑑（筆頭者とその配偶者のもの（別々のもの））
戸籍全部事項証明（戸籍謄本）（本籍を他の市区町村へ移すとき）

・上記のほかに、養子縁組届、離婚届、死産届、養子離縁届、認知届、後見届、失踪届、復氏届、入籍届、分籍届、氏の変更届、名の変更届、
就籍届、戸籍訂正申請、国籍取得届などがあります。
・届出用紙は、市役所市民課、各総合行政センター市民生活課・市民福祉課窓口及び各地区センターにあります。なお、出生届、死亡（産）届の
用紙は医師のところにもあります。

種類 手数料 必要なもの
戸籍の全部事項証明（除籍謄本）
戸籍の個人事項証明（除籍抄本）

1通450円
（除籍は1通750円）

請求者の印鑑（本人又は同籍の人は、自署があれば押印不要）
代理人の印鑑（代理人が取りに来る場合）

戸籍記載事項証明・戸籍受理証明 1通350円

身分証明 1通350円

種類 届出の期限 届出に必要なもの

転 入 届 転入した日から14日以内 転出証明書 国民年金手帳（加入者のみ） 児童手当用所得証明書及び預金通帳（受給者
のみ） 印鑑（申請者の自署であれば不要） 身分証明書

転 居 届 転居の日から14日以内 国民健康保険証（加入者のみ） 印鑑（申請者の自署であれば不要） 身分証明書

転 出 届 転出する前にあらかじめ
届け出

国民健康保険証（加入者のみ） 児童手当用所得証明書（受給者のみ）
印鑑（申請者の自署であれば不要） 身分証明書

世帯変更届 変更の日から14日以内 国民健康保険証（加入者のみ） 印鑑（申請者の自署であれば不要） 身分証明書

種類 手数料 必要なもの
住民票の写し 1通300円 請求者の印鑑（本人又は同一世帯員の人は、自署があれば押印不要）

代理人の印鑑（代理人が取りに来る場合）戸籍の附票の写し 1通300円
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外国人登録 窓口：市役所市民課 各総合行政センター市民生活課・市民福祉課

申請

外国人登録等に関する証明手数料

印鑑登録 窓口：市役所市民課 各総合行政センター市民生活課・市民福祉課 証明等が即日交付できる地区センター とやま市民交流館

既に旧７市町村で発行された印鑑登録証をお持ちの方
現在お持ちの印鑑登録証は、そのままお使いいただけます。

合併後に印鑑登録をする方
新「富山市」に住民登録または外国人登録をしている方が印鑑登録できます。ただし、１５歳未満の方または成年被後見人

は登録できません。
印鑑登録証交付手数料として、３００円必要です。

印鑑登録に関する証明手数料

その他の届出など

※登録原票記載事項証明書の交付申請は、即日交付できる地区センターでも受け付けます。

種類 手数料 必要なもの
登録原票記載事項証明書 1通300円 外国人登録証明書

種類 手数料 必要なもの
印鑑登録証明書 1通300円 印鑑登録証

届出等 問合先
原動機付自転車・小型特殊自動車の登録、廃車、譲渡等 市役所 市民税課

各総合行政センター
税務課・山田、細入は総務振興課

農業振興地域農用地区域からの除外申請 市役所 農政振興課
各総合行政センター
農林商工課・産業建設課

農地の権利移動、農地の転用等 市役所
富山地区農業委員会事務局
上婦負地区農業委員会事務局
各総合行政センター
農林商工課・産業建設課

土地売買の届け出
・市街化区域内2,000㎡以上 ・その他の都市計画区域内5,000㎡以上
・都市計画区域外10,000㎡以上

市役所 都市計画課
各総合行政センター
建設課・産業建設課

都市計画施設の区域内での建築物の建築 市役所 都市計画課・公園緑地課
各総合行政センター
建設課・産業建設課

土地の開発
・市街化区域内1,000㎡以上 ・市街化調整区域内（面積除外なし）
・未線引き都市計画区域内3,000㎡以上 ・都市計画区域外10,000㎡以上

市役所 建築指導課
各総合行政センター
建設課・産業建設課

建物の建築 市役所 建築指導課
各総合行政センター
建設課・産業建設課

屋外広告物の表示または設置 市役所 都市計画課
各総合行政センター
建設課・産業建設課

種類 届出の期限 届出に必要なもの

新規登録申請 日本に上陸した日から90日以内
日本で外国人になった時、出生の時は60日以内

縦4.5cm横3.5cmの写真2枚 旅券
外国人登録証明書（新規登録申請以外）

再交付、変更登録申請 事由が生じた日から14日以内

引替交付申請 登録証明書がき損、汚損したときや記載欄に追記できないとき

確認（切替）申請 切替期間満了日から30日以内

富山市 暮らしの便利帳
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平成17年度 平成18年度以降 

富山市 

大山町・山田村・細入村 

大沢野町・八尾町・ 
婦中町 

統一 

1.60％ 
（税率） 

1.50％ 

1.40％ 

0％ 

平成18年度から1.4％に統一します。 

平成17年度 

婦中町 

富山市 

統一 

18

0.30％ 
（税率） 

0.25％ 

0％ 
19 20 21 22 平成23年度 

平成23年度から0.25％に統一します。 

2．市税

個人市民税 窓口：市役所市民税課 各総合行政センター税務課・山田、細入は総務振興課

「市内に住所を有する個人」または、「市内に事務所、事業所、または家屋敷を有する個人で、市内に住所を有しない人」
に対して課税されるもので、税額は「均等割」と個人の所得に応じた「所得割」の合計額です。
なお、個人の市民税と県民税は、あわせて課税され、納税の方法には、普通徴収と特別徴収があります。

法人市民税 窓口：市役所市民税課 各総合行政センター税務課・山田、細入は総務振興課

市内に事務所・事業所を有する法人に対して課税されるもので、「均等割」と「法人税割」に区分されます。
旧市町村内に複数の事業所等を有する法人は、これまでそれぞれの市町村で課税されていましたが、新市では、一法人と

して課税されます。

固定資産税 窓口：市役所資産税課 各総合行政センター税務課・山田、細入は総務振興課

1月1日現在、市内に所在する土地、家屋及び償却資産の所有者に対して課税されます。

都市計画税 窓口：市役所資産税課 各総合行政センター税務課・山田、細入は総務振興課

1月1日現在、市内の市街化区域に所在する土地及び家屋の所有者に対して課税される目的税です。

区分 税率

均 等 割

法人税割 14.7％

資本等の金額 従業者数 税率
50億円超 50人超 3,600千円

10億円超、50億円以下 50人超 2,100千円

10億円超 50人以下 492千円

1億円超、10億円以下 50人超 480千円

50人以下 192千円

1千万円超、1億円以下 50人超 180千円

50人以下 156千円

1千万円以下 50人超 144千円

上記以外の法人 60千円

税率
平成18年度から、1.4％
※平成17年度は、旧7市町村の税率を適用します。

税率
平成23年度から、0.25%に統一します。
※旧富山市は、平成18年度から適用します。
※旧婦中町は、平成17年度から平成22年度まで課税しません。

区分 課税所得金額 市民税 県民税

均 等 割
均等割の納税義務を有する夫と生計を一にし、夫と同じ市町村に住所を有
する妻については、（ ）のとおり2分の1の額となります。ただし、平成
18年度からは全額となります。

年額3,000円
（1,500円）

年額1,000円
（ 500円）

所 得 割

200万円以下の金額 3％
2％

200万円を超え700万円以下の金額 8％

700万円を超える金額 10％ 3％
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平成17年度 

課税区域 

旧6町村 
の区域 

統一 

18

（税率） 

1 

6/7 

5/7 

4/7 

3/7 

2/7 

1/7 

0
19 20 21 22 平成23年度 

旧6町村の区域については、段階的に7分の1ずつ引き上げます。 

事業所税 窓口：市役所市民税課 各総合行政センター税務課・山田、細入は総務振興課

人口30万人以上の都市等における一定規模以上の事業所等に対して課税される目的税で、税額は、「資産割」と「従業者
割」の合計額です。

軽自動車税 窓口：市役所市民税課 各総合行政センター税務課・山田、細入は総務振興課

4月1日現在において、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者に対して、主たる定
置場所在の市町村において課税されます。

Ｑ：原動機付自転車や小型特殊自動車の標識（ナンバープレート）は、合併後もそのまま使用できますか？
Ａ：現在の標識（ナンバープレート）は、新「富山市」発足後も、そのまま使用できます。

市税の納付 窓口：市役所納税課 各総合行政センター税務課・山田、細入は総務振興課

納期

納付方法
30ページをご覧ください。

各種証明書 窓口：市役所納税課 各総合行政センター税務課・山田、細入は総務振興課 証明等が即日交付できる地区センター とやま市民交流館

区分 税率
原動機付自転車 50cc以下1,000円 90cc以下1,20０円 90cc超1,60０円 三輪20cc超2,500円

軽 自 動 車
二輪2,400円 三輪3,100円 四輪以上（乗用営業用）5,500円
四輪以上（乗用自家用）7,200円 四輪以上（貨物営業用）3,000円
四輪以上（貨物自家用）4,000円

小型特殊自動車 農耕用1,600円 その他4,700円

二輪小型自動車 4,000円

区分 税率

資 産 割 事業所床面積1㎡につき600円
免税点は、事業所床面積の合計1,000㎡以下

従業者割 従業者給与総額の0.25％
免税点は、従業者数100人以下

※旧6町村の区域については、平成17年度から平成22年度まで
段階的に課税していきます。

種類 手数料 申請に必要なもの

所得証明、課税証明、非課税証明 1通300円 ・印鑑（本人の場合）
・本人からの委任を証する書類と申請人の印鑑（本人以外の場合）

納税証明 1通300円
（継続車検用納税証明は無料）

・同上
ただし、車検用納税証明については、申請人の印鑑

評価証明、公課証明、資産証明、
土地証明 1通300円

・印鑑（本人の場合）
・本人からの委任を証する書類と申請人の印鑑（本人以外の場合）

・上記のほかに、新築住宅の登記等の税率軽減に関する証明、既存住宅の所有権移転登記等の税率軽減に関する証明があります。ただし、地
区センター、とやま市民交流館では取り扱っていません。
・固定資産課税台帳等の取り扱いは、市役所資産税課へお問合せください。

納税月
税目 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

個 人 市 ・
県 民 税

普 通 徴 収 1期 2期 3期 4期

特別
徴収

給 与 分 翌月の10日まで

退職所得分 支払った月の翌月の10日まで

法人市民税 均等割と法人税割 事業年度終了から2か月以内

固定資産税・都市計画税 1期 2期 3期 4期

軽 自 動 車 税 年 税 全期

市 た ば こ 税 毎月末日まで

入 湯 税 毎月15日まで

事 業 所 税 事業
法 人 事業年度終了の日から2か月以内

個 人 翌年の3月15日まで

富山市 暮らしの便利帳
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3．福祉

母と子の福祉 窓口：保健所健康課・保健予防課 各保健福祉センター

児童の福祉 窓口：市役所こども福祉課 各総合行政センター地域福祉課・市民福祉課

各保育所の所在地、電話番号は、38・39ページをご覧ください。

子育て支援 窓口：市役所こども福祉課 各総合行政センター地域福祉課・市民福祉課 ファミリー・サポートセンター

父の収入が400万円 所得税額 55,000円
母の収入が120万円 所得税額 5,000円 所得税額の合計 60,000円

①子どもが３歳以上の場合
国の徴収基準額 27,000円

②子どもの年齢が３歳未満の場合
国の徴収基準額 30,000円

（注）平成22年7月からの保育料（見込み）については、平成15年度の国の徴収基準額を基礎に徴収割合を75％とした場合の額です。
なお、今後の国の徴収基準額の変更により増減する可能性があります。

地域児童健全育成事業
（子ども会）

小学校の余裕教室などを利用して、放課後子どもたちが自主的に参加できる健全な遊びの場を提供します。
対 象：小学1年生～6年生の児童
開設時間：放課後から概ね午後5時まで
利 用 料：無料（おやつ代などの実費を徴収する場合があります。）

放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ）

保護者が仕事などの理由により昼間自宅にいない家庭の児童を対象に、保護者が帰宅するまでの間、家庭
に変わる生活の場を提供し、安全にお預かりしています。
対 象：労働等により、保護者が昼間家庭にいない小学1年生～3年生の児童

※開設時間、利用料については各実施施設により異なりますので、各施設または総合行政センターへお問合せくだ
さい。

ファミリー・サポート
センター

子育ての援助を受けたい方（利用会員）、援助したい方（援助会員）が会員登録し、子どもを一時的に預け
たり、保育施設への送迎を頼んだりする、市民同士の連携による有償の子育て支援システムです。
※詳しくは、直接サポート・センターへお問合せください。（所在地・電話番号は、44ページ）

子育て短期支援事業

家庭での養育が一時的に困難になったお子さんを、一定の期間お預かりします。
①短期入所生活援助（ショートステイ）事業 ②夜間養護等（トワイライト）事業
（ア）対象者：2歳以上の児童 （イ）利用料：有料（世帯の所得により、利用料が異なります。）
（ウ）実施施設：・ルンビニ園（中布目117） ・愛育園（西番104‐1）

種 類 内 容

母子健康手帳の交付 妊娠の届出により母子健康手帳を交付します。手帳は、出生から小学校就学まで、お子さんの成長過程や
予防接種の接種状況などが記録できるようになっています。

妊婦一般・妊婦歯科健
康診査受診票の交付

妊婦一般健康診査受診票（4回分）と妊婦歯科健康診査受診票（1回分）を交付します。

乳幼児の各種予防接種
麻しん、風しん、日本脳炎、三種混合（ジフテリア、百日ぜき、破傷風）、BCG（結核）は、医療機関で
行います。ポリオは、保健福祉センター等にて集団で行います。
該当者には個人通知されます。

4か月児・1歳6か月児・
3歳児健康診査

生後4か月の乳児、1歳6か月になった幼児、3歳児（3歳7～9か月児）を対象に健康診査を行います。
該当者には個人通知されます。

幼児歯科薬物（フッ
素）塗布

フッ素塗布を希望する保護者とその幼児を対象に、よい歯づくり講座、フッ素塗布を行います。

妊婦・乳幼児健康相談 妊婦の健康相談、乳児の心身の発達の状況や、育児に関する個別相談を行います。

保育所入所・保育料

保育所は、お子さんの心身の健やかな成長を守るため、保護者にかわってお子さんを保育する児童福祉施
設です。保育料は、保護者の前年分所得額等に応じて決められることから、平成21年度までは、旧市町
村が所管する保育所群単位で設定し、平成22年度に統一します。
※下記の保育料のモデルケースを目安にしてください。

児童手当 小学校3年生までの児童を養育している方の申請に基づき支給されます。
手当額：第2子まで5,00０円／月 第3子以降 10,000円／月（所得制限有り）

平成22年7月からの保育料
20,200円（見込み）

平成22年7月からの保育料
22,500円（見込み）

■参考：父母と子ども1人の家族で、父母の所得税の合計額が60,000円の場合の保育料
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放課後児童健全育成事業実施施設一覧

お年寄りの福祉 窓口：市役所長寿福祉課 各総合行政センター地域福祉課・市民福祉課

種 類 内 容

自立支援サービス

介護保険における要介護認定で、「自立」と認定された方、又は60歳以上で何らかの障害があり自立した
生活を営むことが困難な方に、介護予防・生活支援のため自立支援サービスを提供します。
①家事援助サービス
調理、衣類の洗濯・補修、住居等の掃除・整理整頓、生活必需品の買物、関係機関等の連絡、その他
必要なサービス（週1～2回、約1時間）
②デイサービス・デイケア
閉じこもり防止のため、老人ホーム等において入浴や食事、機能訓練等のサービスを提供し、孤独感
の解消を図ります。（週1回）
③ショートステイ
体調不良や生活困難な状況から回避するため、一時的に養護老人ホームに宿泊し、生活習慣等の指導
を行うとともに、体調の回復、調整を行います。（7日以内）

「食」の自立支援
概ね65歳以上の在宅ひとり暮らしの高齢者等に「訪問によるアセスメント」を行ったうえで、栄養のバ
ランスが取れた食事を調理し、自宅に訪問して昼食と夕食を提供するとともに安否確認を行い、自立と生
活の質の確保と保健予防を図る配食サービスを行います。

おむつ支給
ねたきり高齢者などの介護者の労苦の軽減を図るため、おむつ券を支給します。
対象者：在宅の要介護認定において「要支援」以上と認定された方で、常時おむつを必要と認められる方

