
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
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今月の税・料金の納期

令和3年9月1日現在

納付期限・11月1日㈪
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●市の酒造セット　●小松市の銘菓
●市の特産農産物を使用した商品
●伝統工芸品「九谷焼」　●難関突破お守りセット

累積走行距離チャレンジ。指定期間内（1カ月）に「TATTA」
アプリで42.195km以上走れば完走となります。

　　　　　　完走者の中から厳正なる抽選で
以下のいずれかを100人に進呈
●カブッキーエコバッグ
●小松の恵み・季節の野菜の詰め合わせ
●蛍米パックごはん12個入り

エントリーサイト「RUNNET」からインターネット
による申し込み（会員登録必要）

「TATTA」を
ダウンロード

「TATTA」を起動し
開催期間内に走行

「TATTA」内で
「RUNNET」と連携

◀「TATTA」のダウンロードはこちら
　　　　大会ホームページはこちら▶

2021こまつマラソン勧進帳バーチャル大会
　好きな場所・好きな時間にランニングを楽しんで、健康づくりに取り組みましょう。

問い合わせ 小松市スポーツ協会　☎23・5961とき

と　き

11月１日   ～30日
参加資格

参加費

申込方法

スマホをお持ちの人で、GPSランニングアプリ
「TATTA」をダウンロードできる環境下にあること

2,500円（別途「RUNNET」への手数料220円）

申込期限

種目

定員

参加賞

ラッキー賞

賞品の発送は12月中旬を予定しています。

1,500人（先着）

10月25日（月）

フルマラソン（42.195km）

月 火

11月3日   水 祝

　平成28年8月30日、ISSに滞在していたJAXA宇宙飛行士大
西卓哉さんとリアルタイム交信をしてから5年。今回はサイエ
ンスヒルズこまつに来館されます。

1975年東京都生まれ。
2016年に、ISS第48次/第49次長期滞在クルーのフライトエンジニアとして
ISSに約113日間滞在。滞在中は、シグナス補給船運用6号機（OA-5）のキャプ
チャ（把持）や船外活動（EVA）支援でのロボティクス運用、ISSの保全や宇宙環
境を利用した日本および国際パートナーの科学実験などを実施した。

10月10日（日）午前8時～サイエンス
ヒルズこまつホームページから
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※新型コロナウイルス感染症などにより、開催方法などが変更になる場合があります。

は じ

14時30分～15時30分
サイエンスヒルズこまつ わくわくホールところ

大西 卓哉 宇宙飛行士
小学生以上

350人（先着順）

JAXA大西卓哉宇宙飛行士
©JAXA/GCTC
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講  師

問い合わせ ひととものづくり科学館　☎22・8610

事前申込制
参加無料

講
演
会

参加者全員に希望の品を進呈

一部の施設名を省略表記しています　　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
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　最近マイボトルを持ち歩く人が増えて
います。水筒の茶渋の汚れにお困りでは
ありませんか。ジャガイモの皮と、水を
水筒に入れふたを閉め、1分程度上下に
振ると、茶渋が落ちます。

　日没が早まってくるこの時期、夕暮れ時に歩行者が巻き込まれる事故が起こりや
すくなります。出掛ける時は反射材を着用する、明るい服装をするなど、自分の存
在を周囲に知らせるようにしましょう。
　自動車を運転する人は、早めにライトを点灯することが大切です。横断歩道は歩
行者優先を徹底し、手前で早めに減速しましょう。また飲酒運転、あおり運転など
は絶対にやめましょう。

問　地域振興課　☎24・8217 問　環境推進課　☎24・8069

ジャガイモの皮で
茶渋をきれいに！

vol.
78 ごみナビ

全国一斉情報伝達試験

消費税インボイス制度
説明会について

コンビニ交付休止の
お知らせ

駅前行政サービスセンター
臨時休業のお知らせ

国税に関する
相談について

　地震・津波や武力攻撃などの災害時
に「全国瞬時警報システム（Jアラート）」
を通じて送られてくる国からの緊急情
報を確実に伝えられるよう、防災行政
無線を用いた情報伝達試験を行います。
とき　10月6日㈬11時
放送内容　「これはJアラートのテスト
です」（3回繰り返し）→「こちらはぼう
さい小松です」
放送範囲　市内52カ所の屋外拡声子
局、戸別受信機などが設置されている
世帯
問　防災安全センター　☎24・8150

　令和5年に導入されるインボイス制
度の適格請求書発行事業者の登録申請
受け付けが10月1日から始まるのに合
わせ、制度説明会を開催します。
とき　10月12日㈫〜14日㈭いずれも
10時〜11時、13時30分〜14時30分
ところ　小松税務署　3階会議室
定員　各20人（先着順）
参加費　無料
申し込み　各開催日の2日前までに小
松税務署法人課税第1部門　☎23・
5915
問　税務課　☎24・8029

　マイナンバーカードによる住民票の
写しなどのコンビニ交付を休止します。
とき　10月19日㈫、29日㈮19時〜、
30日㈯、31日㈰
問　市民課　☎24・8064

　小松駅前行政サービスセンターは、
戸籍システム更新作業のため、臨時休
業します。
とき　10月30日㈯、31日㈰
問　駅前行政サービスセンター　☎
23・2323　市民課　☎24・8064

　国税に関する相談は、国税庁ホーム
ページのタックスアンサーやチャット
ボット、電話相談センターをご利用く
ださい。面接による相談は、分かりや
すく説明するために十分な面接時間が
必要なので、税務署へ事前に
相談日時などの予約をお願い
します。
問　小松税務署　☎22・1171　税務
課　☎24・8030

