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広報こまつは毎月1日に掲載されます。
http：//www.city.komatsu.lg.jp/ホームページ

司法書士・税理士による
相続遺言無料相談会
　遺産相続手続きや相続税の申告、遺 
言書作成についての無料相談会です。
◎電話相談
とき　1月26日㈰10時～16時
臨時ダイヤル　☎076・291・0099
◎面接相談
とき　1月26日㈰13時～16時
ところ　公会堂、こまつドーム
問　石川県司法書士会　☎076・291・ 
7070　あんしん相談センター　☎24・ 
8070

償却資産の申告は
お早めに
　令和2年1月1日現在で、市内に償却
資産を所有している人は、その資産に
ついて1月31日㈮までに申告してくだ 
さい。また、eLTAX（エルタックス）によ
る電子申告もご利用ください。eLTAXの
詳細は、地方税ポータルシステムのホ
ームページをご覧ください。 
申告受付　税務課、小松駅前行政サー
ビスセンター、南部行政サービスセン
ター
問　税務課資産税家屋・償却グループ 
☎24・8163

1月10日は110番の日
　110番は緊急事件・事故の専用電話 
です。お掛けの際は①何が（事件か事故 
か）②いつ、どこで（町名、地番、目標
物）③事件の犯人、事故の相手④通報者
の住所、氏名、電話番号を正確にお知
らせください。
緊急以外の問い合わせ　相談ダイヤル 
☎#9110　小松警察署　☎22・0110　
問　市民サービス課　☎24・8217

水道管の凍結に
ご注意ください
　気温がマイナス3°C以下になると水 
道管が凍ったり、破裂したりすること 
があります。
○トラブル防止の対策：水道の蛇口か 
ら細く水を流しておく。屋外の水道管 
は保温材でカバーをする。
○水道管が破裂したとき：水道メータ
ーボックス内のバルブを閉め、小松市
指定の水道業者に修理を依頼してくだ
さい。
問　料金業務課　☎24・8111

地図情報サービス
「こまっぷ」を公開します
　小松市の行政情報（都市計画、景観計
画、防災などの情報）をインターネット
上の電子マップで公開・提供するサー
ビスを始めます。詳しくは市ホームペー
ジからアクセスください。https://www
2.wagmap.jp/komatsu
問　ICT改革課　 ☎24・8047

糖尿病教室
とき　1月16日㈭10時30分～11時30分
ところ　小松市民病院南館4階
内容　講義「なに食べる？どれ食べる？」
参加費　無料
申し込み　小松市民病院つながるサポ
ートセンター　☎22・7111

認知症ケアコミュニティ
マイスター養成公開講座
とき　1月19日㈰10時～14時30分
ところ　コミュニティスペースとんと
んひろば（小馬出町35-1）
内容　講演・グループワーク「認知症
の方が望む生き方とは」
参加費　無料
問　NPO法人いのちにやさしいまちづ
くりぽぽぽねっと　☎23・7307　長寿
介護課　☎24・8168

障がい児親子水泳教室
とき　1月11日～2月8日の毎週土曜日9
時15分～10時（全5回）
ところ　小松屋内水泳プール（幼児プ
ール）
対象　以下を全て満たす人　
◯幼児（オムツをしていない）～小学生
◯保護者同伴で保護者も入水できる親
子　◯障害者手帳またはそれに準じた
証明書を持っている人　◯水泳教室参
加について医師の承諾を受けた人
定員　15組（先着順）
参加費　2,000円（全5回分、プール入 
場料を含む）
持ち物　水着、キャップ、ゴーグル
申し込み　1月6日㈪9時から小松市スポ
ーツ協会　☎23・5961（電話受付のみ）

大杉みどりの里からの
お知らせ
◎令和2年度利用申し込み
　大杉みどりの里の4月1日～令和3年3
月31日の利用について、申込受付を開
始します。8人以上の団体での自然体験
活動や企業研修などにご利用ください。
申し込み　1月14日㈫8時40分から大杉
みどりの里　☎46・1812
◎クロスカントリースキーコースの利
用について
利用料　小・中学生100円、高校生以上
200円、用具一式レンタル200円
そのほか　積雪状況や団体利用などで
使えない場合がありますので、事前に
ご確認ください。
問　大杉みどりの里　☎46・1812