（世帯全員の合計所得金額の合計額が、1,000万円未満の方）

100歳記念品贈呈 誕生日に長寿を祝い、祝品・祝い金を贈ります。

寝具の乾燥、洗濯、
消毒サービス

在宅の65歳以上のねたきり高齢者またはひとり暮らし高齢者を対象に実施します。利用負担額として、
実費の1割程度が必要になります。

生きがい対応型デイサ
ービス

要介護認定において「自立」と認定され、家に閉じこもりがちな方等に対して、生きがい活動援助員を配
置し、日常動作訓練や趣味教室などを行うサービスを行います。

介護手当の支給
ねたきり、痴呆等の方を6カ月以上在宅で常時介護している方に、経済的援助とその労をねぎらうために
支給します。
月額：10,000円（世帯全員の合計所得金額の合計額が、1,000万円未満の方）

地域 名称 実施場所 電話番号 名称 実施場所 電話番号

富山地域

かたかご学級 五福9区 433-2622 わかくさメイプル・キッズ 町村 492-6341

星槎（せいさ）学童保育富山 愛宕町 443-8668 わかば学童クラブ・布瀬園 布瀬町南 420-3150

とよた学童クラブ 犬島 437-4140 わかば学童クラブ・はりはら園 針原中町 451-1768

わかくさひまわり・キッズ 中市 492-1193 わかば学童クラブ・堀川園 堀川町 420-3150

大沢野地域 大久保放課後児童クラブ 下大久保 467-1043 船峅放課後児童クラブ 坂本 468-1519

大山地域 上滝チャレンジクラブ 上滝 483-4112 大庄ともえ学級 善名 483-4115

八尾地域
八尾放課後児童クラブ 八尾町東町 454-3903 杉原放課後児童クラブ 八尾町黒田 455-1730

保内放課後児童クラブ 八尾町高善寺 454-2915 樫尾放課後児童クラブ 八尾町樫尾 454-2082

婦中地域
速星ひまわり子ども会 婦中町速星 ０７０‐５６３０‐３８７９ 学童保育うさかっ子 婦中町上田島 ０７０‐５６３０‐０６９２

みやのっこらんど 婦中町地角 ０９０‐２０３６‐４２６７ ふるさとなかよしクラブ 婦中町羽根 ０９０‐９４４９‐３８１８

細入地域 細入北部放課後児童クラブ 楡原 485-2122 細入南部放課後児童クラブ 猪谷 484-1003

介護予防ふれあいサー
クルの助成

日常生活に不安や困難を感じている高齢者の方が、家に閉じこもらず、仲間とふれあい、地域の中でいつ
までもいきいきとした生活を送ることができるよう、ふれあい活動を新市全域で推進します。

老人医療費等の一部負
担金等の助成

市では、60歳以上で重度の障害のある方および65歳以上で障害のある方に対して、医療機関等で支払う
自己負担分または一部負担金を助成しています。
①対象者：・60歳から64歳までの方で次に該当する方

（ア）身体障害者手帳の障害程度が1級または2級の方
（イ）療育手帳「A」の交付を受けている方
・65歳以上の方で次に該当する方
（ア）身体障害者手帳の交付を受けている方
（イ）療育手帳の交付を受けている方
（ウ）ねたきり高齢者（引き続き3カ月以上臥床し、食事・排便等日常生活に支障がある方で

市長が認定した方）
（エ）重度の精神障害者の方で市長が認定した方

②申請に必要なもの：健康保険証、印鑑、身体障害者手帳又は療育手帳

富山市 暮らしの便利帳

18



3．福祉

お年寄りの就業支援 窓口：シルバー人材センター

高齢者の方々の豊富な経験や優れた知識を生かし、毛筆筆耕（賞状など）、植木の手入れ等の臨時的、短期的な仕事
を提供します。

シルバー人材センター

福祉センター・憩いの家
健康増進、交流、教養の向上、レクリエーション施設として利用できます。

各施設の所在地、電話番号は、39ページをご覧ください。

心身に障害がある方の福祉 窓口：市役所障害福祉課 各総合行政センター地域福祉課・市民福祉課

区 分 身体障害者 知的障害者 精神障害者 障害児

等級
1・2級 24,000円 A 24,000円 1級 24,000円

24,000円
3・4級 18,000円 B 18,000円 2級 18,000円

所得制限 有り 有り 有り 有り

区 域 施設名

富山地域 呉羽山老人福祉センター、海岸通老人福祉センター、南老人福祉センター、水橋老人憩いの家、
東老人憩いの家

大沢野・大山・細入地域 大沢野健康福祉センター、大沢野老人福祉センター、大山老人福祉センター、細入総合福祉センター

八尾・婦中・山田地域 八尾健康福祉総合センター、婦中社会福祉センター

名 称 住 所 電話番号

社団法人富山市シルバー人材センター 牛島町9‐4 444‐5535

社団法人富山市シルバー人材センター大沢野支所 高内114‐1 467‐3468

社団法人富山市シルバー人材センター大山支所 花崎387 483‐4043

社団法人富山市シルバー人材センター八尾支所 八尾町梅苑町一丁目95‐1 454‐2836

社団法人富山市シルバー人材センター婦中支所 婦中町羽根1105‐7 469‐0777

種 類 内 容

身体障害者手帳・療育
手帳（知的障害者）・精
神障害者保健福祉手帳
の交付

心身に障害のある方々の相談に応じて支援を行う際に、必要となります。
身体障害者手帳
①交付申請書 ②身体障害者診断書（指定医師）
③上半身脱帽の写真1枚（縦4㎝横3㎝）を提出し、手帳の交付を受けてください。
療育手帳
①交付申請書
②上半身脱帽の写真1枚（縦4㎝ 横3㎝）を提出し、手帳の交付を受けてください。（判定は、県・相
談所が行います）

精神障害者保健福祉手帳（窓口：保健所保健予防課・各保健福祉センター）
診断書による申請 ：①精神障害者保健福祉手帳申請書（診断書欄記入要）
年金証書による申請：①精神障害者保健福祉手帳申請書（診断書欄記入不要）

②障害年金の年金証書（写）及び直近の年金振込通知書（写）及び同意書

障害者（児）ホームヘ
ルプサービスの利用

重度の障害のため、独立して日常生活を営むうえで著しく支障のある方又は、重度心身障害者（児）のお
られる家庭で、家事、介護などが必要な方にご利用いただけます。ただし、所得に応じた自己負担があり
ます。

障害者（児）福祉タク
シー利用助成

視覚障害・体幹機能障害・下肢機能障害・内部障害の身体障害者手帳1・2級又は、療育手帳「A」、精神
障害者保健福祉手帳1級の方に外出の利便を図るため、タクシー利用券またはガソリン券を交付します。
（世帯全員の所得合計額が、1,000万円未満の方）
タクシー利用券：1,260円／1カ月あたり
ガソリン券： 500円／1カ月あたり
申請に必要なもの：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

心身障害者（児）福祉
金の支給

在宅の心身障害者・児（身体障害者手帳1～4級、療育手帳「A・B」、精神障害者保健福祉手帳1・2級）
に支給しています。

○支給月：9月・3月

※年額を記載しています。なお、現富山市については、平成17年度に限り、経過措置があります。
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富山市社会福祉協議会 窓口：社会福祉協議会

社会福祉協議会は、「だれもが住み慣れた地域で安心して生きがいを持って生活できる福祉のまちづくり」を基本理念に、
地域福祉を限られた人に対する活動とは考えず、全ての人を対象に、全ての人が担い手として、地域全体で支える仕組みを
作るために、様々な活動を展開しています。

組織

実施事業
①地域福祉活動の推進 ・小地域サロン活動の活性化やネットワーク活動充実事業

・ボランティア情報の充実、地域ボランティアの組織作り事業
②福祉サービスの推進 ・ホームヘルパー派遣事業

・65歳以上の在宅で、日常的に車いすを利用している高齢者等の外出支援を行う移送サービス事業
・生活に不安のある高齢者等への地域福祉権利擁護サービス事業

障害者福祉プラザ
障害者の方々が、住み慣れた地域で自立して生活することを支援するための施設です。

種 類 内 容

重度心身障害者介護手
当の支給

6歳以上60歳未満の在宅重度心身障害者（1・2級）及び重度の知的障害者（療育手帳「A」）のうち、常
時介護を必要とする状態が6カ月以上経過した場合に、その介護者に支給しています。
○月 額：10,000円（世帯全員の所得合計額が、1,000万円未満の方）
○支給月：1・4・7・10月

精神障害者への医療費
助成

①通院（窓口：保健所保健予防課 各保健福祉センター）
通院医療に要する費用については、医療保険制度による給付を合わせ、医療に要する費用の95％が公
費負担となり、自己負担額は5％になります。
②入院
入院期間が2年を超える精神障害者の医療費の月額3,800円を限度として助成します。（入院により、
制限があります。）

富山型デイサービス推
進特区

介護保険制度による指定通所介護事業所等において、知的障害者・障害児のデイサービスを利用すること
ができます。

名 称 住 所 電話番号

社会福祉法人富山市社会福祉協議会 今泉83‐1 422‐3400

社会福祉法人富山市社会福祉協議会大沢野支所 春日96‐1 467‐1294

社会福祉法人富山市社会福祉協議会大山支所 上滝523‐1 483‐4111

社会福祉法人富山市社会福祉協議会八尾支所 八尾町福島200 454‐2390

社会福祉法人富山市社会福祉協議会婦中支所 婦中町羽根1105‐7 469‐0775

社会福祉法人富山市社会福祉協議会山田支所 山田湯780 457‐2113

社会福祉法人富山市社会福祉協議会細入支所 楡原1128 485‐9008

名 称 主なサービス内容 住 所 電話番号

障害者福祉プラザ

・障害者福祉センター
（開館時間：9：00～21：00、休館：毎週月曜日と年末年始）
温水訓練施設、日常生活訓練施設等があり、機能訓練、料理動作
訓練、お茶。パソコンなどの各種教室とくらしの相談を行います。

蜷川15

TEL
428‐0113

FAX
428‐0114

・身体障害者デイサービスセンター
（開館時間：9：00～17：00、休館：毎週日・月曜日と祝祭日、
年末年始）
介護浴室、機能回復訓練室などがあります。

富山市 暮らしの便利帳
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4．保険・年金・健康・医療

国民健康保険 窓口：市役所保険年金課 各総合行政センター市民生活課・市民福祉課

保険料（税）は、医療費や財政状況など各地域の状況に応じて、それぞれ決められているため違いがあります。そのため、
平成20年度に保険料を統一することとし、それまでの期間は、旧市町村ごとに段階的に調整しますので、平成17年度から
の３年間は、旧市町村ごとに異なった保険料（不均一保険料）となります。
●費用徴収 保険料とします。（6町村は平成16年度まで保険税です。）
●納付回数 年12回（4月から翌年3月までの毎月納付）とします。

平成17年度保険料率
医療分 介護分（４０歳から６４歳の被保険者）

国民健康保険の給付

高額療養費の受領委任払制度
一部の市町村で実施していました受領委任払制度を全市域に拡大します。病院などへの支払い（自己負担額）が負担限度

額を超えた場合に、病院窓口で負担限度額だけの支払いで済みます。（指定医療機関に限ります）

国民年金 窓口：市役所保険年金課 各総合行政センター市民生活課・市民福祉課

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、国民年金に必ず加入しなければなりません。保険料を納めなかったり、
所定の手続きを忘れたりすることにより、被保険者の資格が得られなかったりして、年金が受け取れない場合がありますの
で十分注意してください。

介護保険 窓口：市役所介護保険課 各総合行政センター地域福祉課・市民福祉課

合併に伴い上婦負介護保険事務組合が解散することから、介護保険に関する申請や相談は、市役所介護保険課、各総合行
政センターで受け付けます。

どちらか1人だけが収入（所得）がある二人世帯を設定

【所得額が150万円の場合】

区分 富山市 大沢野町 大山町 八尾町 婦中町 山田村 細入村

所得割 8.7% 7.8% 8.5% 6.8% 7.8% 7.0% 4.5%

均等割 26,400円 21,600円 25,200円 21,600円 25,200円 19,200円 14,400円

平等割 30,000円 24,000円 26,400円 25,200円 27,600円 22,800円 16,800円

種 類 内 容 種 類 内 容

出産育児一時金 子どもが生まれたとき： 30万円 葬 祭 費 被保険者が死亡したとき： 3万円

区分 全市域

所得割 1.0%

均等割 5,400円

平等割 5,400円

区分 富山市 大沢野町 大山町 八尾町 婦中町 山田村 細入村

年 額 184,590円 158,460円 176,250円 147,960円 169,260円 143,100円 98,250円

月 額 15,380円 13,210円 14,690円 12,330円 14,110円 11,930円 8,190円

種 類 内 容

被保険者証の交付

第1号被保険者：富山市に在住している65歳以上の方に交付
第2号被保険者：富山市に在住している40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人で、要介護・要

支援と認定された方に交付されます。また、被保険者証の交付申請をされた人にも交付
されます。

申請など

①介護保険でサービスを利用するときは、市からの「認定」が必要となります。
⇒「要介護認定申請書」に被保険者証を添えて各窓口、在宅介護支援センター、指定居宅介護支援事業
者、介護保険施設に提出してください。（ただし、地区センターでは取り扱えません。）

②１割の自己負担が、ある一定金額（上限額）を超えたときは、その超えた分が払い戻しされます。
（高額介護サービス費）
⇒「高額介護サービス費申請書」を各窓口に提出してください。

種 類 内 容

老齢基礎年金 25年以上保険料を納めた方（免除期間を含む）が６５歳になったとき

障害基礎年金 20歳前や国民年金加入中に不慮の事故や病気で障害者となったとき

寡婦年金
老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があっ
た妻に60歳から65歳までの間支給されます。

死亡一時金
1号あるいは任意加入被保険者として3年以上保険料を納めた方が、年金を受けないまま死亡した場合、
その遺族に支給されます。

■参考：国民健康保険料（医療分、年額・月額）のモデルケース

※月額は、年額を1年の納付回数（12回）で分割した額であり、端数処理の関係で年額の合計と一致しない例があります。
※所得割額の計算 （総所得－33万円［基礎控除額］）×所得割の料率
※加入者の方が40歳から64歳までの場合には、介護分保険料として上記の例では、年額27,900円（月額2,330円）加算されます。
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【所得段階別介護保険料】

健康診査・がん検診 窓口：保健所健康課 各保健福祉センター

夫が市民税課税で合計所得金額が200万円未満、妻が市民税非課税の場合

� 夫は第4段階、妻は第3段階

富山市 上婦負介護保険事務組合

平成17年4月からの
介護保険料

�

富山市 上婦負介護保険事務組合

平成17年4月からの
介護保険料

�
48,700円

48,700円

49,100円

60,800円

60,800円

61,300円

第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 第5段階 第6段階

保険料 21,900円 34,100円 48,700円 60,800 73,000円 90,000円

基準額に対する割合 0.45 0.7 基準額 1.25 1.5 1.85

種 類 内 容

届出など

①市で要介護認定を受けている人が他の市町村へ転出するとき
⇒「受給資格証明書」を交付します。新しい住所地の市町村の介護保険担当課へ提出してください。
②被保険者証を無くしたり、よごして使えなくなったとき
⇒各窓口、地区センターで再交付します。
③被保険者としての資格がなくなったとき（死亡・転出など）
⇒被保険者証を各窓口、地区センターへ返還してください。

介護保険料

保険料：平成17年度は下記のとおりとします。平成18年度以降の保険料は、介護保険事業計画に基づき算
定します。

①納付回数：普通徴収の方は、年8回（7月から翌年2月）。特別徴収の方は、年6回（年金支給時）。
②納付方法：普通徴収の方は、各翌月の5日まで金融機関に振込。特別徴収の方は、老齢基礎年金から天

引き。

在宅介護支援セン
ター

身近なところで、保健・福祉の専門家が高齢者の在宅介護や介護予防の相談に応じるほか、高齢者がいつ
までも住み慣れた地域で安心した生活を送れるよう、地域ケア推進コーディネーターが調整役となり、地
域ケア体制の推進に取り組んでいます。

種 類 内 容

40歳からの健康診査 40歳以上の方（国民健康保険の被保険者や健康保険加入者の家族など）は、市内の病院・医院で5月
から12月まで、随時健康診査を受けることができます。地域によっては、集団検診も実施します。

胃がん・肺がん検診
（胸部X線・喀痰細胞診
検査）

40歳以上の方（国民健康保険の被保険者や健康保険加入者の家族など）は、次の方法で受診すること
ができます。
①集団検診：地区（校下）毎に年2～8回行います。
②医療機関：市内の指定医療機関で5月から12月まで随時受けることができます。
料金については、受診券（検診案内）に表示します。

子宮がん検診

20歳～39歳の女性の方（国民健康保険の被保険者や健康保険加入者の家族など）は2年に1回、市内
の指定医療機関で5月から12月まで、随時受けることができます。
料金については、受診券（検診案内）に表示します。

