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２年ぶりのスタート

２年連続中止となったしんきろうマラソンの代替大会として日本風景街道
（蜃気楼ロード）ミニマラソンが開催されました。［23ページに関連記事］
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No.907

運用中

魚津市公式
LINEアカウント

友だち

募集中！

接種費用

無 料

集団接種も始まります

会場

旧魚津市総合体育館（魚津市本江3311）

集団接種日時

※月～水曜日と金曜日は集団接種を行いません。

６月と７月の日程のご案内になります。

６月

17:00

10日

12日

13日

17日

19日

20日

24日

26日

27日

接種日

接種日

６日

日曜日

～

09:00
14:00

14:00

17:00

17:00

１日

３日

４日

８日

10日

11日

15日

17日

18日

24日

25日

29日

持ち物

土曜日

12:00
14:00
～

17:00

12:00
14:00
～

17:00

～

14:00

～

14:00

～

09:00

木曜日

～

日曜日

～

土曜日

接種曜日・時間

接種曜日・時間

木曜日

７月

17:00

31日

予約方法

▶接種券、予診票、本人確認書類（健康保険
証等）、お薬手帳（お持ちの方のみ）
※予診票は事前に記入してお持ちください。
※忘れた場合は受けることができない場合が
あります。

▶下記の魚津市新型コロナワクチン接種
コールセンターに電話
▶QRコードから魚津市公式
LINEアカウントを登録して
いただくとLINEからも予約
ができます。
魚津市公式LINE

新型コロナウイルスワクチン接種

ワクチン接種を医療機関へ直接予約し、その医療機関で接種する「個
別接種」がすでに始まっていますが、６月６日㈰からは大規模な会場で
接種する「集団接種」が始まります。ワクチン接種を希望される方は
「個別接種」と「集団接種」のどちらかを選んで接種してください。
「集団接種」を希望される方は下記をご覧になりご予約ください。

ワクチン接種に関する問合せ

魚津市新型コロナワクチン接種コールセンター
☎３２ー３５７６（平日のみ）８：４５～１７：１５

2021-６
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災害時の避難について
☎

１･０７８

豪雨による河川のはん濫や土砂災害の危険性
が高まる時期です。災害の危険が迫ったら迷わ
ず避難しましょう。地震や洪水などの災害が起
きた場合に備え、事前の準備や災害時の対応に
ついて各家庭で考えておきましょう。
問 総務課防災危機管理室

警戒レベルに注意

気象庁の
早期注意
情報

避難場所に向かう際は

災害への
心構えを
高める

平時より災害リスクや

１

今後気象
状況悪化
の恐れ

必要品の持参を

気象庁の
大雨・洪水
注意報など

避難場所などの確認を

今年５月から水害時の避難情報の

自らの避難
行動を確認

マスク・食料・水など

２

気象状況
悪化

安全な場所は

高齢者等
避難

「

」

危険な場所
から高齢者
らは避難

▼枠内太字が変更箇所

３

災害の
恐れあり

名称が一部変更になりました

避難場所

避難指示

「
」

ハザードマップ

危険な場所
から全員避難

必要なものをご持参ください

把握しましょう

災害の
恐れ高い

「
」

災害リスク・避難場所を

４

避難所だけではありません

避難時に持ち出す最低限のものをリュッ
クなどに入れ、用意しておきましょう。ご
自身の必需品については、必ず避難時に持
ち出すようにしましょう。

避難する際の持ち物（例）

緊急安全確保

２

□ 携帯電話、モバイルバッテリー
□懐中電灯、ヘルメット
□携帯ラジオ、電池
□薬
□生活用品
□非常食、水
□携帯トイレ
□身分証明書
□現金、通帳・印鑑
□体温計
□マスク
□ 消毒液、ウェットティッシュ など

警戒レベル４までに避難（勧告は廃止）

①居住地域の災害リスク・避難場所を把握しましょう。

お住いの場所の災害リスクや近隣の避難場所につい
て、日頃からハザードマップなどでご確認ください。

②安全な場所に留まることも「避難」です。
「避難」とは「難」を「避」けることです。今いる
場所が安全なのであれば、そこに留まることも避難で
す。避難所への移動だけが避難では
ありません。
ただし、災害の危険が迫り、その
場での安全確保が困難な場合は、
“迷わず”避難してください。

③親戚や知人の家への避難についてもご検討ください。

避難先は避難所だけではありません。安全な場所に
住んでいて、身を寄せられる親戚や知人がいる場合は
その方の家などへの避難をご検討ください。
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命の危険
直ちに
安全確保
災害発生
または
切迫

５

2021-６
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３
行動を促す
情報
住民が
取るべき行動
状 況
警戒
レベル

１

今年もやってきました

特定健診

閉塞性
動脈硬化症

症状がないため、気付かない
まま進行します。
放っておくと、心臓病や脳
卒中など深刻な病気を引き起
こすリスクが高くなります。
毎年健診を受けることで、
大きな病気になる前に体の異
常に気付くことができます。

腎不全
▼費用・日時・会場

特定健診は無料で受診でき

ます。平日に受診できない方

は、休日に実施する集団健診
をご利用ください。

日時と会場は、６月中旬に

郵送する特定健診の案内に同
封しています。

▼特定健診の対象者

・魚津 市 国 民 健 康 保 険 に 加 入
している 歳以上の方

▼健診内容

・身体測定

・尿検査

など

・血液検査

・診察

・血圧測定

・後期 高 齢 者 医 療 制 度 に 加 入
している方

40

４
2
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※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベント等につきましては、中止又は延期となる場合があります。 2021-６

特定健診とは？

心筋梗塞

高血圧・糖尿病・脂質異常
症などの生活習慣病を早期に
見つけ、予防するための健診
です。これらの状態が長く続
くと、動脈硬化を引き起こ
し、全身の血管が傷ついてボ
ロボロになります。しかし、
「痛い」 だ
｢ るい な
｣ どの自覚

脳卒中

検査にかかる費用は無料です

放っておくと…

21㈪
６

開始

特定健診とは、高血圧・糖尿病・脂質異常症など
の生活習慣病を見つけ、予防するための健診です。
ずっと健康に暮らすために、健診を受けて自分の
健康状態をチェックしましょう。

魚津市国民健康保険加入者の特定健診受診率は低い状況です

健診を受けて

トク得キャンペーン

魚津
市
健康 国民
保
加入 険
者が
対象
です

令和元年度特定健診受診率は45.4％にとどまっており、富山県内15市町村のうち11位です。より
多くの皆さまが受診し、ご自分の身体と向き合っていただくため、２つの特典をご用意しました。

【特典その１】

【特典その２】

職場健診や人間ドッグなどを受ける方、または
通院中で同等の検査を受けている方

データを提供していただいた方全員に
QUOカード 1,000円分を プレゼント
※検査データをご提供いただくことで、今年度の
特定健診を受診したことになります。治療中の
方も対象です。

特定健診を受けた方

トレーニングルーム を

無料で３回 ご利用できます！
特定健診を受けて、健診結果と保険証を持って
ありそドームへ行こう。

提出内容：令和３年４月１日～令和４年３月31日
の間に受けた健診結果
提出方法：特 定健診の案内封筒に添付されている
「検査データ提供書」を魚津市健康セ
ンターへ送付してください。
問合せ：魚津市健康センター

☎24-3999

魚津市国民健康保険

第三者行為による被害の届出
交通事故や暴力行為など第三者（加害者）の行
為によるけがの治療に保険証を使う場合、市役所
の窓口で届出が必要です。すぐ警察へ届け出ると
同時に市民課医療保険係（③番窓口）にご相談く
ださい。
第三者行為の医療費は、被害者に過失がない限
り、加害者が全額負担するのが原則となっていま
す。保険証を使った場合、国保が一時的に立て替
えて支払い、後で加害者に立て替え分を請求する
ことになります。

▶次のような時は国保で治療を受けられません
・加害者からすでに治療費を受け取っているとき
・示談をすませたとき
・業務上のけがのとき
・飲酒運転、無免許運転などによりけがをしたとき

交通事故の場合
ご加入の自動車保険会社が書類作成等代
行される場合があります。必ず
ご加入の自動車保険会社の担当
者とご相談ください。

▶問合せ：市民課医療保険係（③番窓口）☎23-1011

５
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※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベント等につきましては、中止又は延期となる場合があります。

春の叙勲

うらさき まさたか

浦﨑 將隆 さん（東町・71歳）

旭日双光章

20年の長きにわたり魚津市議会議員として市政に携
わり、平成22年からの2年間は議長として尽力されま
した。
「特に印象に残っているのが、湾岸道路建設に向け
て黒部市と同盟会を結成したこと。先輩議員から志を
受け継ぎ、地域漁業の発展のために力を尽くせたと思
う。また経田地区の区画整理事業では、各家庭を戸別
訪問し地元住民と行政のパイプ役として奔走した日々
が思い出深い。地域の皆さまのご理解とご協力のおか
げで、経田中央地区の事業の実現を果たせた。皆さま
に心から感謝を申し上げたい。」と述べられました。