小松市公式アカウント
@komatsu_cityツイッター

くらし医療･福祉令和2年成人式
とき　1月12日㈰11時～
ところ　義経アリーナ（末広体育館）
内容　中川真依さんから新成人への激
励メッセージ、式典、 記念写真撮影
対象　平成11年4月2日～平成12年4月
1日生まれの人
そのほか　①入場券を持参してくださ 
い。入場券の無い人は当日会場で受け 
付けが必要です。②成人式記念アルバ
ムの購入を希望する人は代金3,500円
（送料・税込み）を添えて、当日申し込
みください。③会場周辺は大変混雑し
ますので、時間に余裕を持って来場し
てください。④酒気帯びなど、式典の進
行を妨げる恐れのある人の入場はお断
りします。⑤新成人を対象とした写真
撮影サービス（無料）を当日、曳山交流
館みよっさ（☎23・ 3413）で行います。
問　青少年育成課　☎24・8128

行事･募集

「こまつオープンガーデン2020」参加庭主さん募集

小松市公式ページ
「いよっ小松」で検索フェイスブック小松市公式アカウント

komatsu_japanインスタグラムくらしのかんづめ

　生ごみの約80％が水分と言われてい
ます。この水分を絞ってなくすことで、
可燃ごみが大幅に減量化されます。
　でも、生ごみを触るのはちょっとと
いう時は、ペットボトルが大活躍。生
ごみをネットに入れ、上から潰すだけ
で水キリできます。一度お試しくださ
い。

問　エコロジー推進課　☎24・8069

人のうごき

今月の税・料金の納期

令和元年12月1日現在

人口
男
女
世帯

108,428人
53,301人
55,127人
44,023世帯

（－33）
（－ 5）
（－28）
（＋48）

（    ）は対前月の増減

カブッキーポイント対象事業

納付期限●1月31日（金）

ごみナビvol.
57

くらしの
かんづめ

　　　　生ごみはしっかりと
　　　　“水キリ”

　金融機関や市役所へ出向かなくても、パソコンやスマートフォンで市税や各
料金の口座振替登録ができるようになりました。
申し込みできる金融機関　北國銀行、北陸銀行、福井銀行
そのほか　専用ホームページ（外部リンク）などの詳細は市ホーム
ページからご確認ください。

市税などのWeb口座振替受付サービスを開始

　オープンガーデンは、丹精込めて世話をしている庭などを公開し、花や緑を
通した交流を楽しむものです。 庭や花壇、花畑などを公開していただける、個
人、町内会、 地域団体、事業所、学校などを募集します。
公開時期　4月～令和3年3月の間で、見頃に合わせて公開日を設定できます
（通年も可）。 
募集対象　期間中に庭などを一般公開でき、それを紹介するガイドマップに
住所、氏名などの掲載が可能な個人や団体など。
応募方法　申込書に必要事項を記入し、郵送、 FAX、Eメールまたは持参でご応
募ください。申込書は緑花公園センターで配布するほか、市ホームページから
ダウンロードできます。 
応募期限　2月7日㈮必着
そのほか　参加いただいた庭主さんの勉強会として、5月に先進地視察研修
（一部自己負担あり）などを予定しています。
応募先・問い合わせ　フローラルこまつ実施本部事務局（緑花公園センター
内）　☎24・8102　　24・8189　　floral@city.komatsu.lg.jp　〒923-8650　
小馬出町91

上
下
水
道
料
金

下
水
道
負
担
金

後
期
保
険
料

介
護
保
険
料

軽
自
動
車
税

固
定･

都
計
税

市
・
県
民
税

国
保
税

1月 ●●● ● ●●

一部の施設名を省略表記しています　　こまつ芸術劇場うらら→うらら　
第一地区コミュニティセンター→第一コミセン　サイエンスヒルズこまつ→ヒルズ

対象の税・料金 問い合わせ

市県民税、固定資産税・都市計画税、
軽自動車税、国民健康保険税 納税課　☎24・8034

後期高齢者医療保険料 医療保険サポートセンター
☎24・8165、24・8148介護保険料

上下水道料、下水道受益者負担金 料金業務課　☎24・8115
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小松市役所問い合わせ
総合案内　☎20・0404こまつもしもしセンター 声の広報

