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行事･募集

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

漂流・漂着木造船に
ご注意ください
　冬季、石川県西部沿岸では朝鮮半島
からのものと思われる漂流・漂着木造
船や木片が増加します。もしも木造船
などを発見したときは、不用意に近付
かずに通報してください。
通報先　緊急ダイヤル　☎118、金沢海
上保安部　☎076・266・6118
問　防災安全センター　☎24・8150

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

傷病手当の適用期間を
延長します
　傷病手当は、新型コロナウイルス感
染症に感染または感染の疑いにより仕
事を休んだ従業員について、給与収入
の3分の2を支給するものです。この度、
適用期間を「令和2年1月1日から12月31
日まで」から「令和3年3月31日まで」に
延長しました。詳しくは市ホームペー
ジをご覧ください。
対象　国民健康保険・後期
高齢者医療の被保険者で新
型コロナウイルス感染症に感染または
感染が疑われる従業員
問　医療保険サポートセンター　☎
24・8059

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。かける際は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

小松市消防出初式
とき　1月9日㈯9時～
ところ　式典：公会堂、街頭行進：市
役所前～れんが花道通り、観閲行進：
市役所前、一斉放水：小松中央緑地
◎勤続10年優良消防団員表彰（敬称略）
山中秀明、藤井歳正、吉田晃裕、清水英
明、橋爪真由美、湯口恭子、石郷岡信二、
西田健一朗、西口勝理、滝ヶ浦啓介、可
貴雅士、久保友志、中本陽介、松本康寛、
穴田陽一、大橋一生、下道拓郎、滝口真、
松本巌
問　消防本部予防政策課　☎20・2705

令和3年成人式
とき　1月10日㈰10時～：【第1部】松
陽・御幸・国府・松東・安宅・板津、
14時～：【第2部】芦城・丸内・南部・中
海
ところ　義経アリーナ（末広体育館）
内容　式典、 記念写真撮影
対象　平成12年4月2日～平成13年4月
1日生まれの人
そのほか　①入場する人は、新型コロ
ナウイルス接触確認アプリCOCOAを事
前にインストールし、利用を開始して
ください。会場では必ずマスクを着用
し、感染防止対策にご協力をお願いし
ます。②入場する人は1人1枚入場券（問
診票）が必要です。自宅で記入し受付で
提出してください（家族も）。③記念ア
ルバムは、代金3,500円（送料・税込み）
を添えて、当日お申し込みください。④
会場周辺は大変混雑します。時間に余
裕を持って来場してください。⑤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。
問　青少年育成課　☎24・8128

医療･福祉

コンビニ交付サービスの
一時休止
　システム改修のためマイナンバー
カードによる住民票などのコンビニ交
付を一時休止します。
とき　1月19日㈫19時～24時
問　市民サービス課　☎24・8066

認知症ケアコミュニティ
マイスター養成公開講座
とき・内容　1月17日㈰10時～12時：
認知症の人の排泄ケア（排尿・排便）②、
13時～16時30分：認知症の医療とケア
最前線
ところ　オンライン（Zoom）
配信
参加費　無料
申し込み　1月10日㈰までに氏名、電話
番号を記載の上、NPO法人いのちにや
さしいまちづくりぽぽぽねっと　　in
fo@popoponet.com
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

償却資産の申告は
お早めに
　令和3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2月1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

中小事業者の固定資産税
軽減措置の申告について
　新型コロナウイルス感染症の影響で
事業収入が減少している中小事業者な
どに対して、償却資産と事業用家屋に
係る令和3年度課税の1年分の固定資産
税及び都市計画税を軽減します。必要
書類を添えて提出ください。詳しくは
市ホームページをご覧ください。
申告期限　2月1日㈪
申告受付　税務課
問　税務課　資産税家屋・
償却グループ　☎24・8163

くらし

広報こまつは毎月1日に掲載されます。
https：//www.city.komatsu.lg.jp/ホームページ小松市公式アカウント

@komatsu_cityツイッター 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

感染症予防ハンドブックを活用しましょう

マイナンバーカード交付申請書の送付について

電子申請サービスがクレジットカード決済に対応します

　洗濯用洗剤や柔軟剤の詰め替え用パ
ックが洗いづらい場合は、パックに切れ
目を入れ、開いて洗うと簡単にきれいに
洗えます。
　切り開いてそのまま洗濯機に入れ洗
濯すると、最後まで使いきることができ、
パックもきれいになって一石二鳥です。