春の叙勲

瑞宝双光章

39年の長きにわたり教員として学校教育に携わり、平成

問

15年からは校長として尽力されました。

のご紹介

元 魚津市議会議長

令和３年

梅原 健治 さん（住吉・75歳）

16年の長きにわたり魚津市議会議員として市政に携わ
り、平成25年からの2年間は議長に就任され、平成25年
には全国市議会議長会において地方財政委員会委員長と
して活躍されました。在任中は、多くの先輩方とともに
北陸新幹線の開通や小学校統合の枠組の決定に貢献され
ました。また、統合後の小学生の登下校時の安全確保と
環境整備に力を注ぎ、残った校舎の利活用についても視
察や検討・協議を重ねられました。
長年の議員活動は、「ひとえに地域の皆さまの支えと
ご協力のおかげであり、深く感謝している。」と述べら
れました。

褒
・ 章 受章者

うめはら け ん じ

旭日双光章

栄えある叙勲のご受章、おめでとうございます。

元 魚津市議会議長

春 の叙勲

春の叙勲

「市内の小中学校在任中は、学校と保護者、地域社会と
動が多く、地域で子ども達を育む環境が整っていることが
魚津市の学校の魅力だと思う。また、西部中学校最後の年

田林 博

さん（友道・71歳）

る。今整った環境で活動している子ども達を目にすると感
慨深いものがある。多くの方々に支えられた教員生活であ
り、皆さまに心から感謝したい。」と述べられました。
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１･０１６

たばやし ひろし

には、新校舎建設に携わったことも強く印象に残ってい

☎

元 公立学校長

2021-６

企画政策課秘書係

の連携の大切さを強く感じた。伝統行事や地域での学習活
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６

Ｒ２
年度

令和２年度

魚 津 市

一般会計歳入歳出予算総額：236億1826万円
市の財政状況等について、１年に２回お知らせしています。
６月号では令和２年度予算の執行状況（令和３年３月31日現在）
を表にまとめて公表します。
財政課財政係 ☎23-1018
問

財 政 状 況

一般会計の執行状況
歳入

歳出

令和２年度の収入

区分
国庫支出金
市税
地方交付税
県支出金
市債
地方消費税
寄附金
財産収入

その他
合計

予算額
収入済額
収入割合
72億4912万円
68億504万円
93.9%
64億3281万円 61億5830万円
95.7%
31億708万円 32億9089万円 105.9%
13億8913万円
8億1万円
57.6%
12億6369万円
7億7123万円
61.0%
9億5545万円
9億8334万円 102.9%
3億7261万円
2億8241万円
75.8%
2億2058万円
2億193万円
91.5%
26億2779万円 26億7310万円 101.7%
236億1826万円 219億6625万円
93.0%

令和２年度の支出

区分
予算額
総務費
72億9183万円
民生費
62億7766万円
教育費
20億6507万円
土木費
19億7868万円
公債費
14億9341万円
商工費
13億5299万円
衛生費
9億6305万円
農林水産業費
7億269万円
その他
14億9288万円
合計
236億1826万円

一時借入金の状況

特別会計の執行状況
会計区分

予算額

国民健康保険

39億9783万円

37億4180万円 93.6%

36億4179万円 91.1%

後期高齢者医療 12億4071万円

6億8822万円 55.5%

10億85万円 80.7%

収入
割合

支出済額

支出
割合

介護保険

51億5468万円

42億616万円 81.6%

45億9486万円 89.1%

水族館

2億1154万円

6608万円 31.2%

1億7847万円 84.4%

合計

106億476万円

87億226万円 82.1%

94億1597万円 88.8%

市税の負担状況
市民１人当たり…

15万448円

固定資産税

8万2850円/人

市民税

5万5970円/人
6652円/人

軽自動車税

3394円/人

その他

1582円/人

市債の状況
総額…
171億4474万円
市民１人当たり… 41万8849円
会計区分

元利合計額

一般会計

171億4474万円

収益的収支
執行率
内容
区分
予算額
収入 7億1841万円 98.7％ 給水収益等
支出 6億6912万円 87.3％ 維持管理費等

2021-６

資本的収支
予算額
執行率
内容
2億9441万円 101.7%
企業債等
6億7954万円 96.4％ 改良工事費等

給水人口：34,791人（－573人） 給水量：3,422,946㎥（＋106,453㎥） ( )内は前年同期比
給水栓数：14,994栓（－56栓）

上下水道課水道業務係

☎23-1013

下水道事業会計の状況
収益的収支
区分
予算額
執行率
内容
収入 20億145万円 96.0％ 使用料収入等
支出 20億145万円 93.7％ 維持管理費等
汚水処理水量：3,890,959㎥（－899,953㎥）

資本的収支
予算額
執行率
内容
10億2895万円 86.6％
企業債等
17億3563万円 94.5％ 施設整備費等
汚泥処分量：2,851ｔ（－356ｔ）

問
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土地
109万1860㎡
建物
19万1514㎡
基金
32億7612万円
有価証券･その他
5億982万円

水道事業会計の状況

一日平均処理水量：10,660㎥/日（－2,430㎥/日）

７

借入金
なし
なし

市有財産の状況

問

市たばこ税

会計区分
一般会計
特別会計

執行状況
収入済額

支出済額
支出割合
68億7928万円 94.3%
42億8785万円 68.3%
15億3579万円 74.4%
14億5700万円 73.6%
14億7848万円 99.0%
12億4615万円 92.1%
7億7896万円 80.9%
5億2269万円 74.4%
12億3959万円 83.0%
194億2579万円 82.2%

( )内は前年同期比
上下水道課下水道業務係

☎23-1038

策定委員を募集します
第３次 魚津市観光振興計画
市では、観光振興について基本的な考え方を整理し、観光振興方策を総合的に進めるため、令和４年度か
らスタートする新たな観光振興計画（第３次観光振興計画）を策定することとしています。
つきましては、計画策定のための観光に関する多角的な協議・検討を行っていただく「観光振興計画策定
委員」を募集します。観光に興味・関心のある方は、是非ご応募ください。
▶募集人員 １名
▶応募要件
・応募日現在で引き続き１年以上本市に住所を有する方
・応募日現在の年齢が満20歳以上の方
・観光に興味・関心のある方
▶任期 令和３年６月下旬から令和４年３月31日まで
▶内容 策定委員会への出席（年４回程度）
▶謝礼等 謝礼／無、交通費／無
▶応募方法 応募用紙に必要事項を記入して商工観光課観光戦略係へご提出ください。（FAX可）
※応募用紙は市のHPからダウンロードできます。また、商工観光課から郵送できます。
▶選任方法 応募要件への該当有無を確認のうえ選任します。有資格応募者が募集人数を超えるときは、厳
正な抽選により決定・選任します。
▶応募締切 令和３年６月15日㈫ ※郵送の場合、当日の消印有効
▶申込み・問合せ
商工観光課観光戦略係（３階）
メール kanko@city.uozu.lg.jp

☎23-1025

FAX23-1060

この４月から県外で頑張っている学生を応援

ふるさと便「うおづの詰め合わせ」をお届けします
▶対象者：県外に住む魚津市出身の学生で次の条件を満たす方
①令 和３年４月に県外の大学、大学院、短大、専修学校、予備校、
高等学校などに進学した方
②保護者の住民登録が魚津市内の方
③市から発信されるUターン情報等を受け取っていただける方
※学生本人の住民登録の所在地は問いません。
※ふるさと便の送付先は、学生の住所とします。

詰め合わせの受け取りは１人
１回です。昨年度対象だった
方は申し込みできません。

▶受付締切：令和３年６月１日㈫～令和４年１月31日㈪
※申込の翌月にお届けします。
▶申込方法：いずれかの方法でお申込みください。
①市HP内の入力フォーム
②魚津市公式LINEアカウントから申込
③市役所地域協働課、図書館、市観光案内所に設置された申込チラ
シに記入のうえ、郵送、持参もしくはＦＡＸしてください。
※申込は、学生、保護者どちらでも可能（１人の学生につき、１回のみ）
▶申込み・問合せ
地域協働課定住応援室

☎23-1095

▲イメージです

FAX23-1051
魚津市公式LINE
2021-６
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市政の動き
専決報告
■専決処分の承認を求めることに
ついて
石﨑 一成

松倉 勇

寺口 智之

浜田 泰友

水田 万輝子

八倉巻 正臣
越川 隆文

消防からのお知らせ

危険物への意識向上を図るため、平成２年に消防庁により制定されました。
火災の発生や拡大の危険性が大きいガソリン・灯油・油性塗料など、私たちの身近にも危険物はあります。
これらを扱う際は、十分注意しましょう。