お茶の間ガイド
金曜日19時55分～
（再放送：土曜日7時55分～）

ラジオこまつ（FM76.6）
火曜日12時30分～13時ラジオ広報

フローラルこまつ
花楽校（はながっこう）
①バラ講習会「木立バラの剪定」
とき　1月16日㈭10時～11時
ところ　弁慶スタジアム（末広野球場）
参加費　無料
持ち物　筆記用具
②ガーデニングワークショップ　球根
植物を使った寄せ植え
とき　2月5日㈬10時～
ところ　木場潟公園西園地展望休憩所
定員　20人（先着順）
参加費　3,000円
持ち物　園芸用手袋、はさみ（持ってい
る人のみ）
申し込み　①は開催日の前日、②は1月
28日㈫までに緑花公園センター　☎
24・8102

小松商工会議所
各種検定
◎第85回 リテールマーケティング（販売
士）検定2・3級
試験日　2月19日㈬
受験料　2級：5,770円、3級：4,200円
◎第154回 日商簿記検定2・3級
試験日　2月23日㈰㈷
受験料　2級：4,720円、3級：2,850円
ところ　いずれも小松商工会議所
申し込み　いずれも1月24日㈮までに小
松商工会議所　☎21・3121

工業統計調査
調査員募集
　6月1日現在で実施する工業統計調査
の調査員を募集します。
調査期間　5月上旬～6月中旬
業務内容　受け持ち地域の事業所への
調査票の配布、記入依頼など
応募資格　20歳以上の人
そのほか　応募資格などの詳細は、市
ホームページでご確認ください。
申し込み　1月31日㈮までに管財総務
課　☎24・8020

交通安全標語募集
　家族や友人と交通安全について考え
てみましょう。
募集内容　運転者（自動車、自転車な
ど）、歩行者、小・中学生に交通安全や
グッドマナーを啓発する標語
応募資格　小学生以上で市内に在住ま
たは在学、通勤する人
応募方法　応募用紙に必要事項を記入
の上、郵送またはメールで（1人5点まで）。
応募用紙は市ホームページからダウン
ロードできます。
応募期限　1月20日㈪当日消印有効
そのほか　一般の部とこどもの部（小・
中学生）に分けて表彰し、受賞作品は交
通安全広報などで使用します。応募者
全員に参加賞を贈呈します。
応募先　〒923-8650　小馬出町91　市
民サービス課　　kyoudou@city.komat
su.lg.jp
問　市民サービス課　☎24・8217

第2水曜日の北國･北陸中日
新聞朝刊に掲載新聞広報

アライグマ防除講習会
とき　2月17日㈪13時30分～
ところ　市役所7階会議室
対象　市の防除従事者への登録を希望
する人、アライグマ被害に困っている人
定員　30人程度（先着順）
参加費　無料
申し込み　2月10日㈪までにエコロジ
ー推進課　☎24・8067

自衛官候補生・予備自衛
官補（一般・技能）募集
◎自衛官候補生募集
　令和2年春入隊の自衛官を募集して
います。
◎予備自衛官補（一般・技能）募集
　大規模災害など、いざという時に活
動する予備自衛官を募集します。
受付期間　1月6日㈪～4月10日㈮
応募資格　一般：18歳～33歳　技能：
資格、年齢などお問い合わせください。
試験日　4月18日㈯～22日㈬のうち指
定する1日
問　自衛隊小松地域事務所　☎24・
5180　市民サービス課　☎24・8066

　　