40歳以上の女性の方（国民健康保険の被保険者や健康保険加入者の家族など）は2年に1回、次の方法
で受診することができます。
①集団検診：地区（校下）毎に年1～7回行います。
②医療機関：市内の指定医療機関で5月から12月まで随時受けることができます。
料金については、受診券（検診案内）に表示します。

乳がん検診

40歳以上の女性の方（国民健康保険の被保険者や健康保険加入者の家族など）は2年に1回、次の方法
で受診することができます。
①集団検診：地区（校下）毎に年2～8回行います。
②医療機関：市内の指定医療機関で5月から12月まで随時受けることができます。
料金については、受診券（検診案内）に表示します。

※保険料は、年額です。

■参考：ともに65歳以上の夫婦2人暮らしの場合の介護保険料

妻夫

富山市 暮らしの便利帳
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4．保険・年金・健康・医療

健康教室・健康相談・訪問指導 窓口：保健所健康課 各保健福祉センター

病院・診療所
新市内の市民病院・診療所は次のとおりとなります。現在お持ちの診察券については、そのままご利用できます。

救急医療
富山市救急医療センターは、休日・夜間の医療機関の休診時に応急の初期診療を行う施設です。

種 類 内 容

大腸がん検診
40歳以上の方（国民健康保険の被保険者や健康保険加入者の家族など）は、市内の病院・医院で5月
から12月まで、随時受けることができます。地域によっては、集団検診も実施します。

前立腺がん検診
50、55、60、65歳の男性（国民健康保険の被保険者や健康保険加入者の家族など）は「40歳からの
健康診査」と併せて、市内の病院・医院で5月から12月まで、随時受診することができます。

種 類 内 容

地域総合相談会 健康・医療相談、福祉相談、介護保険の相談などの相談会を地区（校下）毎に月1～2回行います。

地域健康教室 がん、高血圧、骨粗鬆症、ねたきり防止など生活習慣予防のための講演会を各地区（校下）で行います。

生活習慣改善指導事業
栄養、運動、休養を総合的に取り入れた個人の生活習慣を改善するため、各地区（校下）で健康相談を
行います。

リ
ハ
ビ
リ
教
室

在宅療養者自立支援
教室

疾病、外傷などにより在宅療養している方に対し、心身機能の維持向上を図り、日常生活の自立と社会
参加を支援するための教室を行います。（各保健福祉センターで実施）

地域参加型教室 活動性の低い虚弱高齢者に対し、閉じこもりや孤立等を予防し、住み慣れたところで生き生きした生活
が送れるよう支援するための教室を行います。（地区（校下）で実施）

訪問指導 健康のことで心配なことがある方に、保健師などが訪問し、健康管理に関する助言指導を行います。

富山市民病院

所在地 富山市今泉北部町2番地1 電話番号 422‐1112

診療科目
内科、精神科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、整形外科、形成外科、胸部血管外科、
脳神経外科、呼吸器外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、
放射線科、麻酔科、歯科口腔外科

診療受付時間
午前の受付 8：30～11：30

午後の受付 初診は、内科外来のみ13：30～16：00

休診日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日～１月3日）

富山市国民健康保険大長谷診療所

所在地 富山市八尾町島地1番地 電話番号 458‐1414

診療 内科、小児科、耳鼻咽喉科、健康診断及び健康相談、療養の指導及び相談

診療日 毎週木曜日 14：00～17：00

富山市救急医療センター

所在地 富山市丸の内二丁目8番5号 電話番号 425‐9999

区分 昼 間 夜 間

診療日
日曜日、祝日、年末の12月31日、
年始の1月2日・3日、お盆の8月15日・16日 毎 日

診療時間 9：00～17：30
19：00～6：00
（休日は、18：30～6：00）
※ただし、2：00～6：00は待機診療体制となります。

診療科目 内科、小児科、外科 内科、小児科、外科
（なお、外科は水曜・金曜・土曜・日曜日のみ）
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5．生活環境

ごみ収集 窓口：環境センター業務課 各環境事務所

ごみの収集回数等については、次のとおりになります。なお、収集日等の詳細については、今後、お知らせいたします。

消費生活 窓口：市役所消費生活センター 各総合行政センター市民生活課・市民福祉課

日常生活における消費に関する相談をお気軽にお寄せください。専門の相談員がお受けします。

水道・簡易水道
料金 窓口：上下水道局料金課 各上下水道サービスセンター

検針と料金の支払 窓口：上下水道局料金課 各上下水道サービスセンター

検針は、偶数月と奇数月に分かれており、2か月に1回検針します。
料金の支払いは、検針月の翌月に2か月分をお支払いいただきます。納付方法については、30ページをご覧ください。

各種お問合先

※拠点回収とステーション回収を併存

※税込みの金額です。

・大沢野町簡易水道料金1,300円～2,350円 ・山田村の一部の小規模水道料金1,300円

区分 回数等 区分 回数等
可燃ごみ 週2回 プラスチック容器包装 ※ステーション回収は、月4回

不燃ごみ 月2回 紙製容器包装 ※ステーション回収は、月1回

空き缶 月2回 古紙 ※ステーション回収は、月1回

空きびん 月2回 粗大ごみ 可燃・不燃ごみとして収集します

ペットボトル ※ステーション回収は、月1～4回 戸別有料収集 実施します

所在地 電話番号 利用時間
消費生活センター 富山市新桜町7‐38（市役所内） 443‐2047 月～金 8：30～17：15

区分 料金等
水道料金
簡易水道料金
（大沢野町の簡易水道、山田村の小規模水道
を除く）

富山市の料金体系に統一します。
※新市の料金が旧町村の料金表で計算された金額（旧町村料金）を上回る場合は、平
成１９年度まで軽減措置を講じます。
《軽減措置》
新市の料金－（新市の料金－旧町村料金）×減免率
（減免率：平成17年度60％、平成18年度40％、平成19年度20％）

大沢野町の簡易水道料金
山田村の小規模水道料金

従前の料金体系を継続し、新市において統一に務めます。

メーター使用料 無料

水道加入金 富山市の体系を基本に統一します。

富山市 大沢野町 大山町 八尾町 婦中町 山田村 細入村

3,171円 3,500円 4,252円 5,040円 4,735円 7,620円 6,993円

項目 窓口

水道の使用の中止、開始 上下水道局料金課
各上下水道サービスセンター

給水装置の新設、改造 上下水道局お客さまサービス課
各上下水道サービスセンター給水装置所有者の売買、譲渡

水道の修繕に関すること 上下水道局上下水道施設管理センター
各上下水道サービスセンター水の出が悪い、濁り水など

■参考：一般家庭用口径20�で1ヵ月30㎡使用した場合の月額の水道・簡易水道料金

合併後

富山市 暮らしの便利帳
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5．生活環境

下水道
使用料 窓口：上下水道局料金課 各上下水道サービスセンター

下水道使用料は、当分の間、旧市町村の料金体系と変わりません。新市において、なるべく早い時期に料金体系を検討し、
統一していきます。
また、受益者負担金も変わりません。

《一般汚水》

使用料の納付 窓口：上下水道局料金課 各上下水道サービスセンター

水道の検針月の翌月に2か月分をお支払いいただきます。納付方法については、30ページをご覧ください。

各種お問合先

Ｑ：水洗便所に改造する場合の資金貸付制度はありますか？
Ａ：公共下水道が使用できる地域で水洗便所に改造する場合、その資金をお貸しします。詳しくは、上下水道局お客さまサ

ービス課または各上下水道サービスセンターへお問合せください。

農業集落排水 窓口：市役所農村整備課 各上下水道サービスセンター

使用料
下水道使用料は、当分の間、旧市町村の料金体系と変わりません。新市において、なるべく早い時期に料金体系を検討し、

統一していきます。
また、受益者負担金も従前のとおり変わりません。

※山田村については、3人世帯で積算。税込みの金額です。

区分 富山市 大沢野町 大山町 八尾町 婦中町 山田村 細入村

料金体系 基本料金＋従量制 定額＋人数割
（４２０円／１人当り） 基本料金＋従量制

基本料金 1,170円 1,000円 1,350円 1,500円 1,600円 2,100円 3,000円

基本水量 10m3 無 10m3 10m3 10m3 無 10m3

超過料金
1㎡当り

逓増制
6段階

（１６１円～３４４円）

定額制
120円

逓増制
3段階

（１６０円～２１０円）

逓増制
2段階

（１５０円～１６０円）

逓増制
2段階

（１６０円～１８０円）
無 定額制

80円

普 及 率 86.6％ 68.6％ 67.4％ 39.8％ 37.3％ 66.1％ 35.7％

税抜 税込 税抜 税抜 税抜 税込 税込

富山市 大沢野町 大山町 八尾町 婦中町 山田村 細入村

4,609円 4,590円 4,777円 4,725円 5,040円 3,360円 4,595円

項目 窓口
使用を中止、開始するとき 上下水道局料金課

各上下水道サービスセンター水道水以外の水（井戸水等）をご使用のとき

公共下水道への接続 上下水道局お客さまサービス課
各上下水道サービスセンター

公共下水道の整備計画や公共下水道の工事 上下水道局下水道課
各上下水道サービスセンター

区分 富山市 大沢野町 大山町 八尾町 婦中町 山田村 細入村

基本料金 3,400円

船峅地区
1,000円
下タ北部地区
1,150円

1,350円 2,430円 1,600円 2,100円 3,000円

基本汚水量 無 無 10m3 無 10m3 無 無

超
過
料
金

0㎡～10㎡

人数割
350円／1人

120円 無

人数割
340円／1人

無

人数割
420円／1人

無

11㎡～30㎡ 120円 160円 160円 80円

31㎡～50㎡ 120円 170円 160円 80円

51㎡～ 120円 210円 180円 80円

税抜 税込 税抜 税抜 税抜 税込 税込

■参考：一般家庭・1ヵ月30㎡使用した場合の月額の下水道使用料
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使用料の納付
現在の富山市の区域は当月分を月末に、大沢野町、大山町、八尾町、婦中町、山田村及び細入村の区域は水道の検針月の

翌月に２か月分をお支払いいただきます。納付方法については、各窓口へお問合せください。

水（水質管理）・食品 窓口：保健所衛生検査課

飲料水について
水道施設や井戸の適正な維持管理及び安全な飲料水を確保するための相談や検査を行っています。

レジオネラ属菌の検査について
24時間風呂（循環式浴槽）などに発生しやすいレジオネラ属菌の相談や検査を行っています。

食品について
安全な食生活の確保のために食品衛生関係営業の許可や食品取扱施設の衛生指導をはじめ、食中毒の調査など食品衛生に

関する相談に応じています。

斎場 申込先：市役所市民課 各総合行政センター市民生活課・市民福祉課

斎場を使うときは、死亡届を提出するときに、一緒に申請してください。
富山霊園富山市斎場には葬儀場及び法要室も併設されています。

火葬場・葬儀場・法要室
富山霊園富山市斎場、富山市北部斎場、富山市大沢野斎場、富山市婦負斎場
各施設の所在地、電話番号は、40ページをご覧ください。

使用料

※富山市、八尾町、山田村については、3人世帯で積算。税込みの金額です。

区分 使用料等
火葬場 市民の方は、無料です。

富山霊園富山市斎場
葬儀場・法要室

富山市 大沢野町 大山町 八尾町 婦中町 山田村 細入村

4,672円 船峅地区 4,590円
下夕北部地区 4,740円 4,777円 3,622円 5,040円 3,360円 4,595円

区分 部屋 使用目的 使用料 冷暖房料

法

要

室

2階12.60㎡（8畳） 法要・控室等 1,580円 320円

2階13.44㎡（8畳） 法要・控室等 1,580円 320円

2階44.80㎡（32畳） 法要・控室等 2,630円 530円

3階31.50㎡（18畳） 法要・控室等 2,100円 420円

3階65.28㎡（40畳） 法要・控室等 3,150円 630円

葬儀場 式場 葬 儀 5,250円 1,050円

■参考：一般家庭・1ヵ月30㎡使用した場合の月額の使用料

※1回の使用時間は、3時間を限度とします。
※市外に住所のある方は、料金の5割増となります。

富山市 暮らしの便利帳
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6．商工業振興

新規企業立地促進事業・制度 窓口：市役所工業政策課 各総合行政センター農林商工課・産業建設課

中小企業向け融資制度（商工業振興資金融資制度） 窓口：市役所商業労政課 各総合行政センター農林商工課・産業建設課

Ｑ：合併前の融資制度における既往融資分はどうなりますか？
Ａ：既往の融資分の融資残高や融資条件は、そのまま新市に引き継がれます。

Ｑ：上記融資制度に係る信用保証料や利子の助成はありますか？
Ａ：緊急経営基盤安定資金を除いて、信用保証料の全額を助成します。また、設備関係資金の融資利率の年０．７％（一部年１．０％）を助

成します。既往の融資分の助成は、新市に引き継がれます。

Ｑ：商工会地区小規模事業経営改善資金融資に係る信用保証料の助成はありますか？
Ａ：信用保証料の３０％を助成します。ただし、対象融資額の上限は、６００万円までになります。

資金名 資金使途 限度額

運転資金
運転資金
１商品〈原材料〉仕入 ２買掛金〈手形〉決済
３諸経費支払資金 ４その他

１，２５０万円

２，０００万円（中小企業団体）

経営安定資金 運転資金 １，０００万円

設備近代化資金
近代化設備資金、店舗設備資金 １，０００万円（設備に要する費用の８０％以内、用地費を除く）

高度技術設備資金 ４，０００万円（設備に要する費用の８０％以内、用地費を除く）

大型店対策店舗改善資金 店舗設備資金 ２，０００万円（設備に要する費用の８０％以内、用地費を除く）

福利厚生施設設置資金 福利厚生設備資金 ５００万円（用地費を除く）

環境整備資金 環境整備資金 ５００万円（設備に要する費用の８０％以内）

工場移転促進事業資金 工場設備資金 １億円（設備に要する費用の８０％以内）

高度化事業資金 高度化事業資金 １億円（設備に要する費用の５０％以内）

創業者支援資金 開業資金 １，０００万円（事業に要する費用の８０％以内、用地費を除く）

緊急経営基盤安定資金 借換資金、運転資金 ２，５００万円

対象 助成率 限度額 備考

用地・建物・設備の取得費
【※１】

取得費の１０％
〔県補助１／２〕

①投資額１億円以上で新規雇用が１０人
（製造業２０人）以上…２億円
②投資額５０億円以上で新規雇用が１０人
（製造業２０人）以上、または投資額２０億
円以上で新規雇用が６０人以上〈特認制
度〉…５億円
③投資額１００億円以上で新規雇用が１００人
以上〈大規模特認制度〉…３０億円

富山八尾中核工業団地及び富山イノ
ベーションパークについては、県の
直接補助に加え、市単独で下記の金
額を助成する。
・助成率：取得費の５％
・限度額：１億円
・要件：投資額１億円以上

新規雇用５人（製造業１０人）以上

工場等の設置における固定資産税
【※１の企業を除く】

土地・建物・設備に係る固
定資産税相当額（初年度
のみ）

土地は３，０００㎡までの分 合併前に課税免除の適用を受けた
企業については、その適用期間、課税
免除相当額を補助します。ただし、農
村地域工業等導入促進地区に係る課
税免除の適用を受ける企業を除きます。

用地に係る経費
（新規雇用５人以上のもの）
【※１の企業を除く】

・３，０００㎡超～３０，０００㎡
…取得費の２５％
・３０，０００㎡超～５０，０００㎡
…取得費の１５％
・５０，０００㎡超…取得費の１０％

１億円

賃借料に係る補助については、新市
において検討します。

環境保全施設に係る工事費

工場立地法、都市緑地法に基づ
く緑地の設置

工事費の３０％
７００万円

工場適地での公害防止設備の設置 工事費の２０％ １，０００万円

未整備用地の廃棄物処理施設、
排水路、緑地、池等の設置

工事費の２０％
２００万円

福利厚生施設設置に係る工事費 工事費の３０％ ７００万円

消融雪装置設置に係る工事費 工事費の３０％ ７００万円

再生資源を原材料として利用する
新事業に対する設備投資
【※１の企業を除く】

設備投資費の２０％
（ただし、中小企業以外は
３％）

１００万円

工場等の新増設に際する新規雇用者
（新規雇用者が１０人以上ある場合）

新規雇用者１人当たり
５０万円

１億円

集団化・高度化による工場等の設置 投下固定資本総額の３％以内

集団化・高度化による共同施設の
設置（用地費を除く）

共同駐車場等の新設、増設、改造 工事費の３０％ 中小企業団体…１億円、商工業団体…１，０００万円

共同自転車置場等の新設、増設、改造 工事費の３０％ 中小企業団体…７００万円、商工業団体…４００万円

共同事業施設の新設、増設、改築 工事費の１０％
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7．教育