住宅用火災警報器は24時間、熱や煙を見張り、

被害の軽減にとても重要です。設置後10年経過す

ると、部品の劣化や電池切れで火災を感知しなく

なることがあります。テストボタンを押してバッ

日）での議決事項 ―

関口 雅治

○岡田 龍朗

久保田 満宏
飛世 悦雄

金川 敏子

寺﨑 孝洋

議会だより編集委員会

中瀬 淑美

◎八倉巻 正臣 ○林 久嗣

公共施設再編整備特別委員会

葊田 俊成

越川 隆文

石倉 彰

◎石﨑 一成

地域振興とまちづくり特別委員会

◎
  委員長 ○副委員長（敬称略）

―魚津市議会臨時会（５月

常任・特別委員会委員

関口 雅治

○岡田 龍朗

議会運営委員会
寺口 智之

◎石倉 彰
八倉巻 正臣
葊田 俊成

○金川 敏子

八倉巻 正臣

○関口 雅治

企画総務委員会
◎浜田 泰友
寺口 智之
久保田 満宏

◎寺﨑 孝洋
岡田 龍朗

民生文教委員会
林 久嗣
飛世 悦雄

石﨑 一成

◎水田 万輝子 ○寺口 智之
石倉 彰

☎24-7980

【問合せ】魚津消防署査察係

（魚津市税条例等の一部を改正す
る条例の制定の専決報告）
■専決処分の承認を求めることに
ついて
（令和３年度魚津市一般会計補正
予算（第１号）の専決報告）

予算関係
■令和３年度魚津市一般会計補正
予算（第２号）
中瀬 淑美

松倉 勇

○水田 万輝子

産業建設委員会
石﨑 一成

葊田 俊成

◎越川 隆文
石倉 彰

議長・副議長就任のごあいさつ

テリーの確認をお願いします。

18
このたび、議員各位のご
推挙によりまして、正・副
議長の要職に就任いたしま
した。身に余る光栄である
とともに、責任の重さを痛
感しております。公正かつ
円滑な議会運営に全力で取
り組んでまいります。
市民の皆様には、今後と
も、議会へのご支援とご協
力を賜りますようお願い申
し上げます。

火災で一番恐ろしいのは炎より煙です。

日程：８月21日㈯・22日㈰
会場：富山国際会議場（大手町フォーラム）
書面申請：６月30日㈬～７月９日㈮
電子申請：６月27日㈰ ９:00 ～７月６日㈫ 17:00
www.shoubo-shiken.or.jp/
【申込み・問合せ】
（一財）消防試験研究センター富山県支部
☎076-491-5565

住宅用火災警報器を設置しましょう

前期消防設備士試験

「 事故ゼロへ トライ重ねる ワンチーム 」

危険物安全週間

推進標語

  ６月６日㈰～12日㈯は、

選挙案件
■議長選挙
久保田 満宏 氏を選出

代表・個別質問

議長

■副議長選挙
松倉 勇 氏を選出
■ 新川
 広域圏事務組合議会議員選挙
久保田 満宏 氏を選出

日㈪
個別質問

定例会開会

日㈫

民生文教委員会

久保田 満宏
松倉 勇
副議長

日㈬

企画総務委員会

産業建設委員会
日㈭

討論・採決

21 17

日㈪

2021-６
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16 15 14

３日㈭

６月市議会定例会日程

緑が美しい季節♪

「みらパーク」に遊びにきませんか？
月例イベント

様々な年代の方が楽しめる企画となっています。
お気軽にご参加、お問合せください。

日 時

内 容

パークゴルフに挑戦
（パパクエスト）

6月5日（土）
10:00～11:30

6月8日（火）
10:30～11:30

6月21日（月）
10:00～11:30

【対象】年中から小学生親子、
お孫さんとのペアもOK

離乳食講座初期～中期 入門編
（こそだて♡つなぐ輪「みらリン」）
【対象】産前から１歳頃までの親子
自分ゴトで考えるわが家の防災ワークショップ①

「我が家専用の防災ノートづくり」

6月22日（火）
10:30～11:30

6月２5日（金）
10:０0～11:30

6月26日（土）、29日（火）
10:00～11:00

下旬（平日）
Instagramにて日程発表
10:00～11:30

【対象】どなたでも

赤ちゃんサイン

（こそだて♡つなぐ輪「みらリン」）
【対象】産前から１歳頃までの親子

コミュニティガーデン倶楽部
【対象】どなたでも

つながるパークヨガ
【対象】どなたでも

季節を楽しむ撮影会
【対象】どなたでも

気持ちの良い芝生でパークゴルフに
挑戦してみよう！ ゴルフより大きめの
ボールを使う為、小さなお子様も楽し
めます。
はじめての離乳食つくりに役立つミニ
講座。複数の味を与えるときのポイン
ト、食べないときの対応などが学べま
す。感染症対策のため、お子様への
試食はありません。

備 考
【参加費】無料
【受付】パークゴルフ場
管理棟
【定員】10組（要申込）

【参加費】1０00円
【受付】ミラージュハウス
【定員】5組

災害時の心得や、普段使いできる
防災グッズの提案、防災・減災に
対する意識の啓発などを座学で学
びます。

【参加費】1500円
【受付】ミラージュハウス
【定員】10名（要申込）

言葉以外のコミュニケーションで赤ち
ゃんとの会話が楽しめるツールを知ろ
う。

【参加費】無料
【受付】ミラージュハウス
【定員】10組

季節のお庭のお手入れミニ講座と
コミュニティガーデンづくり。

【参加費】無料
【受付】みんなのみなと
【定員】10名（要申込）

無理な動きの少ないお気楽ヨガ。
天候が良ければ芝生の上で開催。
どちらか１日の参加でもOK。
※当日参加枠新設しました。

【参加費】500円
【受付】みんなのみなと
【定員】10名（要申込）

人気フォトグラファーをお招きし、みら
パークの自然を活かした撮影会を行
う。今回はあじさい園にて。

【参加費】1500円
【受付】みんなのみなと
【定員】10名（要申込）

★シェアカフェも限定営業中！！
※詳しい内容は公式SNS・HPで順次更新しています。
▲Instagram

問

魚津総合公園賑わい創出に向けたパートナーシップ構築事業 NAPs（担当：飛世、中島）
☎080-7290-6247（平日９:00～15:00）ﾒｰﾙ:contact@uozupark.com HP: https://uozupark.com

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベント等につきましては、中止又は延期となる場合があります。 2021-６
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市民ガイド「うおづ水守」と行く！

水の学び舎ツアー 参加者募集
【第３回】

水が造った巨木の石の芸術
さかさまだに

～坂様谷の岩屋へ行こう～
片貝川の氾濫や農業と深いかかわりのある【蛇石】
や、魚津の自然が生んだ奇形【洞杉】、自然の休憩所
【坂様谷の岩屋】を巡るコースです。長い歴史の中で水
が造った芸術の数々を存分に味わい尽くしましょう。

７ 10

▶日時： 月
日㈯ ８:50～15:00頃（少雨決行）
▶集合場所：埋没林博物館
※動きやすい服装でご参加ください。
▶定員：12名（申込順 ５名に満たない場合は中止）
▶参加費：１人1,000円（資料代・保険代・ガイド料）
※昼食は各自でご持参ください。
▶申込期間：６月14日㈪～25日㈮
▶申込方法：電話、FAX、メールのいずれかで、氏名、
住所、電話番号をお知らせください。
後日詳しい案内を送付いたします。
▶申込み・問合せ：生活環境課環境安全係
☎23-1004 FAX23-1092
seikatsukankyo@city.uozu.lg.jp

【第４回】 ８月21日㈯ ９:00～12:10
かつての生活の場、鴨川を訪ねて
～上流から河口までの今昔物語～
【第５回】 ９月25日㈯ ９:00～13:30
魚津の用水を一万歩あるいてみたら、見えてくること
【第６回】 11月14日㈰ ９:00～14:40
そりゃびっくり！水とロマンの探検
【第７回】 ２月13日㈰ ８:40～13:30
歩くスキーで冬の片貝をまんきつ！

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

魚津神社祭礼 露店出店中止
これに伴い、例年、祭礼開催期間中に実施して
いた交通規制は実施いたしません。また、市民バ
スについても一部路線で迂回などの措置を講じて
いましたが、今年は通常どおり運行いたします。

広報うおづ

2021-６

じゃんとこい魚津まつり
開催中止

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、開催
中止となりました。なお、伝統文化継承等の観点
から「たてもん祭り」、「せり込み蝶六踊り街流
し」、「UO！JAZZ」等の各事業については、令和
４年度の市制70周年に向け個別に『代替事業』を検
討しております。詳細については、決まり次第ＨＰ
や広報うおづでお伝えします。
※海上花火大会は中止です。経田七夕まつりは規模
縮小の方向で検討中です。
問

問
11
3

魚津神社祭礼対策協議会事務局
（生活環境課内）☎23-1048

52

回

６月４日㈮～６日㈰

第

イベント中止のご案内

８月６日㈮～８日㈰

魚津まつり実行委員会（魚津商工会議所内）
☎22-1200

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

みたい
つかって
を
ホ
マ
ス
用したい
もっと活
を
ホ
マ
ス

初心者・高齢者のための

スマホ教室 参加者募集
スマートフォンを始めてみたい方、すでにスマート
フォンを持っているけど使いこなせている自信のない
方へオススメの講座です。
※当日はマスク着用の上ご参加ください。
※体調不良の場合は参加をご遠慮ください。

【午前の教室】
スマートフォンを

持っていない 方を対象
▶日時：６月８日㈫ 10:00～12:00
▶内容：電源の入れ方からカメラの使い方など

▶場所：魚津市立図書館
▶定員：各教室20名（申込順）
▶参加費：無料
▶申込期限：６月４日㈮ 12:00まで
▶申込方法：電話、メール（情報広報課のみ）、
または直接情報広報課、図書館へお申込みください。