11月の寄附（敬称略）
▽社会福祉へ　石崎和枝（河田町）
▽こども福祉基金へ　㈲吉田運輸建設
（島田町）

「ビュッフェ・こまつせせ
らぎ」登録事業者の募集
　令和2年度里山健康学校せせらぎの 
郷食育レストラン「ビュッフェ・こま
つせせらぎ」用食材の競争見積もりに
参加を希望する事業者は、申請してく
ださい。
申込期間　2月1日㈯～14日㈮
申請書類　シルバー人材センターで配布
申し込み　シルバー人材センター　☎
46・5016

小松市スポーツ教室（冬季）

くらしのかんづめ

品質管理検定3級
受験対策講座
とき　1月29日～3月4日の毎週水曜日
18時～20時（全6回）
ところ　公立小松大学粟津キャンパス
定員　20人（先着順）
受講料　5,800円（テキスト代別途必
要）
そのほか　10人以上で開講となります。
申し込み　1月17日㈮までに公立小松
大学粟津キャンパス　☎44・3500

農家が教える「味噌づくり
（5キロ）講習会」
とき　1月19日㈰10時～、13時30分～
ところ　こまつ食彩工房（西軽海町）
定員　各25人（先着順）
参加費　3,000円（材料費、容器代込み）
持ち物　エプロン、三角巾、マスク、 手
拭きなど
申し込み　1月6日㈪からもしもしセン
ター　☎20・0404
問　農林水産課　☎24・8078

回数　いずれも全10回　　　　　　申し込み 　小松市スポーツ協会　☎23・5961

小松市民病院で顔認証再来受付システムを導入
診察券なしでの受け付けがスタート

●顔写真登録受付「特別ブース」を利用ください
　混雑を緩和するため、撮影や申し込み受け付けができる
特別ブースの利用にご協力ください。
とき　1月14日㈫～24日㈮平日8時30分～17時15分
ところ　1階総合案内自動精算機横
問　小松市民病院総務課　☎22・7111　　　

粟津診療所からのお知らせ
　診療時間が変わります。
とき　1月6日㈪から　　
診療時間　9時～12時

　人工知能（AI）による顔認証を使った本人確認システムを導入します。登録された顔写真を元に本人確認を行うため、受
け付けから会計まで診察券が不要となります。

そのほか

せんてい

▶ ▶

「顔認証で受付」をタッチ 受付完了!!