学校
小・中学校 窓口：市教育委員会学校教育課 各教育行政センター

《入学》

《転入学・転校》

Ｑ：合併によって通学区域は変わりますか？
Ａ：各学校の通学区域は、変わりません。

通学区域以外への就学には変更許可の要件がありますので、学校教育課または各教育行政センターへお問合せください。

幼稚園 窓口：希望される幼稚園 市教育委員会学校教育課 各教育行政センター

園児の募集は、毎年10月上旬に行います。

保育料は、現市町の料金を引き継ぎ、5年で統一料金を設定します。

富山外国語専門学校 富山市大手町6－14 市民プラザ内 �491－5911

富山ガラス造形研究所 富山市西金屋80 �436－2973

市立公民館 窓口：各公民館 市教育委員会生涯学習課 各教育行政センター

現7市町村立公民館は、新市においても、これまでどおり運営されます。
各市立公民館の所在地、電話番号は、37・38ページをご覧ください。

図書館 窓口：各図書館

現7市町村立図書館は、新市においても、これまでどおり運営されます。各図書館、分館の所在地、電話番号は、42・43
ページをご覧ください。
各図書館によって開館時間、休館日が異なりますので、詳細は各図書館へお問合せください。

スポーツ施設 窓口：各施設 市教育委員会スポーツ課 各教育行政センター

現7市町村の体育施設は、新市においても、これまでどおり運営されます。施設の一覧は、43・44ページをご覧ください。
各施設によって使用時間、使用料等が異なりますので、詳細は各施設へお問合せください。

※上記のほか、市民並びに市内に勤務・通学する方を対象にした公開講座があります。

小 学 校 毎年9月中旬に就学時の健康診断の日をお知らせし、1月下旬に就学通知書を保護者あてに送ります。

中 学 校 1月下旬に就学通知書を保護者あてに送ります。附属中学校や私立中学校、特殊教育諸学校へ入学される方は、就学
通知書などを持って窓口へお越しください。

転 入 学 市民課等での住所異動の手続きの際に発行される就学指定書と、前の学校で交付を受けた在学証明書などの関係書類
を持って指定校へ行ってください。

転 校 富山市以外の区域へ転校されるときは、学校で必要書類をもらって転出先の市町村役場で手続きをしてください。

3・4・5歳 児 を 募
集する幼稚園

市立 新保幼稚園、大沢野幼稚園、大久保幼稚園、上滝幼稚園、大庄幼稚園、小見幼稚園、速星幼稚園

私立 市内全ての私立幼稚園

4・5歳児を募集す
る幼稚園

市立 岩瀬幼稚園、月岡幼稚園、熊野幼稚園、呉羽幼稚園、八人町幼稚園、水橋中部幼稚園、水橋西部幼
稚園、愛宕幼稚園、福沢幼稚園、杉原幼稚園

富山市・婦中町の区域 大沢野町・大山町・八尾町の区域
保育料月額 9,000円 保育料月額 8,000円

修業年限 定員 入学資格
実務英語科
（専門課程・昼間）

2年 各学年
40人

高等学校を卒業（見込含）した方及びこれに準ずる学力があると認められる方

専攻科（専門課程・昼間） 1年 15人 英検2級（相当程度）以上を取得し、大学・短大・専門学校等を卒業（見込含）し
た方

学科名 修業年限 定員 入学資格
造形科 2年 16人 高等学校卒業以上の学力を有する者、及びこれに準ずる学力があると認められる者

研究科 2年 4人 富山ガラス造形研究所造形科を卒業した者、又はこれと同等以上の知識、技能を有すると認められる者

富山市 暮らしの便利帳
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9．広報・広聴

8．消防・防災

火災・救急・救助 窓口：消防局 各消防署 消防分署 各消防出張所 消防分遣所

～火災・救急・救助は「119番」～
119番は、あなたと消防を結ぶ「ホットライン」です。通報時は、慌てず、落ち着いて、場所・氏名・状況などを正確

に伝えてください。なお、119番通報は消防側の質問に答えるようにしましょう。

一般電話、公衆電話、携帯電話からの119番
市内のどこから電話をかけても、消防局につながります。ただし、市域境界付近などの場所で携帯電話からおかけになる

と、電波の状態によっては、他の消防本部につながります。その場合は、富山市消防局に転送されますので、指示に従って
ください。

その他の119番
電話のほか、音声（肉声）による119番通報が困難な方が火災や救急などの通報を行う補助手段として、FAXや携帯電話の

メールやWeb機能を利用して緊急通報を行えます。詳しくは、消防局通信指令課までお問合せください。

火災のお問合せは
火災の問合せ（テレフォン・サービス） �076‐431‐9999（ホームページ http：／／www.city.toyama.toyama.jp／）

消防署等
各消防署等の所在地、電話番号は、9ページをご覧ください。
山田村の区域は婦中消防署、細入村の区域は大沢野消防署が管轄します。

防災 窓口：市役所防災対策課

各地域の避難場所については、変更ありません。

広報
市では施策や各種行事を広報紙やホームぺージ等を活用し、広く市民へお知らせしています。

広聴
市では市民の声を市政に反映させるため各種の広聴活動を実施しています。

担当課 広聴手段 内 容 備 考

広報課

市政モニター 市政に関する意見を聴くため市民に委嘱

タウンミーティング 市長と市民が意見交換

市長の週末出前トーク 市長が週末に出向き市の施策等を説明

市民生活相談課

市長への手紙 市民の意見・要望・提案

市政相談 市政に関する相談
申込み日程等については広報とやまを
ご覧ください。

市民相談 困りごと、身の上相談

特別相談 法律等の専門的相談

消費生活センター 市政バス教室 市施設を見学

担当課 広報手段 内 容 備 考

広報課

広報とやま 毎月5日と20日に発行 住民組織を経由して全世帯へ配布します。

ケーブルテレビ 市政に関するお知らせを放送
放送日時等については広報とやまをご覧
ください。ラジオ 北日本放送・FMとやま・シティFMを使い、市

政に関するお知らせを放送

点字広報 広報とやま 申込：県視覚障害者福祉センター
�425‐6761

広報課
（社会福祉協議会） テープ広報 広報とやま、（ふれあいネットワーク） 申込：市社会福祉協議会

�422‐3400
情報統計課 ホームページ 市政情報を発信（パソコン・携帯電話サイト） http : //www.city.toyama.toyama.jp/

男女参画・ボラン
ティア課 市役所出前講座 市政に関し職員が出向き講座形式で説明 申込：直接講座担当課へ
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口座振替ができる項目 固定資産税、都市計画税、市県民税（普通徴収分）、軽自動車税、国民健康保険料、水道料金、下水道
使用料

申し込み手続
預貯金口座のある取扱金融機関または、郵便局へ納税（入）通知書と預貯金通帳、預貯金口座届出印をお
持ちのうえ申し込んでください。
申し込み用紙は、各金融機関・郵便局に備えてあります。

取扱金融機関 ・富山市内に本店・支店がある金融機関の全国の店舗
・全国の郵便局

申し込み期限 振替日の概ね1ヶ月前まで

10．市税等の納付

市税等の納付
窓口による納付 窓口：市役所各担当課 各総合行政センター各担当課

市税や各種使用料・料金は、それぞれの納入通知書にて、銀行、信用金庫、農協等の各金融機関でお納めください。
市内に本店、支店のある金融機関であれば、全国の店舗で納めることができます。

総合口座振替による納付 窓口：各金融機関の窓口
《市税》市役所納税課 各総合行政センター税務課・山田、細入は総務振興課
《国民健康保険料》市役所保険年金課 各総合行政センター市民生活課・市民福祉課
《水道料金・下水道使用料》上下水道局料金課 各上下水道サービスセンター

納期がくるたびに、わざわざ金融機関などへお出かけいただかなくても、自動的にあなたの預貯金口座から振替えて納付
されます。便利で確実な総合口座振替をご利用ください。

【総合口座振替の利用について】

【口座振替日】

※振替日が金融機関・郵便局の休日にあたるときは翌営業日に振替
※振替日に振り替えできない場合でも、再度の振り替えは行いません。振替日の前日までに残高をご確認ください。
ただし、水道料金・下水道使用料は１回に限り再度の振り替えを行います。

1期（全期） 2期 3期 4期

市・県民税 6月30日 8月31日 10月31日 1月31日

固定資産税
（都市計画税） 4月30日 7月31日 12月25日 2月末日

軽自動車税 5月31日 －

国民健康保険料 4月～2月分は翌月5日、3月分は3月末

水道料金
下水道使用料 検針月の翌月5日または15日

富山市 暮らしの便利帳

30



合併に伴うお知らせ

合併後の町名・字名
合併後の町・字名は、次のとおり変更となります。

富 山 市 → 表示は、変わりません。

大沢野町 → 「上新川郡大沢野町」が「富山市」に変更。
その後に続く町名（大字）は、変わりません。

例）「上新川郡大沢野町 高内」 → 「富山市 高内」

大 山 町 → 「上新川郡大山町」が「富山市」に変更。
その後に続く町名（大字）は、変わりません。

例）「上新川郡大山町 上滝」 → 「富山市 上滝」

八 尾 町 → 「婦負郡八尾町」が「富山市」に変更。
その後に続く町名（大字）は、現行町名の前に「八尾町」がつきます。

例）「婦負郡八尾町 福島」 → 「富山市 八尾町福島」

婦 中 町 → 「婦負郡婦中町」が「富山市」に変更。
その後に続く町名（大字）は、現行町名の前に「婦中町」がつきます。

例）「婦負郡婦中町 速星」 → 「富山市 婦中町速星」

山 田 村 → 「婦負郡山田村」が「富山市」に変更。
その後に続く町名（大字）は、現行町名の前に「山田」がつきます。

例）「婦負郡山田村 湯」 → 「富山市 山田湯」

細 入 村 → 「婦負郡細入村」が「富山市」に変更。
その後に続く町名（大字）は、変わりません。

例）「婦負郡細入村 楡原」 → 「富山市 楡原」

【その他の変更】
同一の町名（大字）については、次のとおり変更されます。

区域 現在の町名 新市の町名

大沢野町

上新川郡大沢野町 猪谷 富山市 東猪谷

上新川郡大沢野町 押上 富山市 笹津

上新川郡大沢野町 野田 富山市 南野田

大 山 町

上新川郡大山町 上野 富山市 大山上野

上新川郡大山町 大場 富山市 南大場

上新川郡大山町 布目 富山市 大山布目

上新川郡大山町 松木 富山市 大山松木

上新川郡大山町 北新町 富山市 大山北新町

細 入 村 婦負郡細入村 笹津 富山市 西笹津
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合併に伴うお知らせ

「住所変更証明書」
住所変更手続き等に必要な「住所変更証明書」は、新「富山市」発足後、無料で、市役所市民課、各総合行政センター市

民生活課・市民福祉課、各地区センターで発行します。
なお、企業・団体の証明書は、地区センターでは発行できません。
また、一部の地区センターでは取扱いのできない場合がございますので、詳しくは市役所市民課までお問合せください。

住所表示の変更により必要になる手続き等
合併によって、現富山市を除く６町村の区域では住所表示が変わることになります。
住所表示が変わっても、官公署等では、一般的には住所の変更等の手続きは必要ありませんが、必要なものもあることか

ら、その要否について、主なものをお知らせします。

（国関係）

※商業・法人に関する登記事務の管轄変更について
平成17年4月1日より、大沢野町、大山町、八尾町、婦中町、山田村及び細入村地域内の全ての商業・法人に関する登記事務は、富山法務局（本
局登記部門）で取り扱うことになります。
なお、これ以外の富山南出張所が管轄する全ての不動産に関する登記の管轄については、変更ありません。

項 目 該当者
手続き
の要否

手続方法等 窓 口

不動産（土地・建物）の登記簿の
所在

不要 法務局で順次修正します。 富山地方法務局
０７６－４４１－０５５０
富山地方法務局
富山南出張所
０７６－４２９－２８２０

不動産（土地・建物）等に所有者，
抵当権者等として登記されている
住所や本店所在地

旧市町村の住所や本店
所在地で登記している
方

不要 新市名に変更を希望される方は、「住所変
更証明書」を添付して、登記名義人の住所変
更手続きをお願いします。その際には認印が
必要です。

会社等の登記簿に登記されている
本店・主たる事務所や役員の住所
（※）

旧市町村に本店・主た
る事務所がある会社や
法人及びその代表者

不要 法務局で順次修正します。
なお、早急に新市名に変更を希望される方
は，法務局に備え付けの用紙に記載して申し
出てください。

会社や法人の印鑑証明 旧市町村に本店・主た
る事務所がある会社や
法人の代表者

不要 会社や法人の印鑑カードはそのまま利用で
きます。

公正証書の住所 公正証書を受けている
方

不要 合併前に作成された公正証書に基づき、合
併後に権利義務を実行する際には、新住所の
住民票等が必要となる場合があります。

富山公証人合同役場
０７６－４４２－２７００

国民年金受給者・被保険者、厚生
年金保険受給者・被保険者の住所

左記の年金受給者、被
保険者

不要 富山社会保険事務所
０７６－４４１－３９３６

政府管掌健康保険被保険者証、健
康保険高齢受給者証

左記被保険者証・受給
者証の所持者

不要 市町村名が変更となる所在地の事業主の方
は従業員の方から現在の被保険者証（受給者
証）を回収し、社会保険事務所の指定する日
に交換してください。
従業員の方は、新しい被保険者証（受給者
証）の「住所欄」にご自身で新しい住所を記
入してください。

労働安全衛生法による免許証、健
康管理手帳

左記免許証、手帳の所
持者

不要 富山労働局安全衛生課
０７６－４３２－２７３１

労災保険受給者の住所 左記保険の受給者 不要 富山労働局労災補償課
０７６－４３２－２７３９

雇用保険失業給付の受給に係る住
所

左記給付の受給資格
者・離職票保持者

不要 富山公共職業安定所
０７６－４３１－８６０９

自動車検査証
（普通自動車）
（二輪（１２６cc以上））
（軽自動車）

左記自動車等の使用
者・所有者

不要 抹消登録をする場合は、住所の変更登録を
行ったうえで手続きをしてください。
新市名に変更を希望される方は、「住所変

更証明書」を添付して変更登録の手続きをし
てください。

富山運輸支局登録部門
０７６－４２３－６６１８
軽自動車検査協会富山事務所
０７４－４２３－８４７２

道路占用許可書（国道）
河川占用許可書（国所管分）

左記許可書の所持者 不要 住所表示の変更以外の事由で変更するとき
などに併せて手続きをしてください。

富山河川国道事務所
０７６－４２４－１７０１・１７０５

係属中の民事事件の当事者等の住
所

左記民事事件の当事者
及び利害関係人等の関
係者

要 住所が変更になった旨を記載した書面（任
意様式）を、当該民事事件を管轄する裁判所
に提出してください。

当該民事事件を管轄する裁判
所

特許・実用新案・意匠・商標登録 左記の登録（出願）者 要 登録済の方は「表示変更登録申請書」を特
許庁出願支援課に提出してください。
出願中の方は「住所変更届」を提出してく
ださい。

（社）発明協会富山県支部
０７６６－２７－１１５０
富山県知的所有権センター
０７６６－２９－１２５２

富山市 暮らしの便利帳
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合併に伴うお知らせ

住所表示の変更により必要になる手続き等

（県関係）

項 目 該当者
手続き
の要否

手続方法等 窓 口

旅券（パスポート） 旅券の所持者及び申請
予定者

不要 最終ページの「所持人記入欄」の現住所を
ご自身で訂正してください。
ただし、他のページに書き込みをすると旅
券（パスポート）が無効となりますのでご注
意ください。
旅券（パスポート）発給申請のために提出
する住民票・戸籍謄（抄）本は、発行後６ヶ
月以内のものであれば合併前のものでも使用
できます。また、申請の際提示いただく免許
証、保険証などの本人確認書類も、有効期限
内であれば合併前のものでも使用できます。

富山県旅券センター
０７６－４４５－４５８１

戦傷病者手帳 左記手帳の保持者 要 県庁に来庁の際に、住所変更の手続きを行
ってください。

富山県厚生企画課
０７６－４４４－３１９７

薬局・卸売一般販売業・薬種商販
売業・配置販売業の許可証

左記許可証の所持者 不要 次回の許可更新時に、申請書の備考欄に「住
居表示に関する法律等による変更」と付記し
てください。
なお、許可更新を待たずに、変更届を提出
しても差支えありません。同時に業許可証の
書き換え交付申請をすることができます。