【午後の教室】
スマートフォンを

持っている 方を対象
▶日時：６月８日㈫ 14:00～16:00
▶内容：スマホ決済の使い方、魚津市公式LINEの
紹介など

講義では主催者が準備した
スマートフォンを使用します
▶申込み先
情報広報課
図書館

☎23-1015
☎22-0462

johokoho@city.uozu.lg.jp

魚津市市制70周年記念事業

シンボルマークのデザイン募集
魚津市は、昭和27年４月１日に市制を施行し、令和４年４月１
日に市制70周年の記念すべき節目を迎えます。「ともにつくる 未
来につなぐ 人と自然が輝くまち魚津」を目指し、機運醸成を図る
ため記念事業で使用するシンボルマークを募集します。
市制70周年にふさわしいシンボルマークのご応募をお待ちして
います。
▶募集期間 ６月１日㈫～７月16日㈮【必着】
▶応募資格 市内外を問わず、どなたでも応募可
▶応募方法 応募用紙に記入のうえ、郵送、FAX、電子メール、
または直接提出してください。
※応募用紙は市HPからダウンロードできるほか、市役所企画政
策課に設置してあります。
▶選定方法 市制70周年庁内準備会での選考を踏まえ魚津市長が
最終決定します。
▶謝礼等
採用者には３万円相当の謝礼を贈呈
▶申込み・問合せ：企画政策課秘書係 ☎23-1016
メール kikaku@city.uozu.lg.jp

▲市制60周年記念式典（平成24年）

▲市制60周年記念写真展（平成24年）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベント等につきましては、中止又は延期となる場合があります。 2021-６
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６月は環境月間

お知らせ

i nfo みんなで「COOL CHOICE」
ク ー ル

チ ョ イ ス

エコカーに買い替える

エコドライブを心がける

クールビズ＆ウォームビス

また、冷房のフィルタ－を定期的に掃除したり、
夏場の帰宅時、部屋に熱がこもっている場合は、ま
ず窓を開けて熱気を逃がしてから冷房をつけると、
冷房効率が上がり、お財布にも優しくなります。

夏の農産加工（実習）
～夏野菜＆ブルーベリ－の加工～
７月15日㈭ 午前 魚津もくもくホール
大豆の食べ方、使い方を学ぶ（実習）
～大豆料理でフルコース～
11月18日㈭ 午前 魚津もくもくホール

第３回

省エネ家電に買い替える

私達の食に関わる知識や現状を学び、野菜等の活用
実習を通して、地産地消の推進や農産物の加工などを
学びます。

第２回

照明をＬＥＤ照明へ

魚津 食と農の学習会

第１回

「COOL CHOICE」とは、日常の様々な場面で「賢い
選択」をすることで、地球温暖化対策に取り組む運動の
ことです。
次のようなことも「COOL CHOICE」です。できるこ
とから「賢い選択」を！

募

農業や食に関心のある魚津市在住の女性

「魚津の食」を学ぶ（座学）
～おいしい地元食材について～
２月９日㈬ 午後 ＪＡ魚津営農経済センター

▶対象：農業や食に関心のある魚津市在住の女性
※３回とも参加できる方
▶定員：先着15名（先着順）
▶参加費：1,000円 ※別途実費負担が発生する場合あり
▶問合せ：生活環境課環境安全係（⑫番窓口）
☎23-1004

地震での倒壊を防ぐため

お知らせ

i nfo 耐震改修する木造住宅への助成
木造住宅の耐震化を行う方に対して支援を行いま
す。設計事務所やハウスメーカーにご相談のうえ、耐
震診断を行った後に申請をお願いします。

｜ 補助金の額は最大で 100万円 ｜
▶補助対象となる住宅（全てを満たすもの）
①木造の一戸建で、階数が２階以下のもの。
②建物の半分以上が昭和56年５月31日以前に着工したもの。
③在来軸組工法によるもの。
④一 般耐震診断法等を用いて耐震診断を行った住宅
で、診断結果が総合判定値が1.0未満のもの。

▶申込期間：６月14日㈪～
▶申込み・問合せ：JAうおづ営農事務課

お知らせ

i nfo

マイナンバーカード

受け取り専用臨時窓口

☎24-9924

完全
予約制

マイナンバーカード（個人番号カード）を申請し、
「個人番号カード交付のお知らせ」が届いた方がカー
ドを受け取るための窓口を完全予約制で臨時開設しま
す。


魚津市役所 市民課 （総合案内窓口）

６月９日㈬・23日㈬ 17:15 ～19:00
６月19日㈯
９:00 ～12:00
▶電話予約開始日：６月２日㈬
▶予約受付時間：平日８:30～17:00
・予約は各開設日の前々日まで受付します。
・市民課からご自宅に届いた封筒をお手元にご準備

令和３年度より補助金を直接施工業者が受領する
代理受領が可能になりました。これにより、申請
者の方は補助金額分についての工事資金を用意す
る必要がなくなり、一時的ではありますが金銭的
な負担が軽減されます。
▶問合せ：都市計画課建築住宅係
13
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☎23-1031

の上、お電話ください。
・受け取り当日は送付した「個人番号カード交付の
お知らせ」で必要書類を必ずご確認の上、お越し
ください。
※新型コロナの状況によっては、中止・変更となる場合があります。

▶問合せ：市民課市民係（②番窓口）☎23-1075

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

児童手当を受給している
方へ

こども課子育て支援係
（⑩番窓口）☎ １･００６
23

自転車をご利用の皆様へ

市民課医療保険係
（③番窓口）☎
23

１･０１１

ヘイトスピーチ解消法が平成28年６月３日に施行
されて、本年で５周年になります。
特定の民族や国籍の人々を排斥する不当な差別的
言動は、人としての尊厳を傷つけ、差別意識を生じ
させることがあります。違いを認め合い、お互いの
人権を尊重し合う社会をともに築きましょう。

富山県では、自転車事故で
生じた損害を賠償するための
保険（自転車損害賠償責任保
険等）への加入が努力義務と
なっています。
自転車は便利な乗り物です
が、事故を起こしてしまう
と、高額な損害賠償責任を負
うことがあります。
万が一の事故に備えて、自
転車保険に加入されることを
おすすめします。

ヘイトスピーチ解消法 施行５周年

現況届について
６月以降の児童手当を受給
するには「現況届」の提出が
必要です。６月上旬に「現況
届」の用紙を郵送しますの
で、同封した返信用封筒に
て、期間内の提出をお願いし
ます。電子申請での提出も可
能です。未提出の場合、資格
があっても手当を受けられな
くなります。
●期限 ６月 日㈬まで

児童手当・特例給付の振込
６月は児童手当・特例給付
（２～５月分）の支給月で
す。振込通知は送付しないた
め、入金は通帳記帳でご確認
ください。
●振込予定日 ６月 日㈭
●金額（月額）
３歳未満 １万５千円
３歳～小学校修了前
第１子・第２子 １万円
第３子以降 １万５千円
中学生 １万円
所得制限世帯（特例給付）
５千円
10

30

く ら し

30

23

・６１９５

HP

在宅ワーク入門セミナー
無料
の開催

11

☎

申込フォーム

30

商工観光課商工労働・企業立地係

23

仕事も家庭も大事にする
「新しい働き方」を紹介しま

す。詳しくは市 をご覧くだ
さい。
●日時 ６月 日㈮
午前 時～午後０時 分
●会場 新川文化ホール
２０１会議室（オンライン参
加も可）
●対象 市内在住の方
●定員
名（要予約）
※オンライン参加は人数制限
なし
●申込み 申込フォームまた
はＦＡＸでお申込みくださ
い。
ＦＡＸ
・１０６０
10

―６月の無料相談会日程―
相談会
人権相談

日時
４日㈮

13時半～16時

会場

予約・問合せ

市役所１階市民相談室

富山地方法務局魚津支局
☎22-0461

行政相談

10日㈭・17日㈭ 13時～16時

市役所１階市民相談室

消費生活相談

月曜～金曜（※祝日除く）
８時半～17時15分

市役所１階市民相談室

15日㈫ 14時～15時

市役所１階福祉相談室

12日㈯

10時～12時

魚津神経サナトリウム

19日㈯

10時～12時

魚津緑ケ丘病院

※月曜～木曜は専門相談員が対応

認知症相談（要予約）
※ケアマネジャーの同伴可

心の健康相談（要予約）
※50人未満の事業所対象

市民課市民係
☎23-1003
市民課市民係
☎23-1003
魚津市地域包括支援センター
☎23-1093
魚津地域産業保健センター
☎22-0318

生活・就労相談

10日㈭ 10時～11時半

魚津市社会福祉協議会
（旧百楽荘）２階

富山県東部生活自立支援センター
☎24-2255

住宅・空き家 相談

月曜～金曜（※祝日除く）
８時半～17時15分

市役所３階 都市計画課

都市計画課建築住宅係
☎23-1031

17日㈭ 13時半～16時

市役所３階 ミーティングルームＡ

富山県社会保険労務士会
☎076-441-0432

※事前に電話で予約をしてください

総合労働相談
※労働者、事業主を問わず相談可能

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベント等につきましては、中止又は延期となる場合があります。 2021-６
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令和３年度市・県民税の納付について