顔認証再来受付システムを利用すると

これまで通り、
診察券での再来
受付もできます。

診察券が不要に

カメラで
検出

1月14日火
から

み　そ

教室名 開始日 時間 内容 場所 定員 受講料

レディース・スポーツ
（女性対象）

1月6日〜
毎週月曜日 10時〜11時30分 ニュースポーツ、軽体操、軽い

筋力トレーニングなど
義経アリーナ
（末広体育館） 50人 4,500円

末広健康
（60歳以上対象）

1月14日〜
毎週火曜日 9時30分〜11時 ストレッチ、介護予防、ダンベル

体操など音楽に合わせて楽しく
義経アリーナ
（末広体育館） 60人 3,000円

南部健康
（60歳以上対象）

1月8日〜
毎週水曜日 10時〜11時30分 ニュースポーツ、ストレッチ＆健

康体操、軽い筋力トレーニング
小松サン・アビ
リティーズ 50人 3,000円

小松健康
（50歳以上対象）

1月10日〜
毎週金曜日 9時30分〜11時 ストレッチや姿勢を整える体

操、スマートウオーキング
義経アリーナ
（末広体育館） 80人 3,000円

成人水泳
（火曜コース）

1月14日〜
毎週火曜日 10時30分〜12時

または
19時30分〜21時

初心者コース、初級コース、中・
上級コースに分かれています。
10,000円で火曜・金曜コース両
方（20回）に参加できます。

小松屋内
水泳プール 60人 5,500円

成人水泳
（金曜コース）

1月17日〜
毎週金曜日

小松屋内
水泳プール 60人 5,500円

ピラティス
（女性対象）

1月6日〜
毎週月曜日

19時30分〜
20時30分

姿勢・呼吸・ゆがみを整え、丈
夫な体を手に入れます。
腰痛・肩こりの人におすすめ

弁慶スタジアム
（末広野球場） 25人 4,000円

エアロビクス 1月16日〜
毎週木曜日 20時〜21時 音楽に合わせ大きな筋肉をたく

さん動かし、効率よく脂肪燃焼 市民センター 50人 5,000円

シェイプアップ
ボクシング

1月10日〜
毎週金曜日

19時30分〜
20時30分

パンチの動作で脂肪燃焼。
シェイプアップ、ストレス解消
に効果あり

市民センター 50人 5,000円
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賢い消費者になろう

消費せいかつ
VOL.
127

あんしん相談センター　☎24・8071
消費者ホットライン　　☎188

問い合わせ

「台風や雪害で壊れたところ
はないか。損害保険で無料で

修理ができる」と事業者に言われ、
大雪で雨どいがゆがんだことを話し
た。後日、調査員が作った300万円
の見積もりで保険金を請求したとこ
ろ、認められたのが70万円だった。
話が違うので解約したい。

「保険金を使って住宅を修理しませんか？」
と勧誘する住宅修理サービスにご注意を！

トラブル回避のポイント
◆台風や大雪などの自然災害の後に
このようなトラブルの相談が寄せら
れます。
◆保険金が支払われるかどうかは保
険契約の内容、損害発生の原因、実
際の損害の有無によります。
◆保険金で住宅の修理ができると勧
誘された場合、まず契約先の保険会
社や代理店に相談しましょう。

事例
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こますけくん　　第9回　　　絵：べに （小松市立高校芸術コース美術専攻）
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くらしのかんづめ

歳末見舞金の報告とお礼
　市民の皆さんからのご寄附を、歳末 
見舞金として市内の支援を必要とする 
世帯や社会福祉施設に入所する人たち 
にお届けしました。温かいお志、誠に 
ありがとうございました。
問　ふれあい福祉課　☎24・8052

競争入札参加資格申請
　令和2年度の競争入札参加希望者は、
競争入札参加資格審査申請書を提出し
てください。受付期間などの詳細は市
ホームページに掲載の提出要領でご確
認ください。 
問　管財総務課契約担当　建設業、コ
ンサル、管理　☎ 24・8025　物品　☎
24・8023

令和2年勤続10年
優良消防団員表彰（敬称略）
　南野圭介、九谷竜司、村上昌洋、前川
順平、秋田大佑、田中健夫、日野暁洋、
山田隆史、米一徹也、米田栄一、峯山修
平、工藤健悟、清水靖博、面栄史、川上
賢司、越田篤司、清水崇文、田中裕輔、
木下義治
問　消防本部予防政策課　☎ 20・2705

2020年農林業センサス
農林業経営体調査の実施
　2020年農林業センサス農林業経営体
調査は、農林業の実態を明らかにする
ために行われる国の重要な調査で、農
地や山林を保有している全ての世帯や
組織が対象です。対象者には1月上旬か
ら2月にかけて調査員が伺いますので、
ご協力をお願いします。
問　管財総務課　☎24・8020

市制80周年記念版「くらし
のガイド」の広告主募集
　市制80周年を記念して、行政情報や
地域情報を分かりやすく紹介する、記
念版「くらしのガイド」の制作を予定し
ており、広告主を募集しています。
問　株式会社サイネックス北陸西支店
☎0776・34・6566　あんしん相談セ
ンター　☎24・8070

市民相談 1/1 2/10 ※相談はすべて無料です。秘密は守られます。
　相談日はいずれも祝日を除きます。

南加賀急病センター（小松市民病院南館1階併設）　【小児科・内科】　☎23・0099
月～土曜日：19時～22時30分　日曜日・祝日：9時～12時、13時～22時30分
※12月31日㈫～令和2年1月3日㈮：9時～12時、13時～22時30分

すこやかセンター　☎21・8118
●育児相談
とき　1月6日㈪、2月3日㈪いずれも9
時30分～11時
ところ　すこやかセンター
●両親学級
とき　1月24日㈮19時～21時
ところ　すこやかセンター
内容　赤ちゃん人形を使っての抱っこ
やもく浴（お風呂の入れ方）体験、栄養
士による食事の講話、妊婦体験ジャケ
ット試着（希望者）
対象　妊娠中期ごろの妊婦とその夫
定員　18組（先着順）
持ち物　母子手帳、動きやすい服装