富山県くすり政策課
（薬局、卸売一般販売業、薬
種商販売業）
０７６－４４４－３２３４
（配置販売業）
０７６－４４４－３２３６

医薬品等の製造業（輸入販売業）
許可証

左記許可証等の所持者 不要 次回の業許可更新時に、申請書の備考欄に
「住居表示に関する法律等による変更」と付
記し、「住所変更証明書」を添付して、業許
可更新申請を行ってください。
なお、業許可更新を待たずに、「住所変更
証明書」を添付して変更届を提出しても差支
えありません。同時に業許可証の書き換え交
付申請をすることができます。

富山県くすり政策課
０７６－４４４－３２３４・３２３６・３２３７

図書等の自動販売機の設置等の届出 左記の届出者 要 「変更届」を提出してください。 富山県児童青年家庭課
０７６－４４４－３１３６利用カード販売業の届出 左記の届出者 要 「変更届」を提出してください。

中小企業融資制度資金 左記資金の借受人 不要 富山県経営支援課
０７６－４４４－３２４８・３２４９

動物用医薬品（又は医療用具）製
造業許可証、動物用医薬品輸入販
売業許可証、農薬販売業・肥料販
売業・特殊肥料生産業者の届出

左記許可証の所持者、
届出者

不要 住所表示の変更以外の事由で変更するとき
などに併せて手続きをしてください。

富山県食料政策課
０７６－４４４－８８１６・３２８３

飼料、飼料添加物製造業者・輸入
業者・販売業者届

左記の届出者 要 変更後1ヶ月以内に「届出事項変更届」を
提出してください。
なお、「届出事項変更届」の様式は、あら
かじめ該当する方にお送りします。

富山県食料政策課
０７６－４４４－８８１６

農地転用許可書 左記許可書の所持者 不要 富山県経営課
０７６－４４４－３２６９

水産動物の採捕許可 左記許可を受けている
方

不要 更新時又は住所表示の変更以外の事由で変
更するときなどに併せて手続きをしてください。

富山県水産漁港課
０７６－４４４－３２９３

狩猟免状 左記免状の所持者 不要 富山県自然保護課
０７６－４４４－３３９７

林地開発許可証 左記許可証の所持者 不要 富山県森林政策課
０７６－４４４－３３８４保安林の指定の解除申請 左記の申請者 不要

地すべり防止区域内行為許可書
（山林、農地等）

左記許可書の所持者 不要

富山県建設工事等入札参加資格審
査申請書

左記の申請者 不要 富山土木センター
０７６－４４１－２５５１
富山県管理課
０７６－４４４－３３０９

項 目 該当者
手続き
の要否

手続方法等 窓 口

郵便貯金通帳・証書・キャッシュ
カード（郵便局関係）

左記通帳等の保持者 不要 合併による市町村名の変更の場合は、預金
者の住所を新市の住所に読み替えますので、
住所変更の手続きは必要ありません。
なお、通帳及び証書の住所の訂正を希望さ
れる方は、合併後、最寄の郵便局に通帳及び
証書を持参ください。

最寄の郵便局

簡易保険証書（郵便局関係） 左記証書の保持者 不要
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（市関係）

※市関係窓口の電話番号は、1～11ページをご覧ください。

項 目 該当者
手続き
の要否

手続方法等 窓 口

建設業許可通知書 左記通知書の所持者 不要 富山土木センター
０７６－４４１－２５５１道路占用許可書（県道・県管理国道） 左記許可書の所持者 不要

河川占用許可書（県所管分） 左記許可書の所持者 不要

公園施設の設置・管理許可、都市
公園の占用許可、都市公園の行為
許可

左記許可を受けている
方

不要 富山県都市計画課
０７６－４４４－３３４８
富山土木センター
０７６－４４１－２５５１
富山港事務所
０７６－４３７－７１３１

不動産鑑定士（補）の登録
不動産鑑定業者の登録

左記の登録者 要 「変更登録申請書」に「住所変更証明書」
を添付して提出してください。

富山県建築住宅課
０７６－４４４－３３５５

指定金融機関及び収納代理金融機
関の住所

左記の金融機関 不要 富山県出納課
０７６－４４４－３４１６

富山県収入証紙売りさばき所の住
所

左記の売りさばき人 要 変更する２０日前までに「住所の変更届」を
提出してください。

富山県出納課
０７６－４４４－３４１６

富山県物品等入札参加資格申請書 左記の申請者 不要 富山県会計課
０７６－４４４－３４２３

自動車運転免許証 左記免許証の所持者 不要 更新時に手続きをしてください。
なお、更新前に変更を希望される方は、右記
の窓口で手続きをしてください。

運転教育センター
０７６－４４１－２２１１（警察本部代表）
県下１７警察署交通課、交番

自動車の保管場所証明書、保管場
所標章番号通知書

左記証明書等の所持者 不要 保管場所を管轄する警察署の
交通課

特定非営利活動法人の役員の住所 特定非営利活動法人 要 役員の住所の変更について、「役員の変更
等届出書」を提出してください。

富山県男女参画・ボランティア課
０７６－４４４－９０１２

中小企業等協同組合等の定款 中小企業等協同組合等 要 地区、事務所の所在地の変更について、総
（代）会の議決を経て、「定款変更認可申請書」
を提出してください。

富山県商業流通課
０７６－４４４－３２５１
富山県中小企業団体中央会
０７６－４４４－３２５１

農業協同組合の定款 農業協同組合 要 地区、事務所の所在地の変更について、総
（代）会の議決を経て、「定款変更認可申請書」
を提出してください。
なお、事務所の所在地のみの変更の場合は、
申請書に代えて届出書となる場合があります。

富山県経営課
０７６－４４４－３２７４

森林組合・生産森林組合の定款 森林組合
生産森林組合

要 地区、事務所の所在地の変更について、総
（代）会の議決を経て、「定款変更認可申請書」
を提出してください。

富山農地林務事務所
０７６－４４１－２５５１

各種法人等の登記事項・定款・寄
附行為・規則

公益法人（民法第３４条法
人）、宗教法人、学校法
人、社会福祉法人、消費
生活協同組合、特定非
営利活動法人、農事組
合法人、土地改良区、水
産業協同組合（連合会）

要 登記や定款、寄附行為、規則の変更認可等
の手続きは必要ありません。
ただし、定款、寄附行為、規則については、
変更があった旨を届け出てください。
（様式は各所管課等へお尋ねください。）

各種法人等の所管課等

項 目 該当者
手続き
の要否

手続方法等 窓 口

住民票、戸籍 不要 市役所市民課
各総合行政センター担当課印鑑登録証 左記の登録者 不要

外国人登録証明書 左記の登録者 要 外国人登録証明書に新住所を記載しますの
で、新市発足後、右記窓口へお越しください。

市役所市民課
各総合行政センター担当課

住民基本台帳カード 左記カードの所持者 要 住所が記載されているカードをお持ちの方
は、「住民基本台帳カード表面記載事項変更
届」を提出してください。

市役所市民課
各総合行政センター担当課
証明等が即日交付できる地区
センター

公的個人認証サービスを受けている方は、
「電子証明書発行申請書」を提出してください。

市役所市民課
各総合行政センター担当課

国民健康保険被保険者証（退職被
保険者証を含む）
国民健康保険高齢受給者証
国民健康保険標準負担額減額認定証
国民健康保険限度額適用・標準負
担額減額認定証
国民健康保険特定疾病療養受療証

左記被保険者証等の所
持者

不要 6町村にお住まいの方には、新しい住所を
記載した各証を、平成１７年３月下旬にお送り
する予定です。

市役所保険年金課
各総合行政センター担当課

富山市 暮らしの便利帳
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合併に伴うお知らせ

住所表示の変更により必要になる手続き等

※市関係窓口の電話番号は、1～11ページをご覧ください。

項 目 該当者
手続き
の要否

手続方法等 窓 口

国民年金手帳・国民年金証書 左記の被保険者及び年
金受給者

不要 市役所保険年金課
各総合行政センター担当課

老人保健法医療受給者証
老人医療の限度額適用・標準負担
額減額認定証
老人保健特定疾病療養受給者証

左記受給者証等の所持
者

不要 6町村にお住まいの方には、新しい住所を
記載した各証を、平成17年3月下旬にお送
りする予定です。

市役所長寿福祉課
各総合行政センター担当課

乳幼児・妊産婦・ひとり親家庭等
医療費受給資格証

左記受給資格証の所持
者

不要 6町村にお住まいの方には、新しい住所を
記載した受給資格証を、平成17年3月下旬
にお送りする予定です。

市役所こども福祉課
各総合行政センター担当課

乳児一般健康診査受診票 左記受診票の所持者 不要

児童手当、児童扶養手当証書、特
別児童扶養手当証書

左記手当の受給者 不要

身体障害者手帳、療育手帳 左記手帳の所持者又は
その保護者

不要 住所表示の変更を希望される方は、手帳を
持参のうえ、変更の手続きを行ってください。

市役所障害福祉課
各総合行政センター担当課

重度心身障害者医療費受給資格証 左記資格証の所持者 不要 6町村にお住まいの方には、新しい住所を
記載した資格証を、平成17年3月下旬にお
送りする予定です。

特別障害者手当、障害児福祉手
当、経過的福祉手当

左記手当の受給者 不要

介護保険被保険者証
介護保険標準負担額減額認定証
介護保険特定標準負担額減額認定証
介護保険利用者負担額減額・免除
等認定証
訪問介護利用者負担額減額認定証
社会福祉法人等利用者負担減額対
象確認証

左記被保険者証等の所
持者

不要 市役所介護保険課
各総合行政センター担当課

介護サービス提供事業者の指定、
許可

左記の指定、許可を受
けている事業者

不要 介護保険事業者番号の変更は原則ありませ
んが、保険医療機関及び保険薬局である指定
事業者については、医療機関コードの変更（社
会保険事務局所管）に伴い番号が変更になり
ますので、該当する事業者に通知いたしま
す。（介護保険事業者番号の変更に伴う手続
きは不要です。）

生活保護法指定医療機関・指定介
護機関・指定施術機関の指定

左記の指定医療機関・
介護機関・施術機関

不要 市役所社会福祉課

医療法人の定款又は寄附行為 医療法人 不要 保健所総務課

医師・歯科医師・薬剤師・臨床検
査技師・衛生検査技師・診療放射
線技師・理学療法士・作業療法
士・視能訓練士・歯科技工士・保
健師・助産師・看護師の免許証

左記免許証の所持者 不要

医薬品販売業許可証
（一般販売業、特例販売業）

左記許可証の所持者 不要 許可更新を待たずに、変更届を提出しても
差支えありません。同時に業許可証の書き換
え交付申請をすることができます。

病院開設許可 左記の医療機関開設者 要 開設者又は管理者の住所変更届を提出して
ください。

保健所総務課

栄養士・管理栄養士の免許証 左記免許証の所持者 不要 保健所保健予防課

精神障害者保健福祉手帳 左記手帳の所持者 不要 保健所保健予防課
各保健福祉センター特定疾患医療受給者証、先天性血

液凝固因子障害等医療受給者証、
小児慢性特定疾患医療受診券、
被爆者健康手帳

左記受給者証、受診
券、手帳の所持者

不要

育成医療券、未熟児養育医療券 左記医療券の所持者 不要

食品衛生法による営業許可 左記の許可を受けてい
る方

不要 食品衛生法による表示は、合併日以降に製
造販売されるものは、新市の住所で表示して
ください。

保健所衛生検査課

調理師、製菓衛生師、クリーニン
グ師の免許証

左記免許証の所持者 不要

生活衛生関係営業（興行場、旅館、
公衆浴場、理容、美容、クリーニ
ングの各業）の許可等

左記各業の許可等を受
けている方

不要
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※市関係窓口の電話番号は、1～11ページをご覧ください。

Ｑ：銀行の預金通帳やクレジットカード等については、住所変更の手続きは必要ですか？
Ａ：上の表に掲載しているもののほか、預金通帳やクレジットカードをはじめ、住所の登録を必要とするさまざまな手続き

がございますが、各会社等で対応が異なる場合がございますので、詳細はそれぞれの担当窓口へお問合せください。

Ｑ：住所の表示が変わっても、郵便物はちゃんと届きますか？
Ａ：基本的には郵便番号の変更はなく、郵便物は支障なく配達されます。

ただし、一部で町名を変更していることから郵便番号も変更となる場合があり、その場合は郵便局から該当する町村に
案内があります。

Ｑ：宅配便などはちゃんと届きますか？
Ａ：県内に事業所を有する民間運送会社では、県内発送及び県内配達分は支障なく配達されます。

ただし、県外からの発送分については、いつ頃まで旧町村名で配達できるか各会社で現在調査中ですが、「電話番号」
や「郵便番号」を参考に配達することになることから、期日指定などでは、多少時間を要する場合も考えられます。

項 目 該当者 手続き
の要否 手続方法等 窓 口

犬の登録 犬の飼い主 不要 保健所衛生検査課
各総合行政センター担当課

母子健康手帳 左記手帳の所持者 不要 保健所健康課
各保健福祉センター
各総合行政センター担当課
証明等が即日交付できる地区
センター

妊婦一般健康診査・妊婦歯科健康
診査受診票

左記受診票の所持者 不要

原動機付き自転車（１２５CC以下の
バイク）及び小型特殊自動車の標
識（ナンバープレート）と交付証
明書

左記標識及び証明書の
所持者

不要 新市名のものに変更を希望される方は、交
付証明書標識及び印鑑を持参のうえ、各窓口
で手続きを行ってください。

市役所市民税課
各総合行政センター担当課

法人市民税に係る法人等の所在地
の届出

左記の届出法人等 不要

市・県民税に係る特別徴収義務者
の所在地の届出

左記の特別徴収義務者 不要

入札参加資格審査申請書 左記の申請者 不要 市役所契約課

指定金融機関及び収納代理金融機
関の住所

左記の金融機関 要 本店の所在地に住所変更がある場合は、右
記窓口にお問合せください。

市役所出納課

一般廃棄物処理業許可証、一般廃
棄物処理施設設置許可証、産業廃
棄物処理業許可証、産業廃棄物処
理施設設置許可証

左記許可証の所持者 不要 市役所環境政策課

墓地・納骨堂等の経営許可証 左記許可証の所持者 不要 市役所環境保全課
各総合行政センター担当課墓地使用許可証 左記許可証の所持者 不要

商工会の定款 商工会 要 地区、事務所の所在地の変更について、総
（代）会の議決を経て、「定款変更認可申請書」
を提出してください。

市役所商業労政課
各総合行政センター担当課

鳥獣飼養登録票 左記登録票の所持者 不要 市役所森林政策課
各総合行政センター担当課

屋外広告物許可（届出）証票 左記許可証票の所持者 不要 市役所都市計画課
各総合行政センター担当課屋外広告業届出済証 左記届出済証の所持者 不要

道路占用許可書（市町村道） 左記許可書の所持者 不要 市役所道路維持課
各総合行政センター担当課

河川占用許可書（市町村所管分） 左記許可書の所持者 不要 市役所河川港湾課
各総合行政センター担当課

都市公園施設の設置・管理許可、
占用許可、行為許可（市町所管分）

左記許可を受けている
方

不要 市役所公園緑地課
各総合行政センター担当課

水道使用者・下水道使用者の住所 水道・下水道使用者 不要 上下水道局料金課
各上下水道サービスセンター

下水道事業受益者の住所 下水道事業受益者 不要 上下水道局下水道課
各上下水道サービスセンター

指定給水装置工事事業者証、下水
道排水設備指定工事事業者証

左記の指定事業者 不要 上下水道局お客さまサービス課
各上下水道サービスセンター

危険物施設（製造所等）の所有者
等の住所

左記の所有者等 要 「所有者等の住所等変更届出書」を提出し
てください。

各消防署

富山市 暮らしの便利帳
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〈コミュニティ：地区センター、市立公民館等〉