税額や所得情報は、電話ではお答えしてい
ません。直接窓口へお越しください。
確定申告延長期間に申告された場合、申告
内容が反映していないことがあります。該当
の方には後日変更通知書を送付します。

６月１日㈫～

付をお願いします。

12

●申込期間
日㈬

期は年４回です。通知書に記載の期限内に納

事業主の皆様へ
労働保険年度更新

の所得により算出しています。普通徴収の納

富山労働局労働保険徴収室
☎０７６ ４･３２ ２･７１４

６月15日㈫に発送します。税額は令和２年中

前年度確定保険料と当年度
概算保険料の申告・納付手続
きはお早めにお願いします。
●期間 ６月１日㈫～
７月 日㈪

納税通知書（普通徴収・年金特別徴収）を

23

市営住宅・特公賃住宅の
空室情報

第１期
第１期

都市計画課建築住宅係
☎
１･０３１

▶市県民税
▶下水道受益者負担金・分担金

市営住宅

６月30日㈬

期限：

▼道下団地…２戸（ ２・４階）
▼六郎丸団地… ２戸（２・４階）
▼川の瀬団地… ３戸（２・４階）
▼天王団地…２戸（２階）
※いずれも３ＤＫ
駐車場１台分つき
特定公共賃貸住宅
市営住宅入居の基準所得を
超えている方が対象です。
▼天王 団 地 … ４ 戸 （ ２ ・３ ・
４階）
※いず れ も ３ Ｄ Ｋ 、 駐 車 場 ２
台分つき、家賃６万円

市税等納期限のご案内

30

問

税務課住民税係（⑭番窓口）☎23-1009

ご寄付ありがとうございました

水道を安全にご利用いただくために

▼社会福祉基金へ
寄付者

住所

金額等

健康友の会 沖田 崇寛

六郎丸

3,000円

（故）堂口

律子

新金屋

100,000円

（故）山根

美智子

出

100,000円

（社会福祉協議会）☎22-8388

▼善意銀行へ
寄付者

魚津第二こども園職員一同

住所

金額等

新金屋

10,000円

▼魚津市安全安心まちづくり基金
寄付者

匿名

住所

金額等

－

30,000円

▼魚津市及び魚津市教育委員会へ
寄付者

天神地域振興会

東山円筒分水槽クリア
ファイル
2,000枚

吉島511

☎22-6006

認知症や介護に関する、情報交換や相談
の場です。初めての方もお気軽にどうぞ。
オレンジカフェつむぎ（認知症カフェ）
▶日時：６月３日㈭ 10:00～15:00
▶利用料：300円
▶日時：６月20日㈰ 13:30～16:00

15
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【水道管を洗浄します】
市内全域で上水道管の内部を洗管します。
一部の地域で
は、水圧が低下したり赤い水（鉄分）が出たりすることがあり
ますが、一時的なものですので、
ご理解とご協力をお願いし
ます。
▶期間：６月７日㈪～25日㈮ 21:30～３:00
【水道メーターを取替えます】
計量法に基づき、
８年を経過するメーターを新しいメータ
ーに取替えます。作業は、市が依頼した指定工事店が行い
ます。
（費用負担はありません）
▶実施期間：６月上旬～３月下旬
上下水道課水道工務係

☎23-1014

【水道蛇口の無料点検】
６月１日㈫から７日㈪までの水道週間にあわせ、水道蛇
口の無料点検を行います。蛇口に水漏れなどの不都合があ
る方はご連絡ください。
▶点検日：６月６日㈰
▶申込締切：６月４日㈮
問

介護家族の集い

令和３年度の水質検査計画を、市のホームページで公開
しています。
「安全でおいしい水」
を安定供給するため、水
質検査を行い情報提供しています。

問

つむぎ倶楽部

金額等

【水質検査計画の公開】

魚津市管工事業協同組合

☎23-6160

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

―

富山県警察官・警察事務職員採用試験

試験区分

受験資格

警察官Ａ

（大学卒）昭和61年４月２日以降に
生まれた者で、大学（短期大学を除
く）を卒業した者又は令和４年３月
までに卒業見込みの者
（大学卒以外）昭和61年４月２日か
ら平成16年４月１日までに生まれた
者

警察事務

（初級）平成12年４月２日から平成
16年４月１日までに生まれた者
（初級・障害者）昭和61年４月２日
から平成16年４月１日までに生まれ
た者。その他、手帳等の交付を受け
ていることが必要。

自衛官候補生募集のご案内

【第１回】
警察官Ａ

航空学生
航空自衛隊
（航空機パイロット養成）

６月14日㈪まで

女子
男子
女子

【第１回】
警察官Ａ

７月11日㈰

【第２回】
警察官Ａ・警察官Ｂ

７月28日㈬～８月18日㈬

９月19日㈰

７月28日㈬～８月18日㈬

―

（初級）９月26日㈰
（初級・障害者）

10月31日㈰

自衛隊魚津地域事務所 ☎24-1036

資格
男子

第一次試験

【第２回】
警察官Ａ・警察官Ｂ

（初級）

募集種目
航空学生
海上自衛隊
（航空機パイロット養成）

魚津警察署警務課 ☎24-0110

願書受付

警察官Ｂ

―

―

23

募 集

HP

「魚津市子ども・子育て
会議」委員の募集

25

こども課保育係

31

（⑪番窓口）☎ １･０７９
地域で子どもの育成や子育
て支援を充実するため、提言
くださる方、一緒に考えてく
ださる方を募集します。

●対象 市内在住の子育て中
（おおむね小学生まで）の方
●任期 令和３年８月１日～
令和５年７月 日
●人数 ２名
●申込締切 ６月 日㈮

23

20

里山林オーナー募集

15

農林水産課業務林政係

☎ １･０３６
現地説明会をご希望の方は
６月 日㈫までにご連絡くだ
さい。各区画の詳細は市の
でご確認ください。
●説明会日時 ６月 日㈰
午前 時～
●集合 松倉城入城の門広場
●対象区画 ８区画
※応募多数の場合は抽選
●利用料金 年間６千円～
１万円
10

試験

18歳以上23歳未満の者
（高卒者（見込含）又は
高専３年次修了者（見込含））

１次：９月20日㈪
２次：10月16日㈯～10月21日㈭
３次：11月19日㈮～12月15日㈬

18歳以上21歳未満の者
（高卒者（見込含）又は
高専３年次修了者（見込含））

１次：９月20日㈪
２次：10月16日㈯～10月21日㈭
３次：11月13日㈯～12月16日㈭

受付期間：７月１日㈭～９月９日㈭
詳しくはお問合せください。
また上記以外の試験についても、お気軽にご相談ください。
自衛隊富山地方協力本部HP

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベント等につきましては、中止又は延期となる場合があります。 2021-６
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えいごであそぼう
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歩こう会

広報うおづ

催 し 物

17

地域協働課市民交流係

23

15

の
産品
地場 情報
販売
魚津の朝市
銀座ワイワイ市
上口マルシェ
経田漁港

開催日時
毎月第２･第４㈰
６時半～９時半
毎週㈬ 10時半～
毎週㈮ 15時～
毎週㈮
13時40分～14時半
毎週㈬ 10時半～

経田潮風

毎週㈬・㈭

わいわい市

11時半～

松倉もちより市 毎週㈰
山の駅

会場
海の駅蜃気楼
銀座通り商店街
上町１区会館
経田漁港

問合せ
魚津の朝市実行委員会
☎22-1200
（島澤） ☎33-9413
社会福祉協議会
☎22-8388
魚津漁協経田支所
☎22-1105

経田コミュニティ 経田コミュニティカフェ潮風
カフェ潮風

☎55-5289

（旧福祉センター） 経田公民館 ☎24-4823
８時半～

毎週㈯・㈰

もくもく野菜市 ８時半～
※申込みにはJリーグIDの取得が必要です。
小学生は「ジュニアドリームパス」の発行で観戦無料。
詳しくはカターレ富山HPをご覧ください。

24

27

わいわい市

日時：６月26日㈯
キックオフ18:00（開場16:00）
対戦相手：ＦＣ今治
会場：富山県総合運動公園陸上競技場
問合せ：カターレ富山 事業運営部
☎076-461-5200

13

９･６２２

魚津市内在住者はメインA自由席、バ
ックA自由席、ゴール裏自由席を対象
に無料招待（抽選100名）や優待価格で
のチケット購入特典があります。

30

魚津歩こう会
（明吉）☎

「魚津市サンクスデー」

教科書展示会

カターレ富山

●日時 ６月 日㈰ 午前８
時 分 魚津市役所前集合
●コース したがら散歩道
ウォーク
●参加費 ５００円（保険代）

１階正面ロビー

魚津教科書センター
（魚津市教育センター内）
☎ ・９１６１

魚津市役所

※会員無料

場所

13:00～16:00

「かなざわ としこ ひ
とりがたり」講演会 無料

６月25日㈮

30

23

☎ １･１３１
英語での絵本読み聞かせ会で
す。親子で英語をたのしもう！
●日時 ６月 日㈰
午後２時～午後３時
●場所 魚津市立図書館
２階視聴覚室
●講師 マチユ・グラセさん
（富山県国際交流員）
●申込み 電話またはメール
で氏名、住所、電話番号、お
子様の名前と年齢をお知らせ
ください。
※要申込・先着順、親子 組