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2年12月1日現在

人口
男
女
世帯

107,783人
52,992人
54,791人
44,264世帯

（＋24）
（＋41）
（－17）
（＋41）

（    ）は対前月の増減

納付期限●2月1日（月）

ごみナビvol.
69　　　　詰め替え用パックは

　　　　開いて洗いましょう

　感染症予防ハンドブックを全戸配布しました。いま一度、感染症対策を確認
し、自分と大切な家族を守るために「わが家の防災ファイル」につづって活用し
ましょう。

問　防災安全センター　☎24・8150

　マイナンバーカードをまだ取得していない人に対して、申請用QRコード付
きの交付申請書を送付します。この機会にぜひ申請してください。
申請方法　スマートフォンなどでQRコードを読み取って申請できます。また、
市役所窓口でも申請できます。
発送　3月中旬までに順次発送します。
※送付対象とならない人　未取得者のうち、●令和2年10月31日時点で75歳以
上の人　●令和2年中に出生または国外転入し、すでに申請書を送付した人　
●外国人のうち中長期在留者　など
問　市民サービス課　☎24・8226

　こまつ電子申請サービスがクレジットカード決済に対応しました。有料の証
明書などを、自宅や職場、外出先からいつでもインターネットを使って申請す
ることができます。
※各種証明書発行手数料＋郵送料が掛かります。
※一部の手続きでは、マイナンバーカードが必要です。
とき　1月4日㈪から
使用できるクレジットカード　VISA、Mastercard、JCB、
American Express、Diners Club　　　　　　　　
問　ICT改革課　☎24・8047
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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3年春入隊の自衛官を募集して
います。
応募期限　1月21日㈭
応募資格　18歳～32歳の人
試験日　1月24日㈰
◎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。
応募期間　1月6日㈬～4月9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17日㈯～21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

大杉みどりの里からの
お知らせ
◎令和3年度利用申し込み
　大杉みどりの里の4月1日～令和4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12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
◎そりゲレンデ利用について
　そりは持参してください。
利用料　無料
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

障がい児親子水泳教室
とき・内容　1月16日～2月20日の毎週
土曜日（2月6日は除く）：初心者コース、
1月17日～2月21日の毎週日曜日（2月7
日は除く）：初級コース、いずれも9時
～9時45分（全5回）
ところ　小松屋内水泳プール
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　各5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12日㈫9時から小松市ス
ポーツ協会　☎23・5961（電話受付の
み）

農家が教える「味噌づくり
（5キロ）講習会」
とき　1月17日㈰10時～、13時30分～
ところ　こまつ食彩工房（西軽海町）
定員　各15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、 手拭き、マ
スク、筆記用具、ビニール手袋
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・8081

冬季ピラティス教室
　姿勢・呼吸・ゆがみを整え、丈夫な
体に。腰痛・肩こりの人におすすめ！
とき　1月18日～3月22日の毎週月曜日
19時30分～20時30分（全10回）
ところ　弁慶スタジアム（末広野球場）
対象　女性
定員　15人（先着順）
参加費　5,000円（全10回分）
持ち物　ヨガマット、五本指靴下
申し込み　1月7日㈭9時から小松市ス
ポーツ協会　☎23・5961（電話受付の
み）

スポーツ指導者セミナー
とき　1月20日㈬19時～20時30分
ところ　こまつドーム集会室
内容　①「新型コロナウイルス時代を
楽しく健やかに暮らすために」、②「ス
ポーツ現場での映像の活用法」
講師　①勝木保夫（北陸体力科学研究
所理事長）、②辻本典央（福井工業大学
准教授）
定員　100人（先着順）
参加費　無料
申し込み　1月12日㈫までに上記申し
込みフォームから
問　（公財）北陸体力科学研究所　☎
47・1214　小松市まちづくり市民財団
☎23・5961

フローラルこまつ
花楽校（はながっこう）
◎バラ講習会「木立バラの剪定」
とき　1月21日㈭10時～11時
ところ　弁慶スタジアム（末広野球場）
定員　10人（先着順）
参加費　無料
持ち物　筆記用具
申し込み　1月20日㈬までに緑花公園
センター　☎24・8102

国有林モニター募集
　国有林について国民の皆さんの理解
を深めるとともに、ご意見・ご要望を
国有林野行政に反映させるため、国有
林モニターを募集しています。
対象　県内にいる森林・林業
に関心のある20歳以上の人
募集人数　2人
申し込み　2月1日㈪までに近畿中国森
林管理局企画調整課　国有林モニター
担当　☎06・6881・3401
問　農林水産課　☎24・8081