公共施設等一覧

名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号

富山市総曲輪地区センター
富山市立総曲輪公民館

大手町６－１４
（富山市民プラザ内）

４２１－２６４４
富山市蜷川地区センター
富山市立蜷川公民館

赤田５０ ４２１－２９７１

富山市愛宕地区センター
富山市立愛宕公民館

愛宕町一丁目５－１３ ４３２－３４１０
富山市新保地区センター
富山市立新保公民館

新保３０６－１ ４２９－０００１

富山市安野屋地区センター
富山市立安野屋公民館

安野屋町一丁目１－４８ ４４２－４３３１
富山市熊野地区センター
富山市立熊野公民館

悪王寺１２８ ４２９－１２１１

富山市八人町地区センター
富山市立八人町公民館

八人町５－１７ ４４１－９８３３
富山市月岡地区センター
富山市立月岡公民館

上千俵町５０９ ４２９－０２０１

富山市五番町地区センター
富山市立五番町公民館

辰巳町一丁目２－８ ４２１－８３０６
富山市四方地区センター
富山市立四方公民館

四方１４２－１ ４３５－０００２

富山市柳町地区センター
富山市立柳町公民館

柳町四丁目２－４３ ４３３－０６２０
富山市八幡地区センター
富山市立八幡公民館

八町東２６２ ４３５－０００４

富山市清水町地区センター
富山市立清水町公民館

清水中町２－１１ ４２２－４５１０
富山市草島地区センター
富山市立草島公民館

草島１４３－８９ ４３５－３９７５

富山市星井町地区センター
富山市立星井町公民館

西中野町二丁目１－２４ ４９２－２２６０
富山市倉垣地区センター
富山市立倉垣公民館

布目５６７ ４３５－３８５１

富山市西田地方地区センター
富山市立西田地方公民館

相生町５－１７ ４２２－４４９１
富山市呉羽地区センター
富山市立呉羽公民館

呉羽町２９２０
４３６－５１７１
４３６－５１７２

富山市堀川地区センター
富山市立堀川公民館

堀川小泉町２２５－８
４２５－１５３０
４２１－０８１６

富山市長岡地区センター
富山市立長岡公民館

長岡９３９７－１ ４４２－４３５０

富山市堀川南地区センター
富山市立堀川南公民館

本郷町２４３－４５ ４９２－３４５０
富山市寒江地区センター
富山市立寒江公民館

本郷中部２６３ ４３４－２６８０

富山市光陽地区センター
富山市立光陽公民館

二口町一丁目１２－３
４９３－２０１０
４９３－２０２１

富山市古沢地区センター
富山市立古沢公民館

古沢４９８ ４３４－１２２７

富山市東部地区センター
富山市立東部公民館

石金一丁目２－１３
４２１－３２０４
４２４－０２５９

富山市老田地区センター
富山市立老田公民館

中老田２１６－２ ４３４－４４５６

富山市奥田地区センター
富山市立奥田公民館

奥田寿町２３－１３
４３２－３３１２
４３１－１８７５

富山市池多地区センター
富山市立池多公民館

西押川１３８０－１ ４３６－５３００

富山市奥田北地区センター
富山市立奥田北公民館

下新北町２－１１ ４４２－３１９７
富山市水橋中部地区センター
富山市立水橋中部公民館

水橋舘町３１２－１ ４７８－００１９

富山市桜谷地区センター
富山市立桜谷公民館

田刈屋２７９ ４３２－５６０７
富山市水橋西部地区センター
富山市立水橋西部公民館

水橋辻ヶ堂１２９－１
４７８－１１３１
４７８－５７４１

富山市五福地区センター
富山市立五福公民館

五福３２２４－２
４３２－６３６３
４４１－７０７９

富山市水橋東部地区センター
富山市立水橋東部公民館

水橋小池１４６－１ ４７８－３２５２

富山市神明地区センター
富山市立神明公民館

高田８８－９ ４２１－０７２５
富山市三郷地区センター
富山市立三郷公民館

水橋小路３４ ４７８－２０７０

富山市岩瀬地区センター
富山市立岩瀬公民館

岩瀬御蔵町１
４３７－９７１５
４３８－４７０５

富山市上条地区センター
富山市立上条公民館

水橋石割７３－１ ４７８－１６５１

富山市萩浦地区センター
富山市立萩浦公民館

高畠町二丁目１１－３６ ４３７－７９２３
富山市大久保地区センター
富山市立大久保公民館

下大久保１７７６－１ ４６７－０００１

富山市大広田地区センター
富山市立大広田公民館

東富山寿町二丁目１－１４ ４３７－９９２４
富山市船峅地区センター
富山市立船峅公民館

坂本４８２ ４６８－１５１９

富山市浜黒崎地区センター
富山市立浜黒崎公民館

浜黒崎３２９５－１２ ４３７－９３７１
富山市小羽地区センター
富山市立小羽公民館

小羽３６１ ４６８－０６６８

富山市針原地区センター
富山市立針原公民館

針原中町９０１－２ ４５１－２５５５
富山市下タ北部地区センター
富山市立下夕北部公民館

布尻９９１ ４８５－２００２

富山市豊田地区センター
富山市立豊田公民館

豊若町三丁目１２－２５
４３７－９３１３
４３８－６３２１

富山市立大沢野公民館 高内３６５ ４６７－１１７１

富山市広田地区センター
富山市立広田公民館

新屋１－３ ４５１－５６０１ 富山市立下夕南部公民館 舟渡６６ ４８４－１２０２

富山市新庄地区センター
富山市立新庄公民館

新庄町一丁目３－１６
４３２－２７４２
４３２－８６８０

富山市小見地区センター
富山市立小見公民館

小見１７７
４８２－１２３４
４８２－１２０２

富山市藤ノ木地区センター
富山市立藤ノ木公民館

藤木１２４６
４２１－２４４４
４９２－３４０４

富山市福沢地区センター
富山市立福沢公民館
富山市福沢地区コミュニティセンター

東福沢３５５０ ４８３－１８１１

富山市山室地区センター
富山市立山室公民館

中市二丁目８－７６
４２１－２８０１
４２３－５９７９

富山市大庄地区センター
富山市立大庄公民館

田畠５５４ ４８３－２３４０

富山市山室中部地区センター
富山市立山室中部公民館

山室荒屋８４
４９２－３４０５
４９２－６５９４

富山市立上滝公民館
富山市上滝地区コミュニティセンター

上滝５３４－１ ４８３－１２３７

富山市太田地区センター
富山市立太田公民館

石屋１５０
４２１－６６８２
４９２－０５９８

富山市立文珠寺公民館 文珠寺１３００－４ ４８３－１６３３

各施設等の電話番号は、17年2月現在の番号を掲載しています。

37



〈保育所〉

名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号

富山市立牧公民館
富山市牧地区コミュニティセンター

牧８１４ ４８１－１５４８ 富山市立室牧公民館高熊分館 八尾町高熊１０－１ ４５４－６５４４

富山市立上滝公民館岡田分館 岡田７８４ ４８３－３８３８
富山市鵜坂地区センター
富山市立鵜坂公民館

婦中町田島１１３６－３ ４６５－２４９４

富山市立福沢公民館瀬戸分館
瀬戸集落センター

日尾２４１－１ ４８３－２０４７
富山市朝日地区センター
富山市立朝日公民館

婦中町下条２８１ ４６９－２４９５

富山市立福沢公民館楜ヶ原分館
楜ヶ原集落センター

楜ヶ原６２６－１ ──
富山市宮川地区センター
富山市立宮川公民館
富山市宮川地区コミュニティセンター

婦中町広田４１７８ ４６５－５１１９

富山市大山地域市民センター 上滝５２３－１ ４８３－２５９４
富山市婦中熊野地区センター
富山市立婦中熊野公民館

婦中町堀６５７ ４６５－２４９５

富山市保内地区センター
富山市立保内公民館

八尾町新田１０１ ４５４－３６２２
富山市古里地区センター
富山市立古里公民館

婦中町羽根６ ４６９－２４９６

富山市杉原地区センター
富山市立杉原公民館

八尾町大杉１２ ４５５－２５７０
富山市音川地区センター
富山市立音川公民館
富山市音川交流センター

婦中町外輪野６３２４－１ ４６９－２４９８

富山市卯花地区センター
富山市立卯花公民館
富山市卯花地区コミュニティセンター

八尾町下笹原４２

八尾町下笹原２９０５
４５５－１０９０

富山市神保地区センター
富山市立神保公民館
富山市神保地区コミュニティセンター

婦中町上吉川４０３－１ ４６９－２４９７

富山市室牧地区センター
富山市立室牧公民館
富山市室牧地区コミュニティセンター

八尾町中２４８

八尾町中２４２
４５５－１０６９ 富山市立速星公民館 婦中町砂子田１－１ ４６５－６０５６

富山市黒瀬谷地区センター
富山市立黒瀬谷公民館

八尾町樫尾１６２ ４５５－１０７４ 富山市笹倉コミュニティセンター 婦中町笹倉４３３ ４６５－６０８８

富山市野積地区センター
富山市立野積公民館
富山市野積地区コミュニティセンター

八尾町水口８８

八尾町水口２４２
４５４－３００１ 富山市立山田公民館 山田湯８８０ ４５７－２０５５

富山市仁歩地区センター
富山市立仁歩公民館
富山市仁歩地区コミュニティセンター

八尾町平沢１８７－１

八尾町三ツ松１４－１
４５８－１１０１

富山市南部地区センター
富山市立細入南部公民館
富山市細入南部地区コミュニティセンター

猪谷８５１－１ ４８４－１００２

富山市大長谷地区センター
富山市立大長谷公民館

八尾町内名８８ ４５８－１４００ 富山市立細入公民館 楡原１０７７ ４８５－９００４

富山市立八尾公民館 八尾町東町２１０８－１０ ４５４－５４０５

名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号

富山市立清水保育所 旭町１０－１７ ４２３－１６３０ 富山市立池多保育所 西押川１４９２ ４３６－６２００

富山市立愛宕保育所 神通町二丁目９－１３ ４３２－５０５２ 富山市立水橋保育所 水橋中村町２０３－１ ４７８－０４７９

富山市立柳町保育所 於保多町１－２３ ４３２－７０５１ 富山市立三郷保育所 水橋小路３３８－１ ４７８－２２０７

富山市立東部保育所 石金一丁目１３－４１ ４２１－０８８４ 富山市立水橋西部保育所 水橋辻ヶ堂６６７ ４７８－０５７７

富山市立大広田保育所 海岸通１６５－１ ４３７－９９２３ 富山市立上条保育所 水橋石割７２－２ ４７８－１００８

富山市立不二越町保育所 東石金町９－４１ ４２１－０８１２ 富山市立水橋東部保育所 水橋小池３９１ ４７８－３２５１

富山市立双葉保育所 草島２５６－１ ４３５－０２２２ 富山市立藤ノ木保育所 藤木１２７４ ４２３－５９１１

富山市立和合保育所 布目４１７３ ４３５－０３８６ 富山市立太田保育所 城村１６８－３ ４２４－０５６４

富山市立西田地方保育所 磯部町三丁目９－３ ４２１－７４８１ 富山市立稲荷元町保育所 稲荷元町二丁目１３－１３ ４４１－６７１９

富山市立雲雀ヶ丘保育所 鹿島町一丁目３－１６ ４２４－０４７２ 富山市立浜黒崎保育所 古志町三丁目１－３ ４３７－９８４５

富山市立新庄保育所 新庄町三丁目４－２０ ４３２－７２９０ 富山市立月岡保育所 月見町四丁目４１ ４２９－４２６３

富山市立堀川保育所 堀川小泉町一丁目１６－２４ ４２１－９４５６ 富山市立豊田保育所 豊若町一丁目６－１３ ４３８－５１７１

富山市立山室保育所 山室５－３ ４２１－３３６２ 富山市立堀川南保育所 大町１６－１ ４９２－２２０１

富山市立東岩瀬保育所 岩瀬文化町７３－１ ４３７－９６７５ 富山市立四方保育所 四方６０８－１ ４３５－００９８

富山市立神明保育所 高田９１－２ ４２１－０７６１ 富山市立松若保育所 松若町１６－３７ ４４１－８３７１

富山市立老田保育所 中老田３１５ ４３６－５２０１ 富山市立広田保育所 中冨居６６－３ ４５１－５４８０

富山市立長岡保育所 長岡９３９７－６ ４３２－２５９３ 富山市立熊野保育所 悪王寺５１ ４２９－４２１３

富山市立呉羽保育所 呉羽町４９９０ ４３４－２４４６ 富山市立根塚保育所 布瀬町南二丁目３－６ ４２１－４９６４

富山市立寒江保育所 本郷中部２６４ ４３６－５６１１ 富山市立笹津保育所 笹津３６１ ４６８－２６５４

富山市立古沢保育所 古沢４９８ ４３４－１０７９ 富山市立大沢野中央保育所 西大沢１４８－３ ４６８－２６５６

富山市 暮らしの便利帳
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公共施設等一覧

〈私立保育所〉

〈児童館〉

〈福祉・健康〉

名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号

富山市立大沢野北部保育所 上大久保２６７－５ ４６８－２６５８ 富山市立室牧保育所 八尾町谷内１１１ ４５５－２３１０

富山市立大沢野西部保育所 上二杉５９１ ４６８－２０８６ 富山市立笹倉保育所 婦中町笹倉１０６－１ ４６６－２２５３

富山市立船峅保育所 坂本４８２ ４６８－２６５９ 富山市立御門保育所 婦中町速星１０３２－１ ４６６－２２５８

富山市立大久保保育所 下大久保３１１ ４６８－２６７０ 富山市立鵜坂保育所 婦中町上田島２ ４６６－２３２１

富山市立大山中央保育所 中滝１６ ４８３－１８０５ 富山市立朝日保育所 婦中町友坂４１７－２ ４６９－２３７９

富山市立大庄保育所 田畠４９３－２ ４８３－１００７ 富山市立宮川保育所 婦中町広田５１０１ ４６６－２２０３

富山市立福沢保育所 東福沢１７２８－１ ４８３－１１０２ 富山市立婦中熊野保育所 婦中町中名４７９ ４６６－２３０１

富山市立八尾保育所 八尾町下笹原５２２５ ４５４－２２０３ 富山市立古里保育所 婦中町羽根１５２－１ ４６９－３１７７

富山市立福島保育所 八尾町福島８０ ４５４－６３６７ 富山市立音川保育所 婦中町外輪野６０５６－２ ４６９－２００１

富山市立杉原保育所 八尾町黒田２６３０ ４５４－３４０６ 富山市立神保保育所 婦中町上吉川４００ ４６９－２９７０

富山市立新田保育所 八尾町新田２３６－２ ４５４－２７４６ 富山市立山田保育所 山田中村１０００ ４５７－２５５３

富山市立黒瀬谷保育所 八尾町村杉１ ４５４－２８６０ 富山市立細入北部保育所 楡原１３１５ ４８５－２０１０

富山市立野積保育所 八尾町水口２６７ ４５４－３００７ 富山市立細入南部保育所 猪谷９１２－１ ４８４－１００３

名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号

桜谷保育園 石坂新６８－３ ４３２－４７５５ いちい保育園 布市６８２－１ ４２９－６１６１

ひかり保育園 五福１区５４５ ４４１－５９１９ わかくさ保育園 町村１６６－４ ４９２－１１９３

富山聖マリア保育園 星井町二丁目５－４ ４２１－６９６２ 愛和保育園 水橋肘崎５７－１ ４７８－１１５０

なでしこ保育園 牛島新町７－３ ４３１－２５６３ めぐみ保育園 上赤江町一丁目１２－５ ４４１－２３０５

奥田保育園 奥田寿町１０－２ ４３１－０６０６ はりはら保育園 針原中町８４７－１－１ ４５１－１７６８

富山保育所 豊丘町２８－２０ ４３７－９４９４ にながわ保育園 上袋１－１ ４２１－１７０１

常磐台保育園 経堂３６７－２ ４２４－９１２１ 萩浦保育園 高畠町二丁目３－２３ ４３７－７０８１

わかば保育園 堀川町４５５ ４２４－８８３３ 東山保育所 吉作４３０３－１ ４３６－６８１０

のぞみ保育園 東田地方町一丁目５－２７ ４４１－８４８１ 上滝保育園 上滝４９９ ４８３－１０４３

かたかご保育園 五福９区４３２３ ４３３－２６２２ ピノキオ保育園 婦中町上轡田３５－１ ４６６－６３００

名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号

富山市立中央児童館 丸の内一丁目４－５０ ４４２－６５７７ 富山市立大沢野児童館 高内３６５ ４６７－１１７１

富山市立五福児童館 五福３２２４－２ ４３２－９７５０ 富山市立大久保児童館 下大久保２４３３－１ ４６７－１０４３

富山市立北部児童館 蓮町一丁目４－１１ ４３７－４００６ 富山市立婦中中央児童館 婦中町速星７５０－２ ４６６－３０１１

富山市立山室児童館 高屋敷５７３－５ ４９２－１３７７ 富山市立神保児童館 婦中町上吉川４０３－１ ４６９－４６０９

富山市立蜷川児童館 下堀７７－７ ４９１－２６１８ 富山市立山田児童館 山田中瀬１０６ ４５７－２０８０

富山市立水橋児童館 水橋中村町２４０－１１ ４７８－０４７８

名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号

富山市総合社会福祉センター 今泉８３－１ ４２２－３４００
富山市知的障害者通所更生センター
（第１・第２）

蜷川１５ ４２８－１２７７

富山市立和光寮 中市二丁目１－５ ４２３－６２０１ 富山市大沢野健康福祉センター 春日９６－１ ４６８－３３３３

富山市立愛育園 西番１０４－１ ４９２－９９１２ 富山市大沢野老人福祉センター 春日９６－１ ４６７－１２９４

富山市立慈光園 西番１０４－１ ４９２－９９１１ 富山市高齢者いきがい工房 春日１０９－１ ４６８－７２２２

あざみ園 山田宿坊字大山１－８ ４５７－２３０１ 富山市大山老人福祉センター 花崎１１５１ ４８３－３２６２

富山市呉羽山老人福祉センター 安養坊１０－１－１ ４４１－８９４７ 富山市八尾健康福祉総合センター 八尾町福島２００ ４５４－２４００

富山市海岸通老人福祉センター 海岸通２６４－１１ ４３８－５７５９ 婦中社会福祉センター 婦中町上轡田２８７ ４６６－２１６１

富山市南老人福祉センター 今泉８８－１ ４２５－１７１５ 富山市朝日地区福祉センター 婦中町下条２８１ ４６９－２４９５

富山市水橋老人憩いの家 水橋伊勢屋２８ ４７８－５１８２ 富山市山田高齢者生活福祉センター 山田沼又８８ ４５７－２８８８

富山市東老人憩いの家 荒川四丁目１－８３ ４９２－１９１９ 富山市細入総合福祉センター 楡原１１２８ ４８５－９００８

富山市慈光園デイサービスセンター 西番１０４－１ ４９３－８０００
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〈生活環境〉