日時

メール chiiki-kyodo@city.
uozu.lg.jp

ご協力をお願いします。

10

魚津市文化協会
（ホリウチ）

30

11

☎０９０・２０３０・６７３０

イタイイタイ病を語り継ぐ
会の金澤敏子さんが、原告と
して裁判を闘った小松みよさ
んの生涯をひとりがたりとし
て上演します。
●演題 イタイイタイ病 原
告勝訴から 年記念
「イタイイタイ病との闘い
原告 小松みよ」
●日時 ７月８日㈭
午後７時～（開場午後６時
分）
●会場 新川文化ホール
小ホール
●定員 １５０名 申込不要
50

街頭献血に

小学校、中学校用見本
●期間 ６月 日㈮～ 日㈬
高等学校用見本
●期間 ６月１日㈫～ 日㈭
※いずれも午前８時半～午後
５時 土日を除く
●会場 魚津教科書センター
（旧村木小学校３階）

30

魚津市スポーツフェスタ

23

総合開会式

ありそドーム

☎ ９･８００
市内で活動するスポーツ団
体が一堂に会する、総合スポ
ーツ開会式です。
●日時 ６月６日㈰
午前９時～午前 時 分
●会場 ありそドーム
※新型コロナウイルス感染症
対策として、関係者以外の観
覧はご遠慮ください。
10

旧観音ゴルフ
駐車場内
もくもくホール

蜃気楼

毎月第３㈰

Denでんパーク

バザール

10時～15時

（電鉄魚津駅前）

稗苗清吉事務所
☎33-9880
もくもくホール
☎22-0909
蜃気楼バザール
実行委員会（村上）
☎090-1312-3664

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

ありそドーム

新川学びの森天神山交流館
火・水・金曜

13:30～21:30

土・日・祝

９:00～17:00

2021年度

（月・木曜休館）
☎31-7001

市民のためのクラシック講座

vol.１

 須川家おうちライブ「学びの森へのピクニック編」
日本が世界に誇るサクソフォン奏者須川展也氏とピアニ
スト小柳美奈子氏によるコンサートです。２人の絶妙な
コンビネーションをお楽しみください。
日時：６月27日㈰

14:00（13:30開場）

場所：桜ホール（定員70名）

８:30～21:30

（火曜休館）

☎23-9800

ランニングコースが使用できない日（５月13日現在）
２日㈬

終日

18日㈮

16:30まで

３日㈭

終日

19日㈯

17:00まで

５日㈯

19:00まで

20日㈰

17:00まで

６日㈰

18:00まで

27日㈰

17:00まで

13日㈰

17:00まで

料金：1,000円（全席自由席・要予約）
出演：須川展也（サクソフォーン）
小柳美奈子（ピアノ）、大野由加（進行）
予約：魚津市教育委員会
生涯学習・文化係

生涯学習・スポーツ課
☎0765-23-1045

メール：learning＠city.uozu.lg.jp
※当日はマスクの着用と検温にご協力ください。

学びの森・ピカピカボランティアの日
館内清掃・草むしりボランティアの方を募集します。
日時：６月13日㈰

９:30～11:00

マスクの着用と軍手、鎌などをお持ちください。
※雨天の場合は館内清掃のみ
問合せ：学びの森みらい会議 ☎090-8263-5202（柏原）

「くつろぎコンサート」
11:15～12:00

会場：桜ホール

出演：平永里恵（マリンバ）、廣瀬鏡絵（ピアノ）

親子音楽体験「cocomama×おんがく広場」
【五感を育てる vol.２～音を楽しむ】
13:00～15:00

・青竹で笛造り（小学校高学年以上
・ドラムに挑戦（小学生以上

林も化石なの！？サメの歯から木の化石まで多様な魚津
の化石を紹介します。
場所：テーマ館内ジオパークコーナー（無料エリア内）

魚津蜃気楼研究会主催「蜃気楼写真展」
普段の景色が数秒で大きく変わる蜃気楼の魅力を紹介。
最新の写真を中心にベテラン愛好家が撮った写真を見て
蜃気楼に親しみ、ファンになりませんか？
場所：博物館無料エリア内

ミラージュランド
10:00～16:00（水曜休館）

☎24-6999

ホタルの集落開放

親子８組各15分）

各５名）

・親子リトミック体験（幼児～低学年、中学年以上
各５名）

旧片貝小学校からやってきた魚津の化石を初公開！埋没

５組×２回）

・ボディパーカッション体験（幼児～低学年、
中学年以上

山にサメ！海からスギ！魚津の化石展

期間：６月30日㈬まで

入場無料

日時：６月13日㈰

９:00～17:00（入館16:30まで）
☎22-1049
カフェKININAL（木曜定休）10:00～17:00

期間：６月27日㈰まで

集合場所：学びの森正面入口

日時：６月13日㈰

魚津埋没林博物館

※各体験、事前のお申込みが必要です。

申込み・問合せ：学びの森みらい会議
☎090-8263-5202（柏原）

今年もホタルの集落が開放されます♪どうぞこの機会
に幻想的な風景をお楽しみください。
日時：６月25日㈮・26日㈯
料金：入園無料

19:00～21:00（雨天開催）

※今年は遊具の運行なし

▶パークゴルフ場の延長営業について
期間：６月１日㈫～８月31日㈫
営業時間：７:00～18:00（受付は17:00まで）

歴史民俗博物館
10:00～16:30（入館16:00まで）（月曜休館）☎31-7045

「館収蔵武具」展
当館で収蔵している刀や槍、甲冑などを紹介します。
期間：６月25日㈮～10月10日㈰

★お得な前売りのりもの券販売★
通常１冊(50枚綴り)7,500円のところ➡5,000円で販売！
販売期間：６月19日㈯～７月21日㈬
販売場所：魚津サンプラザ

１Fインフォメーション

【特典】１冊購入につき、大観覧車無料券２枚＆
サンプラザ商品券500円分
６月19日㈯、20日㈰はミラたん焼きもプレゼント！

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベント等につきましては、中止又は延期となる場合があります。
また、各施設の営業時間についても状況により変更となる可能性があります。
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魚津市立図書館

休 館 日

開館時間

６月７日㈪、14日㈪、21日㈪、

９:00～20:00

24日㈭、28日㈪

☎22-0462

※土・日・祝は17:00まで

※６月のおはなし会はお休みします。

新着図書 『夢に迷って、タクシーを呼んだ』（燃え殻／著）、『３人で親になってみた』（杉山文野／著）、
『悪魔には悪魔を』（大沢在昌／著）、『白鯨』（夢枕獏／著）、『ろくぶんの、ナナ』（林けんじろう／作）

▶話題の一冊

図書館シネマ倶楽部

『図解ＳＤＧｓ入門』

村上

芽／著

大学卒業の冬、主人公美千留の元に、会ったことのない腹違

最近よく聞く「ＳＤＧｓ(エスディー

いの妹から一通の手紙が届く。そこには、幼くして生き別れ

ジーズ)」という言葉。

になった父のことが綴られていた。どうしようもない若さの

数ある指標やターゲットの中から、

なかで経験する、幾多の出会いと別れ。容易に理解し合うこ

私たちが“今すぐ”取り組めるもの

とのできない他者の存在。傷つきながらも成長し、生きてい

は何か？豊富なイラストや図表で、

くこと。一人の女性の「若さ」を巡る物語です。

データを正しく読み解き、世界や日

日時：６月13日㈰

本の課題がひと目でわかります。

14:00～（開場13:40）

１項目２ページの読み切りスタイル

場所：２階視聴覚室

で、スキマ時間にどこからでも読め

定員：30名（当日先着順）

るのも嬉しい１冊です。

作品：「雨粒の小さな歴史」（本編70分）
出演：榊林乃愛、南 美櫻、片野 光咲

★魚津読書会

会員募集★

当会は昨年、全国の優良読書グループに選ばれました。
昭和の名作から現代の話題本まで、気軽に読んで楽しく

ほか

★図書館ボランティア募集★
図書館の活動を支えてくださるボランティアを募集して

おしゃべり。本好きの仲間を募集しています。見学OK！

います。図書館では、幅広い年齢層の方が、リサイクル

例会日：毎月第１木曜日

図書や書架の整理、本の読み聞かせなど

時間：14:00～

で活躍しています。詳しくは図書館まで

お問合せは図書館まで。

お問合せください。

魚津水族館

開館時間

☎24-4100

９:00～17:00 （入館16:30まで）☎24-4100

ウ ォ ン テ ッ ド

色変わりカエルWANTED

３代目魚津水族館40th Anniversary展

変わった色のカエルを展示します。黄、白、青などのカエ

現在の３代目魚津水族館が開館40周年を迎えました。この

ルやオタマジャクシを持ち込んでいただいた方には、オリ

40年間を懐かしい写真で振り返ります。

ジナル「色変わりカエル缶バッジ」をプレゼント！

【第１弾】展示期間：６月30日㈬まで

期間：６月17日㈭～９月30日㈭

【第２弾】お客様からご提供いただいた写真を展示
ご家庭のアルバムなどに思い出写真はありませんか？３代

七夕イベント
水族館ならではの体験ができるイベントの参加者を募集し

写真やエピソードを大募集中！

ます。

展示期間：９月11日㈯～11月28日㈰

期間：６月３日㈭～７月７日㈬

YouTube・Facebook・Instagram更新中★
展示生物の様子のほか、生き物を間近で見て解説するイン
スタライブやうおすいドラマ「カメ子のおんがえし！」
（全５話）など続々更新中！ぜひご覧ください！
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目魚津水族館（1981年～現在）にまつわる
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※ご応募いただいた方には、魚津水族館無料入館券とオリ
ジナル絵はがきBOOKをプレゼントします。