令和3年度
基地モニター募集
応募資格　小松基地周辺市町村に在住
で、自衛隊及び防衛問題に関心があり、
行事に参加できる人※主に平日の活動
委嘱期間　1年間
募集人数　10人
応募期限　2月1日㈪（当日
消印有効）
応募方法　小松基地ホームページから
ダウンロードした応募用紙に必要事項
を記入し、〒923-8586　向本折町戊267
小松基地広報班「モニター募集係」まで
郵送。
問　小松基地広報班　☎22・2101（内線
510）　空港・基地政策課　☎24・8045

小松商工会議所各種検定
◎第87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17日㈬
受験料　2級：5,770円、3級：4,200円
申込期限　1月26日㈫
◎第157回 日商簿記検定1～3級
試験日　2月28日㈰
受験料　1級：7,850円、2級：4,720円、
3級：2,850円
申込期限　1月29日㈮
ところ・申込先　いずれも小松商工会
議所　☎21・3121

くらしのかんづめ 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 第2水曜日の北國･北陸中日

新聞朝刊に掲載新聞広報

※新型コロナウイルス感染症の影響
により、催しや講座などが変更・中止
となる場合があります。最新情報は、
市ホームページをご確認ください。

写真展「橋北・橋南の大火」

サイエンスヒルズこまつイベント情報

◆3Dスタジオ上映番組
　名探偵コナン「星影の魔術師」
　宇宙探査の成果を発表する展示会に予
告状が。怪盗キッドを捕まえることはで
きるのか⁉
とき　1月19日㈫～
定員　60人（当日先着順）
参加費　観覧料

◆スターウオッチング「水星観察に挑戦！」
とき　1月23日㈯17時～18時30分（曇雨天中止）
ところ　屋外
参加費　無料

◆館内回遊型クイズ　ヒルズチャレンジ～ペンギン編～
　地図を見ながら館内にあるパネルを探し、ペンギンに関するクイズに挑戦しよう。
とき　1月30日㈯、31日㈰、2月6日㈯、7日㈰、11日㈭㈷いずれも9時30分～15時
ところ　ヒルズ館内
協力　国立極地研究所
参加費　無料（別途観覧料が必要）

◆紙おむつからお弁当の保冷材やクッション材をつくろう！
とき　2月21日㈰11時～12時、13時30分～14時30分
ところ　わくわくホール
講師　工藤博幸（奈良学園中学校・高等学校教諭）
定員　各20人（先着順）
参加費　100円
申し込み　1月10日㈰8時からヒルズホームページ

観覧料　大人500円、高校生以下250円
問　ひととものづくり科学館　☎　22・8610

小松市公式アカウント
@komatsu-cityLINE

み　そ

せんてい

　昭和5年と7年に小松の町を襲った大規模な火
災から約90年が経過しました。橋北・橋南の大
火を風化させず、火災予防につなげましょう。

とき・ところ　
1月13日㈬～19日㈫：市役所エントランスホール
1月20日㈬～26日㈫：小松駅
1月27日㈬～2月2日㈫：平和堂 アルプラザ小松

問　消防本部予防政策課　☎20・2702
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経済センサス活動調査
調査員募集
　6月1日に実施する経済センサス活動
調査の調査員を募集します。
調査期間　5月下旬～6月下旬
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　応募資格や報酬な
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22日㈮までに管財総務
課　☎24・8020

11月の寄附（敬称略）
▽こども福祉基金へ　㈲吉田運輸建設
（島田町）

新型コロナウイルス感染
対策への寄附（敬称略）
企業・団体　公立小松大学青松祭実行
委員会、コマニー㈱、那谷寺清水基金、
萩野塗装㈱
個人　匿名3件　　
※11月19日～12月16日申し出確定分

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

小松市長選挙立候補
予定者説明会のお知らせ
3月21日㈰小松市長選挙
　立候補届出書類などに関する説明を
行います。立候補予定者や関係者は、
なるべく3人以内で出席してください。
とき　1月29日㈮10時～
ところ　市役所7階会議室
問　小松市選挙管理委員会（管財総務
課内）　☎24・8151