〈教育関係施設〉

〈小学校〉

名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号

富山市中央卸売市場 掛尾町５００ ４９５－２３００ 富山市流杉浄水場 流杉５９１ ４２３－４０５１

富山市エコタウン交流推進センター 岩瀬天池町１－７ ４３８－２６００ 富山霊園富山市斎場 西番１３５ ４２５－４０８１

環境センター岩瀬環境事務所 岩瀬池田町７１－１ ４３７－９０９２ 富山市北部斎場 岩瀬池田町７１ ４３８－１７０１

環境センター大沢野環境事務所 高内３１６－１ ４６７－５８２５ 富山市大沢野斎場 坂本３０３８－１ ４６７－１１８１

環境センター大山環境事務所 馬瀬口１ ４８３－０７３６ 富山市婦負斎場 八尾町三田７７ ４５５－１７５３

環境センター八尾環境事務所 八尾町福島１５１ ４５５－３８２０ 富山霊園墓地管理事務所 西番３０８－２ ４２５－４０８２

環境センター婦中環境事務所 婦中町富川１ ４６９－２２９４ 富山市営長岡墓地 八ケ山 ──

山本最終処分場 山本１９ ４３６－０２８３ 富山市営北代墓地 長岡新 ──

富山市生活環境サービス 辰尾１３１ ４２８－９２３５ 富山市営岩瀬墓地 岩瀬赤田町 ──

富山市上下水道施設管理センター 牛島本町二丁目１－２５ ４３２－８５９０ 大沢野町墓地公園 坂本３０７３ ──

富山市浜黒崎浄化センター 浜黒崎１８ ４３８－５２３５ 大山町墓地公園 文珠寺１０６９ ──

富山市水橋浄化センター 水橋辻ヶ堂１０１ ４７８－２９８４ 婦負斎場墓地公苑 八尾町三田７７ ──

富山市倉垣浄水園 布目北２３ ４３５－２６２８ 速星墓地公園 婦中町速星１２３－２ ──

富山市つばき園 米田２０－１ ４３７－６６９９

名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号

富山市教育センター 愛宕町一丁目２－２４ ４３１－４４０４ 富山市北学校給食センター 奥井町２５－４０ ４４１－８１２８

富山市新庄適応指導教室 新庄町三丁目３－８４ ４４４－１１８５ 富山市埋蔵文化財センター 下新本町５－１２ ４４２－４２４６

富山市大沢野適応指導教室
上大久保１８９３ー１
（フジムラ薬局内）

── 富山市日本海文化研究所
安養坊４７－２
（考古資料館内）

４３３－８６３４

富山市婦中適応指導教室
婦中町砂子田１－１
（ふれあい館内）

４６６－４２８８ 富山市立看護専門学校 五福４４３１ ４３１－１３４１

富山市南学校給食センター 大宮町１２５ ４２４－３７８１

名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号

富山市立芝園小学校 総曲輪四丁目４－７ ４２３－８６９６ 富山市立山室小学校 中市二丁目１０－５ ４２１－２８０２

富山市立愛宕小学校 神通町二丁目１２－２３ ４３２－４７５２ 富山市立山室中部小学校 山室荒屋１６２－２ ４２３－１１３５

富山市立西田地方小学校 西田地方町一丁目１－２５ ４２３－８５３８ 富山市立蜷川小学校 赤田７５－１ ４２３－０１７９

富山市立星井町五番町小学校 星井町二丁目７－２９ ４２１－６４９０ 富山市立太田小学校 太田１４－２ ４２１－６６１９

富山市立柳町小学校 柳町四丁目２－２６ ４４１－２０７１ 富山市立萩浦小学校 高畠町二丁目１１－２８ ４３７－９６１９

富山市立清水町小学校 清水町八丁目１－１ ４２５－４３５３ 富山市立熊野小学校 宮保６０２ ４２９－１７８０

富山市立桜谷小学校 田刈屋２７９ ４３２－４２３５ 富山市立月岡小学校 上千俵町５００ ４２９－０２０４

富山市立五福小学校 五福３９９４ ４３２－４７８６ 富山市立新保小学校 任海８８８－２ ４２９－１７８６

富山市立安野屋小学校 安野屋一丁目１－４２ ４３２－４６５８ 富山市立四方小学校 四方４０５ ４３５－００１９

富山市立奥田小学校 奥田双葉町１０－１８ ４４１－３７４６ 富山市立八幡小学校 八幡６７０ ４３５－０１４４

富山市立奥田北小学校 下新北町３－７２ ４３２－１４１５ 富山市立草島小学校 草島９３ ４３５－０１５９

富山市立東部小学校 石金一丁目５－４４ ４２１－３４４５ 富山市立倉垣小学校 布目４００２ ４３５－０３６８

富山市立新庄小学校 新庄町一丁目６－３０ ４３２－２７７３ 富山市立呉羽小学校 呉羽町６１７１ ４３４－３１００

富山市立藤ノ木小学校 藤ノ木１２４６ ４２１－８２６１ 富山市立長岡小学校 長岡９４２０ ４３２－２５９４

富山市立岩瀬小学校 岩瀬御蔵町１ ４３７－９８７１ 富山市立寒江小学校 本郷中部４２７ ４３６－５５９４

富山市立針原小学校 針原中町５２３－１ ４５１－２５５６ 富山市立老田小学校 中老田３１７ ４３６－５２０８

富山市立浜黒崎小学校 浜黒崎３３０１－２ ４３７－９３７４ 富山市立古沢小学校 古沢５０１ ４３４－１３７９

富山市立大広田小学校 中田二丁目１０－２０ ４３８－５１１５ 富山市立池多小学校 西押川１４４２ ４３６－５７００

富山市立豊田小学校 豊田本町一丁目２－２４ ４３８－５１３１ 富山市立水橋中部小学校 水橋町５６８ ４７８－０１０３

富山市立広田小学校 鍋田１３９－１ ４５１－６２８０ 富山市立水橋西部小学校 水橋辻ヶ堂１９１９－２ ４７８－００６７

富山市立神明小学校 高田１４７－２ ４２１－７０６１ 富山市立水橋東部小学校 水橋上桜木１１４ ４７８－０４６４

富山市立堀川小学校 堀川小泉町一丁目１３－１０ ４２４－１９１１ 富山市立三郷小学校 水橋小路３４５ ４７８－２２４５

富山市立堀川南小学校 本郷町２８２－３ ４２３－１１２４ 富山市立上条小学校 水橋石割９９ ４７８－０３１６

富山市立光陽小学校 二口町一丁目４－１ ４２５－２２７７ 富山市立大沢野小学校 高内１４４ ４６７－２２８８

富山市 暮らしの便利帳
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公共施設等一覧

〈中学校〉

〈幼稚園〉

〈私立幼稚園〉

名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号

富山市立大久保小学校 下大久保２４３０ ４６８－２６５３ 富山市立樫尾小学校 八尾町樫尾１７ ４５４－３５１２

富山市立船峅小学校 坂本１７３３ ４６８－２６５２ 富山市立速星小学校 婦中町速星７５２ ４６６－２０３１

富山市立小羽小学校 小羽２７９ ４６８－２６５１ 富山市立鵜坂小学校 婦中町上田島６８ ４６６－２０３７

富山市立上滝小学校 上滝５１７ ４８３－１７２６ 富山市立朝日小学校 婦中町下条５５１８ ４６９－２３９２

富山市立大庄小学校 善名４５３ ４８３－１１５１ 富山市立宮野小学校 婦中町地角３９９ ４６６－２３０６

富山市立福沢小学校 東福沢４６－４ ４８３－１８５７ 富山市立古里小学校 婦中町羽根４３ ４６９－２４３１

富山市立小見小学校 小見２５０ ４８２－１０３６ 富山市立神保小学校 婦中町高日附８２０ ４６９－２５４１

富山市立八尾小学校 八尾町下笹原５３２０ ４５４－３１０５ 富山市立音川小学校 婦中町外輪野５９５９ ４６９－２５０６

富山市立杉原小学校 八尾町黒田３６３６ ４５５－１３１３ 富山市立山田小学校 山田中瀬１０６ ４５７－２２５４

富山市立保内小学校 八尾町高善寺１６２ ４５４－２７３１ 富山市立神通碧小学校 楡原７０３ ４８５－２０１３

名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号

アームストロング青葉幼稚園 総曲輪四丁目４－１ ４２１－４０９０ 立正幼稚園 梅沢町二丁目１０－５ ４２３－７３８０

徳風幼稚園 総曲輪二丁目７－１２ ４２１－４０４５ 紅葉ガ丘幼稚園 愛宕町二丁目７－２３ ４４２－１７７０

富山幼稚園 梅沢町三丁目１９－２７ ４２１－５０００ 愛護幼稚園 山王町４－４９ ４２３－４３４２

藤園幼稚園 赤江町６－７ ４３２－２２９２ 堀川幼稚園 大町３ ４２３－３７３５

稲荷町幼稚園 稲荷町二丁目１－３１ ４３２－６２６６ 富山市五番町幼稚園 南新町２－２３ ４２１－８７５９

大泉幼稚園 大泉１４６６ ４２１－７８５０ 新庄幼稚園 新庄町１０２ ４５１－９７７７

あさひ幼稚園 東石金町８－２８ ４２５－１１８４ 文化幼稚園 窪本町３－５ ４３２－４２８４

富山市清水町幼稚園 清水町九丁目１－２２ ４２３－２２１８ 白藤幼稚園 中島三丁目３－８４ ４３１－２８６９

樹心幼稚園 岩瀬御蔵町２６ ４３７－６５５５ 若葉幼稚園 中川原１９３－２ ４２３－１１５２

名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号

富山市立岩瀬幼稚園 西宮２７５－４ ４３７－７２５１ 富山市立大沢野幼稚園 高内１４４ ４６８－２０５０

富山市立月岡幼稚園 上千俵町５０８ ４２９－４９５９ 富山市立大久保幼稚園 下大久保３１１ ４６８－０５１６

富山市立熊野幼稚園 宮保６０１ ４２９－２４０６ 富山市立上滝幼稚園 三室荒屋７５６－１０５ ４８３－２９８０

富山市立新保幼稚園 任海９１３ ４２９－５８８５ 富山市立大庄幼稚園 善名４５３ ４８３－１７７２

富山市立呉羽幼稚園 呉羽町１８７７－４ ４３６－６７１１ 富山市立福沢幼稚園 東福沢４６－４ ４８３－２５３６

富山市立八人町幼稚園 八人町５－１７ ４４１－６９１５ 富山市立小見幼稚園 小見２５０ ４８２－１３１６

富山市立水橋中部幼稚園 水橋舘町３９０－１３ ４７８－０５６８ 富山市立杉原幼稚園 八尾町黒田２６７３－１ ４５５－１８８８

富山市立水橋西部幼稚園 水橋辻ヶ堂１９１９－２ ４７８－３２３３ 富山市立速星幼稚園 婦中町速星７０６－１ ４６５－２１８３

富山市立愛宕幼稚園 牛島本町二丁目５－１４ ４３２－８６２５

名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号

富山市立芝園中学校 芝園町三丁目１－２６ ４４１－４６３８ 富山市立水橋中学校 水橋舘町４４３ ４７８－００２９

富山市立堀川中学校 堀川小泉町一丁目２１－１５ ４２４－３６４６ 富山市立三成中学校 水橋石割７０ ４７８－０３１４

富山市立東部中学校 長江新町四丁目４－６０ ４２１－５３９５ 富山市立和合中学校 布目３９６７ ４３５－１１５６

富山市立西部中学校 五福１３０ ４３２－４７８７ 富山市立興南中学校 下熊野７２８ ４２９－０１７４

富山市立南部中学校 西田地方町二丁目１０－１０ ４２４－３６１７ 富山市立藤ノ木中学校 日俣２２２ ４９３－１５７０

富山市立北部中学校 東富山寿町二丁目４－５２ ４３８－５１６１ 富山市立大沢野中学校 八木山５５０ ４６８－２６００

富山市立新庄中学校 荒川五丁目４－１８ ４２１－５７７５ 富山市立上滝中学校 中滝１６０ ４８３－１５２１

富山市立岩瀬中学校 蓮町四丁目３－１０ ４３８－３３１１ 富山市立八尾中学校 八尾町福島２５０ ４５５－２２２０

富山市立山室中学校 山室３０－１ ４２１－５３７２ 富山市立杉原中学校 八尾町大杉８４ ４５４－２５１４

富山市立奥田中学校 奥井町２５－１０ ４４１－３６２８ 富山市立速星中学校 婦中町板倉３４５－１ ４６６－２１２５

富山市立大泉中学校 大泉東町二丁目１１－２６ ４２５－４４３３ 富山市立城山中学校 婦中町河原町５６１－５ ４６９－２４２３

富山市立月岡中学校 中布目１５６ ４２９－０２０８ 富山市立山田中学校 山田北山４１ ４５７－２２５３

富山市立呉羽中学校 呉羽町６６６２ ４３４－３２００ 富山市立楡原中学校 楡原４０５ ４８５－２０１４
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〈文化・社会教育〉