＼ 市内の中学生以下は入館無料 ／
受付窓口で学校名等をお申し出ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベント等につきましては、中止又は延期となる場合があります。
また、各施設の営業時間についても状況により変更となる可能性があります。

健康診査のご案内

（９:00～17:00）

持ち物：受診券、検診料金

実施日

会場

6/16㈬
6/26㈯

ありそドーム
ありそドーム

受付時間
大腸・乳房・子宮
胃・大腸
８:15～９:30
13:00～14:00
８:15～９:30

◆検診料金は、「がん検診案内書」でご確認ください。
◆５日前までに申込書または電話でお申し込みください。
◆子育て中の方が検診車に入る間、託児を行います。（要予約）

施設がん検診

◆市内指定医療機関で検診を受けられます。
◆がん検診案内書をご確認の上、予約してから受診してください。

実施日
6/1㈫

6/3㈭

会場

時間

実施日

上中島公民館

13:30～15:00 6/15㈫ 出公民館

10:45～11:15

有山公民館

９:00～９:20

13:00～14:00

蛇田公民館

９:30～10:00

もくもくホール 10:00～10:20

東蔵集落センター ９:30～９:50

観音堂公民館

11:00～11:20

前東城公民館

10:20～10:40

西布施公民館

13:00～14:00

奥東城公民館

11:10～11:30

黒沢公民館

14:30～14:50

鹿熊公民館

13:30～13:50

6/22㈫

金山谷郷土文化
14:20～14:50
保存伝習館

９:30～11:00

6/4㈮ 大海寺野公民館 13:30～14:30
大海寺新公民館 15:00～16:00

6/24㈭

宮津公民館

13:30～14:00

住吉倶楽部

14:45～15:45

6/29㈫

吉島会館

９:30～11:00

加積公民館

13:30～15:00

坪野コミュニ
ティセンター

９:20～９:40

北山農村集落センター 10:10～10:30
稗畠公民館

11:00～11:20
13:30～13:50

三ケ公民館

９:15～10:15

道坂公民館

川縁公民館

10:45～11:15

島尻第三公民館 14:20～15:00

袋公民館

13:15～14:15

アップルヒル

14:45～15:45

7/1㈭

上村木公民館

９:30～11:00

常徳寺

13:30～15:00

◆65歳以上の方は、併せて結核検診を行います。
◆検診料金は、受診券でご確認ください。 ◆申込みは不要です。
持ち物：受診券、保険証、質問票

対象：魚津市国民健康保険に加入の40歳以上の方、後期高齢者医療制度に加入の方

●集団健診（予約不要）
実施日

会場

受付時間

同日実施がん検診

7/7㈬

ありそドーム

８:30～10:00

大腸（要予約）

●医療機関健診（要予約）
期間を変更しました。保健だよりの記載は変更前の記載です。お間
違えのないようご注意ください。
期間：６月21日㈪～10月30日㈯ 場所：指定医療機関
◆特定健診に併せて以下の検診・検査を受けることができます。

肝炎ウイルス検診
風しん抗体検査

対象：50～74歳の男性
（集団検診料500円、医療機関検診料600円）
対象：40歳、50歳、60歳になる方又は41歳以上
で過去に肝炎検診を受けていない方（無料）
対象：43歳～59歳の男性（無料）

７/４㈰

☎22-5053

宮本内科小児科医院
新角川

☎22-0122

新川病院
住吉

☎24-3800

桝﨑クリニック
北鬼江

☎22-8800

魚津病院
友道

☎24-7671

歯科医
６/６㈰

谷川歯科医院
上村木
☎24-3540

６/13㈰

稲場歯科医院
文化町
☎22-0243

６/20㈰

河内歯科医院
下村木町 ☎23-1733

６/27㈰

ふれんど歯科クリニック
住吉
☎23-5888

７/４㈰

みたむら歯科医院
吉島
☎23-0477

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

▶新川医療圏小児急患センター
【診療時間】
夜間（毎日） 19:00～22:00
※受付21:45まで
日曜・祝日（土曜除く）
９:00～12:00、14:00～17:00
【場所・問合せ】
黒部市民病院 ☎54-2211

●各種検診で記載している年齢は、令和３年４月～令和４年３月に達する年齢です。
●生活保護世帯の方で受診を希望される方は、検診の一週間前までに健康センターへご連絡ください。

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

旧上野方小学校 10:30～11:30

前立腺がん検診

６/27㈰

本江

親子ほっとステーション「あいあい」（健康センター内）☎２４・３９９９

９:20～９:50

特定健診

６/13㈰

浦田クリニック

子育て支援センター「のびのび」（健康センター内）……☎２４・０４１５

6/11㈮

時間

健康センター

長引野集落センター 15:20～15:50

6/10㈭

会場

９:30～10:30

石垣公民館

６/６㈰

持ち物：受診券、検診料金

岡仏町内会館

下中島公民館

一般医

６/20㈰

持ち物：受診券、検診料金、保険証

結核・肺がん検診

み ん なの 保 健 室

集団がん検診

休日当番医

子育

―育児のお役立ち情報―

て

母

インフォメーション

子育て支援センター

開所時間等

（魚津市健康センター内）
吉島1165（☎24-0415）

子育て支援センター
「にこにこ」

査

子育て支援センター
「のびのび」

診

＜のびのび広場＞
平日 ９:00～11:30、13:00～15:30
＜赤ちゃん広場＞
日時：６月16日㈬ ９:30～11:00
対象：生後６か月までの赤ちゃんと
その家族

康

名称・連絡先

健

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

室

★児童センターの「ひろば」に遊びに来ませんか？

教

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

未就学児とその保護者なら誰でも自由に参加できます。
開催時間 ９:30～12:30（各ひろば共通）
【メインあそび】10:30スタート

すずめ（北鬼江）
☎23-0522

科

つばめ（新金屋）
☎23-5133

歯

ひばり（六郎丸）
☎23-0500
７日㈪

エアポリン

１日㈫ ボールあそび ３日㈭ プチシアター

14日㈪

わなげ

８日㈫ 新聞紙あそび 10日㈭ トランポリン

21日㈪

運動あそび

28日㈪ 七夕飾り作り

15日㈫ 公園であそぼう 17日㈭

新聞あそび

22日㈫ さかなつり
24日㈭
29日㈫ ボールプール

サーキット

６月13日㈰、27日㈰ （開館時間：９:30～16:00）
イベント開始時間：10:20～、14:00～
◆詳しくは、魚津市子育て応援サイト、魚津市社会福祉協議
会のHPでご確認ください。

歯と口の

健康週間

６月４日㈮
～６月10日㈭

おおむね４歳以下のお子様
の写 真を情 報 広報 課へ郵 送
またはEメールでお送りくださ
い。住所、氏名（ふりがな）・
生年月日・性 別・電話番号・
写真の題名をお忘れなく。

「一生を 共に歩む
自分の歯」

１歳
うえだ

上田
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あきは

陽巴ちゃん

健

▶４か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 ６/２㈬
受付時間 第１子
12:45～13:00
第２子以降 13:00～13:15
▶１歳６か月児健診
対 象 令和元年11月生まれの児
※事前に案内を送ります
実施日 ６/８㈫
受付時間 13:00～13:45

▶ごっくんルーム（栄養相談）
対 象 離乳食を始めて１か月以内の児
実施日 ６/18㈮
開始時間 10:00～（予約制）
▶もぐもぐ教室（栄養相談）
対 象 生後９～10か月児とその家族
実施日 ６/11㈮
開始時間 10:00～（予約制）
▶フッ素塗布
※１歳６か月児健診で申込まれた方
対 象 ２歳６か月になる児
日 時 ６/11㈮ 13:00～13:30
対
日