月～金曜日（祝日除く）8時30分～17時

いきいき健康課　☎24・8161
●保健師・管理栄養士による健康相談
とき　月・水・金曜日（祝日除く）13時
15分～15時15分
ところ　市役所1階
●心理相談員によるこころの相談
とき　1月9日㈭、2月13日㈭いずれも
13時～または14時40分～
ところ　市役所1階
●血管若返り運動教室
とき　1月15日㈬13時30分～15時
期間　月1回（令和2年3月まで）
ところ　第一コミセン
内容　自宅でできる筋力運動、有酸素
運動、健診結果・運動効果の説明
対象　40～74歳で、平成29年度以降の
健診結果が要指導、要医療の人
持ち物　健診結果、運動靴、飲み物、タ
オル、運動できる服装

休日・夜間医療情報

母子の相談・教室

予約制

今月の
　ハッピースマイル
今月の
　ハッピースマイル

符津町

田 中  結 翔くん
　　　　　　　（1歳）

Happy Smile

子育て＆健康づくり

ゆい  と

育児相談ダイヤル   ☎21・0101

健康づくりの相談・教室（予約制）予約制

とき ところ 問い合わせ

弁護士法律
（予約制1日5人）

同一案件
年1回限り

1/8,22,2/5
いずれも水曜日

13時〜
15時30分

あんしん相談
センター

（予約先）
もしもしセンター
☎20・0404
※相談日の1週
間前から予約可

1/23㈭ 南部行政サー
ビスセンター

1/21,2/4
いずれも火曜日

駅前行政サー
ビスセンター

1/14㈫ 第一コミセン

司法書士
（成年後見含む）
（予約制1日6人）

1/17㈮ 13時〜16時

あんしん相談
センター

登記
（予約制1日4人）

1/10㈮ 13時〜15時

クレサラ
多重債務
（弁護士）

1/10,24いずれも
金曜日※前日まで
に要予約

10時〜12時

あんしん相談
センター
☎24・8070

くらし
困りごと

（人権擁護委員・
行政相談委員）

1/16,2/6
いずれも木曜日

13時〜15時

あんしん相談
センター

1/14㈫ 南部行政サー
ビスセンター

1/23㈭ 駅前行政サー
ビスセンター

公証人 1/21㈫ 13時〜
14時30分

あんしん相談
センター

行政書士 1/6,2/3
いずれも月曜日 13時〜15時

社会保険
労務士 1/24㈮ 13時〜15時

交通事故 1/28㈫ 13時〜15時

とき ところ 問い合わせ

消費生活 月〜金曜日
12/30〜1/3休み 9時〜17時

あんしん相談
センター

あんしん相談
センター
☎24・8071

DV・性暴力 月〜金曜日
12/30〜1/3休み 9時〜17時

小松市パープル
ほっとライン
☎24・8178

心配ごと 毎週土曜日

13時30分〜
15時30分

社会福祉
協議会

社会福祉
協議会
☎22・3354

結婚 毎週土曜日

家族会介護 第3金曜日

教育相談
不登校相談
発達相談

全
般

月〜金曜日
12/30〜1/3休み 9時〜17時

教育研究
センター

教育研究
センター
☎24・8124第1土曜日

1/4は休み 9時〜12時

発
達
月〜金曜日
12/30〜1/3休み 9時〜17時 発達支援セン

ターえぶりぃ

発達支援セン
ターえぶりぃ
☎24・8434

教
育
月〜金曜日
12/30〜1/3休み

9時〜
16時30分

小松みどり
分校

小松みどり分校
☎24・0103

高
校
生
月〜金曜日
12/27〜1/3休み 9時〜16時

やすらぎ小
松教室（小松
北高校横）

やすらぎ
小松教室
☎23・6669

小松こころの
電話相談

毎日
12/28〜1/4休み 13時〜17時

小松こころの
電話
☎24・5556

市民相談年間カレンダーを市ホームページに掲載しています。