アメリカ在住の高齢女性から
「財産を慈善団体に譲る手続

きを手伝ってほしい」とメールが届
いた。その後、送料の立て替えを求
められ、お金を振り込むことになり、
更に次々とお金を請求された。

くらしのかんづめ

そのほか

賢い消費者になろう

消費せいかつ
VOL.
139

くらし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

親切心につけ込む
「詐欺的サイト」にご注意！

トラブル回避のポイント
◆インターネットで知り合った外国
人など面識のない人から荷物やお金
を送りたいと言われても安易に約束
しないようにしましょう。
◆手数料などを求められても、絶対
に支払ってはいけません。
◆詐欺的サイトの中には、恋愛感情
につけ込む「国際ロマンス詐欺」もあ
ります。本人は恋愛感情を利用され
ていると認識していない場合もあり、
周囲のサポートが重要です。

事例

1
2

3
4

こますけくん　　第21回　　　絵：べに （小松市立高校芸術コース美術専攻）
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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。

パパ  亮人さん　ママ  奈央さん

　　　 　いつも家族に笑いと
癒やしをありがとう♡

今月の
  ハッピースマイル
今月の
  ハッピースマイル

平面町

住 谷  季 和ちゃん
　　　　　　　　  （1歳）

Happy Smile

子育て＆健康づくり

き   お

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㈭～1月3日㈰：9時～12時（受け付けは11時30分まで）、13時～22時30分

●育児相談
とき　1月25日㈪9時30分～10時30分
ところ　すこやかセンター
申し込み　1月12日㈫9時～
●両親学級
とき　2月19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着替え
や抱っこ体験、助産師によるママの健
康と産後の赤ちゃんとの生活の講話、
栄養士による食事の講話、妊婦体験ジ
ャケット試着
対象　妊娠中期ごろの妊婦とその夫
定員　10組（先着順）
持ち物　母子手帳、動きやすい服装
申し込み　1月19日㈫9時～

月～金曜日（祝日除く）8時30分～17時

●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　すこやかセンター
●心理相談員によるこころの相談
　生活のこと、家族のことで不安や悩
みがある。気分が落ち込んだり、眠れ
なくなることがある。どこへ相談すれ
ばよいか分からない。
　まずはお話をお聞かせください。
とき　1月14日㈭、2月18日㈭いずれも
13時～または14時40分～
ところ　すこやかセンター

※すこやかセンター
　12月28日～1月4日は休館

休日・夜間医療情報

育児相談ダイヤル   ☎21・0101

健康づくりの相談・教室
　  ☎24・8161予約制

いきいき健康課（すこやかセンター内）からのお知らせ

母子の相談・教室
　  ☎21・8118 

Message

パソコンやスマートフォンから一部の行政手続きができます。
市役所1階の「電子申請コーナー」では職員が操作方法などをサポートします。

電子申請サービスを
ご利用ください

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

1/13㈬,19㈫,27㈬,
28㈭,2/2㈫,3㈬,
10㈬ 13時〜

15時30分

くらしあんしん
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

1/12,2/9
いずれも火曜日 第一コミセン

司法書士
（成年後見含む）
（予約制1日6人）

1/15㈮ 13時〜16時

くらしあんしん
相談センター

登記
（予約制1日4人）

1/8㈮ 13時〜15時

クレサラ
多重債務
（弁護士）

1/8,22いずれも金
曜日※前日16時ま
でに要予約

10時〜12時

くらしあんしん
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）

1/7㈭,12㈫,21㈭,
28㈭,2/4㈭,9㈫ 13時〜15時

公証人 1/19㈫ 13時〜
14時30分

行政書士 1/4,2/1
いずれも月曜日 13時〜15時

社会保険
労務士 1/22㈮ 13時〜15時

交通事故 1/26㈫ 13時〜15時

小松駅前行政サービスセンターと南部行政サービスセンターでの相談
は、当分の間見合わせます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、変更・中止となる場合は、
市ホームページに情報を掲載しますのでご確認ください。

とき ところ 問い合わせ

消費生活 月〜金曜日
12/29〜1/3休み 9時〜17時

くらしあんしん
相談センター

くらしあんしん
相談センター
☎24・8071

DV・性暴力 月〜金曜日
12/29〜1/3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
12/29〜1/3休み 9時〜17時 教育研究

センター

教育研究
センター
☎24・81242/6㈯ 9時〜12時

発
達
月〜金曜日
12/29〜1/3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
12/29〜1/3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
12/24〜1/5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。

司法書士月イチ電話相談会　1月10日㈰13時〜16時　石川県司法書士会
相談ダイヤル　☎076・292・1088