象
時

２歳または３歳になる児
６/17㈭ 13:00～13:30

予防接種
●二種混合（ジフテリア・破傷風）第２期

★みなＳＵＮデー（つばめ児童センター）

イタズラ大好き！

保

▶３歳児健診
対 象 平成29年12月生まれの児
※事前に案内を送ります
実施日 ６/23㈬
受付時間   13:00～13:45

＜にこにこ広場＞
平日 ９:00～12:00、13:00～15:00

（かづみ認定こども園内）
吉島132（☎23-2225）

子

持ち物 母子健康手帳
会 場 健康センター

歯磨きや定期的な検
診で健康な歯を保ち
ましょう。

・小学６年生相当の方（平成21.４.２～平成22.４.１
生）へ接種券を発送しました。届いていない方は健
康センターまでご連絡ください。
・中学１年生相当の方（平成20.４.２～平成21.４.１
生）でまだ接種をしていない場合13歳になる誕生日
の前日まで接種ができます。

●平成19年４月１日以前に生まれた方へ

日本脳炎の予防接種を受けているか母子健康手帳を確
認ください。20歳の誕生日の前日まで、不足回数分を
公費で接種できます。健康センターへご相談ください。

●平成19年４月２日～平成21年10月１日生まれ
のお子様の保護者へ

・１期３回分の予防接種を終了していない場合、９歳か
ら日本脳炎の公費助成の対象になります。
・１期未接種分の予診票は、９歳になる月に２期の予診
票と一緒に郵送しています。

●昭和47年４月２日～昭和54年４月１日生まれの男性の方へ
・風しん予防接種の助成を行います。取扱医療機関又は
健診実施機関にて抗体検査を受診してください。
・抗体検査・予防接種ともにすでに送付済のクーポン券
をご持参ください。
その他の予防接種については、
４月配布の「保健だより
健康カレンダー」
をご覧ください。

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

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

４

大空でおよげ！
27 こいのぼり掲揚式

Uozu News

―まちの出来事―

足踏み式消毒スタンドを寄贈

４

23

子供たちの健やかな成長を願うこいのぼりの掲揚

トヨタモビリティ富山株式会社魚津から魚津市

式がミラージュランドで行われ、川原保育園の年長

に自動車の製造技術を生かして作られた足踏み式

組の園児たち12名が参加しました。みんなで息を合

消毒スタンド「しょうどく大使」が寄贈されま

わせて掲揚し、てっぺんまでこいのぼりが揚がると

した。これはカターレ富山や富山グラウジーズ、

園児たちのうれしそうな笑顔があふれました。その

KUROBEアクアフェアリーズの勝利数や試合会

あと園児たちは、泳ぐこいのぼりに負けないくらい

場での募金、バザーの売上げ、ジャズシンガー

元気に「こいのぼり」の歌とリズムダンスを披露し

CHIKOさんのライブ会場での募金を活用したもの

ました。こいのぼりは海風に乗って気持ちよさそう

です。寄贈された足踏み式消毒スタンドは、市内

に大空を泳いでいました。

小中学校やワクチン接種会場で活用されます。

５

お母さん、いつもありがとう
８ ココマママルシェ

５

新川高校
７ 事業者紹介ポストカード製作

ミラージュランドでココマママルシェが開催さ

新川高校では地域を支える人材を育成するため

れました。イベントでは翌日の母の日にあわせ

「新川創生プロジェクト」を進めており、生徒た

て、「母の日」をテーマにした出店やワークショ

ちは地元４事業者の魅力を紹介するポスターとポ

ップが行われ、多くの家族連れで賑わいました。

ストカードを製作しました。生徒自ら取材と構成

さらにパパにしかできない育児を考えるイベント

をしたもので、それぞれの職人の魅力が伝わるよ

「パパクエスト」も同時開催。ママがマルシェで

うに工夫を凝らした作品になっています。ポスト

お買い物をする間、父子で参加できるみらパーク

カードは事業者が顧客向けに配布するほか、ふる

探検やミニ自転車レースが行われ、父、母、子そ

さと納税返礼品に同梱するなど魚津の魅力発信に

れぞれが楽しめる充実した１日となりました。

活用される予定です。

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

2021-６
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魚津の海岸線を駆けぬける
25 日本風景街道（蜃気楼ロード）ミニマラソン開催

新型コロナウイルス感染拡大のため、しんきろう
マラソンが２年連続の中止となり、代替大会として
日本風景街道（蜃気楼ロード）ミニマラソンが行わ
れました。参加したランナーはありそドームをスタ
ートし、富山湾からのさわやかな潮風が吹くしんき
ろうロードを快走しました。感染症対策として参加
者を県内在住者に限定し、時間差スタートを採用し
ての開催となりましたが、コロナ渦の暗い空気を跳
ね飛ばすランナーの笑顔と汗が光っていました。

編集後記
６月の代表的な花といえば「あじさい」です
が、花言葉は「移り気・浮気」です。土壌によっ
て、花の色が毎年コロコロ変化することからこの
花言葉がつけられたそうです。
現在、冬にのんびりさせてしまった身体を引き
締めようとダイエット中です。「今回こそ成功さ
せるぞ！」と強い気持ちで挑戦中ですが、６月は
私の誕生日があります。美味しいケーキをお腹い
っぱい食べて、「ダイエットなんてやめてしまお
う」と移り気しないようにがんばります。
さて、じめじめとした日が多くなってきます。
みなさん、食中毒に気をつけましょう！（さ）

なかやま

中山

あきこ

昭子さん

（90歳・加積地区）

スポーツが大好き！とい
う中山さんは、週３回カロ
ーリングとペタンクの練習
に励んでおられます。練習
前には畑仕事もして体をよく動かすことが健康の
秘訣とのこと。畑で収穫した野菜を練習仲間にあげ
て喜んでもらうのも一つの楽しみだそうです。スポ
ーツは観戦もお好きで、中でもプロ野球が大好き。

市の人口

家にはたくさんのプロ野球グッズが飾られていまし

住民基本台帳調べ（外国人含む）

た。「家族みんな巨人ファンでね。畑しとっても試

（令和３年４月末現在） 前月比 前年比

男

19,975人

－13

－223

女

20,916人

－29

－353

計

40,891人

－42

－576

27

ー2

世帯数 17,057世帯
23

広報うおづ

2021-６

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

魚津産間伐材
有効活用量

４.８ｔ

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

合が始まったら跳んで家に入ってテレビの前に座る
が。」とにっこり。とてもアクティブな中山さん、
カローリングとペタンクの大会に向けてこれからも
練習がんばってくださいね！

つ

だ

津田

2021 №907

さん

このプロジェクトは生産者との交流や作業体験を通じて、
魚津の農林水産業を学ぶことで魚津のファンになり、これ
らの産業を未来につなげてほしいという願いから立ち上げ
られました。「田んぼ」・「やさい」・「くだもの」・
「木材」・「さかな」を５つのテーマにした体験会を開催
します。活動の様子を広報うおづで紹介していきます。

た。参加者は田植えの前に、米作りについて説明を

受けました。そのあと全員裸足になって実際に田植

えを体験しました。

参加した子供からは「米作り
のお手伝いができて嬉しい」
や「泥が気持ちよかった」と
感想が。また、人生初の田植
えだったお父さんお母さんも
多く参加しており、貴重な体
験となった様子でした。

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

魚津の田んぼについて学ぶ親子体験会が行われまし

さとし

聡

「関係人口」という言葉を知っています
か？ その地域に住んでいなくても地域と
多様に関わる人々のことを指します。魚
津の関係人口の創出に関わる活動を行っ
ておられるのが今回紹介する津田聡さん
です。
津田さんは現在、キャリアデザインプ
ランナーとして活動しながら、 代～
代の首都圏在住の富山県出身者でつく
るネットワーク「acoico（アコイ
コ）」の代表を務め、様々なイベントの
企画を行っておられます。acoico
は、首都圏で県出身者の交流イベントや
富山県内を巡るツアーなどを行ってお
り、首都圏に住みながら地元との繋がり
を広げ、さらに魅力も知ることができる
ネットワークです。
射水市出身の津田さんは、大学進学を
機に東京へ。都会に憧れ、地元を離れ
て就職したころは富山について真剣に考
えることもなかったという津田さんです
が、acoicoの活動に参加し、そこ
から富山について深く考えるようになっ
たと話します。地元のことを褒められる
と嬉しくて、多くの人に魅力を知っても
らいたいと思うようになったそうです。
魚津の印象について聞くと、「魚津は
山と海が近くて景色もきれい。蜃気楼ロ
ードの長い海岸線も良いですね。地元の
人が当たり前に見ているものが実はとて
も魅力的だったりするのでそれに気づい
て魚津を知らない人に発信していけると
良いと思います。」とアドバイスもいた
だきました。
津田さんへの取材は、片貝山の守キャ
ンプ場、魚津港周辺、蜃気楼ロードな
どを案内しながら行いました。「今まで
知らなかった良い場所がたくさんありま
した。」とうれしい言葉をいただきまし
た。ぜひ魚津の魅力を発信するイベント
やツアーの企画を期待しています！
20

発行／魚津市 編集／情報広報課
〒937-8555 富山県魚津市釈迦堂一丁目10番１号
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プロジェクトに協力していた
だいている米農家の中田輝男
さんは「後継者を増やす必要
があるけれど米作りは大変。
その大変さをどうやって減ら
せるかがこれからの課題。」
と話します。

▶親子で学ぶ田植え体験会を開催しました！

離れていても
故郷とつながる
ａｃｏｉｃｏ代表

６ 月号

30
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