〈図書館〉

名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号

富山カワイ幼稚園 向新庄町五丁目５－６ ４５１－５８８４ さみどり幼稚園 千原崎二丁目４－２３ ４３８－３８７８

晴雲幼稚園 草島３３１ ４３５－２６２６ めぐみ幼稚園 太田１５９ ４２３－２５３１

まどか幼稚園 北代４１３９ ４３６－５４１１ あけぼの幼稚園 中田二丁目２－２０ ４３７－４２３１

富山短期大学附属みどり野幼稚園 願海寺４４４ ４３４－０８９８ リンデ幼稚園 八尾町高善寺１６４ ４５４－２６２１

藤園南幼稚園 小杉１－１５ ４２５－２２００ 紫幼稚園 婦中町下轡田１０２ ４６５－６１４５

藤ノ木幼稚園 藤木１２９１ ４９２－３３５５

名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号

富山市北代縄文広場（北代縄文館） 北代３８７１－１ ４３６－３６６４ 富山市星井町児童文化センター 星井町二丁目７－１１ ４２３－３８３１

富山市郷土博物館 本丸１－６２ ４３２－７９１１ 富山市東部児童文化センター 石金一丁目５－３７ ４２１－４２１２

富山市佐藤記念美術館 本丸１－３３ ４３２－９０３１ 富山市勤労青少年ホーム 山室１８１ ４９２－１２５６

富山市民俗民芸村管理センター 安養坊１１１８－１ ４３３－８２７０ 富山市男女共同参画推進センター 湊入船町６－７ ４３３－１７６０

富山市民芸館 安養坊１１０４ ４３１－６４６６ 富山市水橋商工文化会館 水橋辻ケ堂山田割１３７ ４７８－２２１２

富山市民芸合掌館 安養坊１００４ ４３１－８１５６ とやま高度情報センター 牛島町９－２８ ４４５－５６５０

富山市民俗資料館 安養坊５６甲－１ ４３３－４１０９ 富山市国際交流センター 新富町一丁目２－３ ４４４－０６４２

富山市考古資料館 安養坊４７－２ ４３３－８６３４ 富山市大沢野文化会館 高内３６５ ４６８－１１９１

富山市陶芸館 安養坊５０ ４３３－８６１０ 富山市大沢野生涯学習センター 高内３６５ ４６７－１１７１

富山市茶室円山庵 安養坊４７－３ ４３２－４７８２ 富山市大沢野働く女性の家 高内３６５ ４６８－２４４９

富山市売薬資料館 安養坊９８０ ４３３－２８６６ 富山市大久保ふれあいセンター 下大久保１７７６－１ ４６７－０００１

富山市篁牛人記念美術館 安養坊１０００ ４３３－９２１５ 富山市大沢野植物園 春日２４ ──

富山市とやま土人形工房 安養坊１１１８－１ ４３１－４４６４ 富山市大山歴史民俗資料館 亀谷１ ４８１－１４１５

富山市芸術文化ホール 牛島町９－２８ ４４５－５６２０ 富山市大山竪穴住居跡展示館 上滝５７２ ──

富山市民芸術創造センター 呉羽町２２４７－３ ４３４－４１００ 富山市大山文化会館 上滝５７７ ４８３－０００１

富山能楽堂 友杉１０９７ ４２９－５５９５ 富山市八尾おわら資料館 八尾町東町２１０５－１ ４５５－１７８０

富山市民プラザホール 大手町６－１４ ４２５－２５６４ 富山市八尾美術保存展示館 八尾町福島１８３ ４５５－９５２０

北前船回船問屋 森家 岩瀬大町１０８ ４３７－８９６０ 富山市八尾化石資料館 八尾町桐谷４８１５ ４５４－７８１０

浮田家 太田南町２７２ ４９２－１５１６ 富山市八尾コミュニティセンター 八尾町井田１２６ ４５４－３１１１

富山市呉羽会館 呉羽町２９２０ ４３６－５１７１ 富山市八尾ふらっと館 八尾町東町２１４９ ４５５－１５４８

富山市新保文化会館 新保３０６－１ ４２９－０００１ 杉風荘 八尾町鏡町９９８－４ ４５５－２８５２

富山ガラス工房 古沢１５２ ４３６－２６００
富山市安田城跡歴史の広場
（安田城跡資料館）

婦中町安田３４８－１ ４６９－４２４１

トヤマグラスアートギャラリー
大手町６－１４
（富山市民プラザ内）

４２５－２５６４ 富山市婦中埋蔵文化財資料館 婦中町笹倉１２９ ４６６－２７０１

富山市市民学習センター
大手町６－１４
（富山市民プラザ内）

４９３－３５００ 富山市婦中ふれあい館 婦中町砂子田１－１ ４６５－３１１３

富山市市民学習センター分室 丸の内一丁目４－３３ ４３１－９６５５ 富山市野外教育活動センター 山田赤目谷字大山１６－２ ４５７－２３１１

富山市科学文化センター 西中野町一丁目８－３１ ４９１－２１２３ 富山市山田情報センター 山田湯８８０ ４５７－２０５０

富山市天文台 三熊４９－４ ４３４－９０９８ 富山市猪谷関所館 猪谷９７８－４ ４８４－１００７

名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号

富山市立図書館 丸の内一丁目４－５０ ４３２－７２７２ 富山市立図書館蜷川分館
赤田５０
（蜷川公民館内）

４２１－９２８４

富山市立図書館水橋分館
水橋辻ヶ堂１２９－１
（水橋西部公民館内）

４７８－２３９０ 富山市立図書館月岡分館
上千俵町５０９
（月岡公民館内）

４２９－３４３２

富山市立図書館岩瀬分館
岩瀬御蔵町１
（岩瀬公民館内）

４３７－６３７７ 富山市立図書館大広田分館
東富山寿町二丁目１－１４
（大広田公民館内）

４３７－９９８０

富山市立図書館呉羽分館 呉羽町２９２０ ４３４－１９５７ 富山市立図書館新庄分館
新庄町一丁目３－１６
（新庄公民館内）

４４２－０７５６

富山市立図書館豊田分館
豊若町三丁目１２－２５
（豊田公民館内）

４３８－６３３１ 富山市立図書館奥田北分館
下新北町２－１１
（奥田北公民館内）

４３３－９１２６

富山市立図書館藤ノ木分館
藤木１２４６
（藤ノ木公民館内）

４９２－３４０６ 富山市立図書館四方分館
四方１４２－１
（四方公民館内）

４３５－３２４８

富山市 暮らしの便利帳
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公共施設等一覧

〈スポーツ〉

名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号

富山市立図書館堀川分館 堀川小泉町一丁目１６－２４ ４２２－７１７３ 富山市立八尾図書館ほんの森 八尾町井田１２６ ４５４－６８４６

富山市立図書館堀川南分館
本郷町２４３－４５
（堀川南公民館内）

４９２－３１１１ 富山市立図書館八尾福島分館 八尾町福島１８６－３ ４５５－２５８０

富山市立図書館山室分館
中市二丁目８－７６
（山室公民館内）

４９２－３４０８ 富山市立図書館八尾東町分館 八尾町東町２１４９ ４５５－１４６６

富山市立図書館東部分館
石金一丁目２－１３
（東部公民館内）

４９３－１８８６ 富山市立婦中図書館 婦中町砂子田１－１ ４６５－４４９３

とやま市民交流館
図書サービスコーナー

新富町一丁目２－３
(CiC館３階）

４４４－０６４４ 富山市立山田図書館 山田湯８８０ ４５７－２０５５

富山市立大沢野図書館 高内３６５ ４６８－０９５０ 富山市立細入図書館 楡原１０７７ ４８５－９００４

富山市立大山図書館 上滝５７７ ４８３－００１２

名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号

富山市総合体育館 湊入船町１２－１ ４４４－６６８８ 富山市相撲場 磯部町一丁目１－１０ ──

富山市体育文化センター 友杉１０９７ ４２９－５６９５ 富山市奥田北少年サッカー広場 下新北町２－１１ ──

富山市勤労者体育センター 呉羽町２７７１－２ ４３４－１５０１ 富山市屋内ゲートボール場 布瀬町南三丁目７－１ ４２２－５６３４

富山市勤労身障者体育センター 水橋畠等２９８－２ ４７８－４９５１ 富山市パークゴルフ場 岩瀬天池町１－８ ４３８－１８０９

富山市東富山体育館 米田１６－２ ４３８－７５００ 富山市大沢野総合運動公園野球場 八木山６５０ ４６８－１５６７

富山市２０００年体育館 天正寺８５ ４２０－２０００ 富山市大沢野総合運動公園陸上競技場 八木山６５０ ４６８－１５６７

富山市民球場 下飯野３０－１ ４５１－０９００ 富山市大沢野青少年体育センター 高内１１４－１ ４６８－１２６５

富山市錬成館 堀川小泉町２２５－８ ── 富山市大沢野武道館 高内１１４－１ ４６８－１２６５

富山市水橋錬成館 水橋舘町１６６－２ ４７８－２１９１ 富山市大沢野グラウンド 高内１１６－１ ４６８－１２６５

富山市北部錬成館 高畠町二丁目１１－４７ ── 富山市大沢野テニスコート 高内１１６－１ ４６８－１２６５

富山市民プール 荒川四丁目１－７０ ４９１－８８９９ 富山市大沢野弓道場 高内１１６－１ ４６８－１２６５

富山市東富山温水プール 米田６５－４ ４３８－５６０１ 富山市大沢野プール 八木山７０－１ ４６８－１２６５

富山市呉羽プール 呉羽町６１９５ ── 富山市下夕北部体育館 布尻６７２ ４８５－２００２

富山市和合プール 打出３１６ ── 富山市下夕南部体育館 舟渡６６ ４８４－１２０２

富山市新保プール 任海７７８ ── 富山市下タ北部グラウンド 布尻１４５ ４８５－２００２

富山市北部プール 中田三丁目１－１ ── 富山市下タ南部グラウンド 東猪谷１２３３－２ ４８４－１２０２

富山市三郷プール 水橋小路３２６ ── 富山市大山総合体育センター 花崎３８６ ４８３－００５９

富山市馬場記念公園庭球場 蓮町一丁目４－３０ ４３７－８１０６ 富山市大山社会体育館 花崎３７８ ４８３－００５９

富山市五艘庭球場 五艘２ ４３２－９００６ 富山市大山総合グラウンド 花崎３９１ ４８３－００５９

富山市石坂庭球場 石坂３４５２－３ ── 富山市大山テニスコート 花崎３２９ ４８３－００５９

富山市蜷川庭球場 赤田５０ ── 富山市牧体育館 牧７８９ ４８１－１５４８

富山市月岡庭球場 月岡東緑町四丁目４４－２ ──
富山市大山B&G海洋センター
体育館

本宮１２ ４８１－１１３５

富山市西番庭球場 西番１００ ──
富山市大山B&G海洋センター
プール

小見２３３－３ ４８１－１４５３

富山市城東ふれあい公園庭球場 荒川四丁目１－７０ ── 富山市八尾スポーツアリーナ 八尾町井田１０１ ４５５－１２２２

富山市布瀬南公園庭球場 布瀬町南三丁目７－１ ── 富山市八尾社会体育館 八尾町東下島１９９７－１ ４５５－１０６２

富山市富山南総合公園庭球場 友杉１０９７ ４２９－５６９５ 富山市八尾ゆめの森テニスコート 八尾町下笹原５０８ ４５５－９１９２

富山市呉羽庭球場 住吉１０７３－３ ──
富山市八尾B&G海洋センター
プール

八尾町福島１８１ ４５５－９０００

富山市星井町庭球場 西中野町二丁目１－２４ ── 富山市八尾パインパーク 八尾町井田１０－２ ４５５－１５４５

富山市東富山運動広場庭球場 米田４５－１ ４３７－９９１１ 富山市八尾サンパーク 八尾町下乗嶺１０－１ ４５５－２４５４

富山市五艘運動広場 五艘２ ── 富山市婦中体育館 婦中町砂子田１－１ ４６５－５５０１

富山市和合運動広場 布目３３９４－８ ── 富山市婦中体育館音川分館 婦中町外輪野５２３０－１ ──

富山市呉羽運動広場 住吉１０８１－１ ── 富山市婦中スポーツプラザグラウンド 婦中町板倉２６９－１ ４６５－３７８６

富山市大久保運動広場 栗山５５１ ４６８－２６７５ 富山市婦中スポーツプラザプール 婦中町板倉２６９－１ ４６５－３７８６

富山市東富山運動広場 米田４５－１ ４３７－９９１１
富山市婦中スポーツプラザ
テニスコート

婦中町板倉２６９－１ ４６５－３７８６

富山市西番運動広場 西番１００ ── 富山市婦中武道館 婦中町長沢４２８ ４６９－５９５４

43



〈その他〉
名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号

富山市ファミリーパーク 古沢２５４ ４３４－１２３４ 殿様林緑地 馬瀬口地先 ４８３－１２２５

富山市浜黒崎キャンプ場 浜黒崎３３８５－１ ４３８－５７６７ 国民宿舎富山市白樺ハイツ 亀谷１－１０ ４８１－１３０１

富山市営城址公園駐車場 本丸１－４２ ４４１－８００１ 富山市大山農村環境改善センター 東福沢１８１８ ４８３－３２３０

富山市営総曲輪駐車場 総曲輪二丁目８－３ ４２２－５７３３ 富山市大山農山村交流センター 原２８２ ４８２－１３１１

富山市営桜町駐車場 桜町二丁目１－１ ４３３－０００４ 富山市八尾曳山展示館 八尾町上新町２８９８－１ ４５４－５１３８

富山市営富山駅北駐車場 牛島町２４－２ ４３１－８１６６ 富山市黒瀬谷交流センター喜楽里館 八尾町小長谷３５２ ４５５－３６９５

富山市営富山駅南第１自転車駐車場 新富町一丁目２－５地先 ４３３－６９５７ 富山市大長谷交流センター 八尾町内名８８ ４５８－１４００

富山市営富山駅南第２自転車駐車場 新富町一丁目１－４地先 ４３３－６９５８ ケーブルテレビ八尾センター 八尾町保内１－３０－１０ ４５５－９０８８

富山市営富山駅北自転車駐車場 牛島町２４－２ ４３１－８３７７ 富山市八尾ゆめの森ゆうゆう館 八尾町下笹原６７８－１ ４５４－７５５６

富山市民プラザ 大手町６－１４ ４９３－１３１３ 富山市八尾ほたるの館 八尾町三ツ松９５７ ４５８－９１１１

富山観光物産センター
新富町一丁目２－３
（CiC館内）

４４４－７１２０ 富山市神通川水辺プラザ 八尾町城生９１－３ ４５４－７１２１

富山国際会議場 大手町１－２ ４２４－５９３１ 富山市２１世紀の森杉ヶ平キャンプ場 八尾町杉ヶ平１６－８ ４５８－１３５２

岩瀬カナル会館 岩瀬天神町４８ ４３８－８４４６ 富山市八尾農村環境改善センター
八尾町梅苑町一丁目
９５－１

４５５－３３４２

富山市ファミリー・サポート・セ
ンター

大手町６－１４
（富山市民プラザ内）

４９３－１３１５ 富山市八尾農園 八尾町下笹原５９０ ──

富山地域職業訓練センター 向新庄町一丁目１４－４０ ４５１－７５００ 富山市八尾白木峰山麓交流施設 八尾町杉ヶ平１２ ──

富山市ハイテク・ミニ企業団地研
修センター

四方荒屋４９７－１３ ４３５－３２６７ 富山市婦中農村環境改善センター 婦中町羽根６ ４６９－２４９６

富山市山室第２土地区画整理事務所 秋吉１８ ４２２－５２６３ 富山市朝日地域農業再編センター 婦中町下条２８１ ４６９－２４９５

富山市下新町土地区画整理事務所 下新町４－２７ ４４２－８６２２ 富山市婦中ふるさと創生館 婦中町羽根５８０２－１３ ──

富山市和合地区農村多目的研修センター 八町東２６２ ４３５－０００４ 富山市牛岳パノラマオートキャンプ場 山田若土１５０－１ ４５７－２７７７

富山市富山西部農村環境改善センター 花木２８ ４３４－４８４４ 富山市牛岳温泉健康センター 山田赤目谷３１－２８ ４５７－２１３１

富山市農業構造改善センター 月岡町三丁目１０１ ４２９－４５０４ ささみね 山田赤目谷１４４ ４５７－２１３１

富山市農業センター 月岡町三丁目１０１ ４２９－４５０４ グリーンパレス 山田小谷８５ ４５７－２２０１

富山市古洞の森自然活用村 池多１０４４ ４３４－０７７７ 森のコテージ 木・MAMA 山田赤目谷１３－３ ４５７－２１３１

富山市水橋東部農村地域交流センター 水橋堅田１７６－１ ── 富山市牛岳温泉スキー場 山田小谷中根２ ４５７－２０４４

富山市少年指導センター
丸の内一丁目４－５０
（市立図書館内）

４３３－６４０５ 富山市山田農林産物処理加工直販施設 山田小島２６００ ──

富山市猿倉山森林公園 舟新４６ ４６７－０４６７ 富山市割山森林公園天湖森 割山９－１ ４８５－２７７７

猿倉コミュニティセンター 舟新８１－１ ４６７－０４６７
富山市岩稲ふれあいセンター
楽今日館

岩稲２６－１ ４８５－２８００

名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号

富山市山田総合体育センター 山田中瀬上新田２ ４５７－２５５７
富山市山田牛岳運動広場
（赤とんぼ広場）

山田若土１４８－１０ ４５７－２０４４

富山市山田総合グラウンド 山田中瀬上新田２ ４５７－２５５７ 富山市楡原プール 楡原５４０－２ ４８５－２２４５

富山市山田プール 山田北山２－２ ── 富山市猪谷プール 猪谷９１９ ４８４－１２４５

富山市 暮らしの便利帳
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環 境 と 創 造 の ゆ め 舞 台  
～あふれる活力と豊かな自然を支え合う躍動のまち～  

富 山 市 役 所（本庁） 

 

富山市大沢野総合行政センター 

 

富山市大山総合行政センター 

 

富山市八尾総合行政センター 

 

富山市婦中総合行政センター 

 

富山市山田総合行政センター 

 

富山市細入総合行政センター 

〒930-8510　富山市新桜町７番38号 
TEL（076）431-6111（代） FAX（076）443-2173 
 
〒939-2293　富山市高内333番地 
TEL（076）468-1111（代） FAX（076）468-1645 
　　　　 
〒930-1392　富山市上滝525番地 
TEL（076）483-1211（代） FAX（076）483-3081 
　　　　 
〒939-2398　富山市八尾町福島151番地 
TEL（076）454-3111（代） FAX（076）454-3119 
　　　　 
〒939-2798　富山市婦中町速星754番地 
TEL（076）465-2111（代） FAX（076）465-3140 
　　　　 
〒930-2198　富山市山田湯780番地  
TEL（076）457-2111（代） FAX（076）457-2259 
　　 
〒939-2192　富山市楡原1088番地 
TEL（076）485-2111（代） FAX（076）485-9010

お こ と わ り   
この暮らしの便利帳の内容は、平成17年2月16日現在の制度等により作成しています。
今後制度等の内容が変わる場合があります。その場合は、新「富山市」の広報紙、
ホームページ等でお知らせします。 

古紙配合率100％再生紙と大豆油インキを使用し、
環境にやさしい「水なし印刷」を採用しています。 
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