くらし

チャットボットキャラクター
税務職員ふたば▶

▼

防寒や感染症対策
を兼ねた反射材付き
グッズ

夕暮れ時の歩行や運転に気を付けよう



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_cityツイッター小松市公式アカウント
komatsu_japanインスタグラム小松市公式アカウント

@komatsu-cityLINE第2水曜日の北國･北陸中日
新聞朝刊に掲載新聞広報

くらしのかんづめくらしのかんづめ
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　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。
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小松市墓地の使用区画の
申し込み

小児慢性特定疾病児童等
の交流会、うつ病家族教室

おなかの赤ちゃん特別給付
金対象期間を延長します

ウイルス性肝炎講演会・
相談会

傷病手当の適用期間を
延長します

視覚障がい者福祉相談会

　小松市墓地（向本折町）の使用区画
（10区画）の受け付けを開始します。
公募期間　11月1日㈪〜26日㈮
永代使用料　170,000円/㎡（市外在
住者は255,000円/㎡）

そのほか　応募多数の場合は抽選を行
います。詳しくは市ホームページをご
覧になるか、お問い合わせください。
問　建築住宅課　☎24・8159①小児慢性特定疾病児童等の保護者交

流会
とき　10月14日㈭10時〜12時
内容　講話「おうちと地域にある病院以
上のケア力」、保護者交流会
講師　瀬戸清華（石川県立看護大学助
教）
対象　小児慢性特定疾病児童等の保護
者、医療的ケア児の保護者など
②うつ病家族教室
とき　10月14日㈭14時〜16時
内容　講演「うつ病の理解と対応」、家
族交流会
講師　長谷川英裕（加賀温泉駅前こころ
クリニック）
対象　うつ病患者の家族
ところ　いずれも南加賀保健福祉セン
ター
参加費　いずれも無料
申し込み　①10月8日㈮、②10月7日
㈭までに南加賀保健福祉センター健康
推進課　☎22・0796
問　ふれあい福祉課　☎24・8052

　感染症の不安を抱えながらおなかに
赤ちゃんを授かったお母さんを支援す
る、おなかの赤ちゃん特別給付金の対
象期間を12月31日まで延長しました。
対象者　小松市に住民登録があり、令
和2年8月1日から令和3年12月31日
までに母子手帳の交付を受けた人
給付額　おなかの赤ちゃん1人につき5
万円　※多胎妊娠の場合は子供の人数分
申請方法　母子手帳交付時にお渡しす
る申請書を市民課に提出してください。
問　市民課　☎24・8064

とき　10月22日㈮【講演会】14時30
分〜15時30分、【個別相談（予約制）】
15時40分〜16時30分
ところ　南加賀保健福祉センター
講演内容　B型肝炎、C型肝炎について
〜正しい知識と最新の治療〜
講師　島上哲朗（金沢大学付属病院　地
域医療教育センター特任教授）
対象　肝炎患者及びその家族、関心の
ある人など
参加費　無料
申し込み　10月15日㈮までに南加賀
保健福祉センター企画調整課　☎22・
0791
問　いきいき健康課　☎24・8056

　国民健康保険・後期高齢者医療保険
に加入している従業員が、新型コロナ
ウイルス感染症に感染または感染の疑
いで仕事を休んだ場合の傷病手当につ
いて、適用期間を9月30日から12月
31日に延長しました。
問　医療保険課　☎24・8059　生活相談、福祉制度の紹介、便利な

道具の体験などができます。
とき　10月22日㈮10時〜15時
ところ　芦城センター1階セミナールー
ムAほか
対象　視覚に障がいのある人とその家族
参加費　無料
申し込み　10月18日㈪までに石川県
視覚障害者協会　☎076・222・8781
ふれあい福祉課　☎24・8052

マイナンバーカードが健康
保険証として利用できます

　市民病院・粟津診療所では、10月1
日からマイナンバーカードを健康保険
証として利用できます。詳し
くは市民病院ホームページを
ご覧ください。
問　市民病院　☎22・7111

医療・福祉

秋の星空観察会

こまつ食彩朝市

とき　10月15日㈮19時〜21時（18時
50分までに集合、曇雨天中止）
集合場所　大倉岳高原スキー場
定員　30人（先着順、小学生以下は保
護者同伴）
参加費　無料
持ち物　懐中電灯、虫よけ剤、筆記用具
そのほか　市役所から送迎バスの運行あ
ります（18時20分までに集合、定員10
人、先着順）。
申し込み　10月8日㈮までに環境推進
課　☎24・8069

　地元で採れた新鮮な野菜、味
み

噌
そ

、梅
干し、花苗などを販売します。
とき　10月16日㈯8時
ところ　こまつ食彩工房（西軽海町）
持ち物　マイバッグ
問　農林水産課　☎24・8081

行事・募集

予定
区画

2㎡以上3㎡未満 3区画
3㎡以上4㎡未満 6区画
4㎡以上5㎡未満 1区画

令和4年度公立小松大学入学者選抜（学校推薦型選抜・社会人選抜）

公立小松大学　市民公開フォーラム

令和4年度　松東みどり学園　広域通学希望者募集
　今年度新たに開校した松東みどり学園は、通学区にかかわらず通学できる、教育委員会指定の広域通学モデル校
です。小中一貫教育による学力向上や、充実した英語教育、豊かな自然を生かし地域と連携した教育などが特長です。

「地域と世界のサステイナブルな未来を考える」　
　本フォーラムでは、地域と世界の今後を見据え、サステイナブルな未来につ
いて考察します。より良い未来について一緒に考えてみませんか。

高橋 泰 氏 田嶋 伸博 氏 浦野 邦子 氏 中村 誠一 氏
問　公立小松大学　総務課　☎23・6600

　試験内容などの詳細は、学生募集要項で確認してください。募集要項は公立小松大学で配布しているほか、
公立小松大学ホームページにも掲載しています。

問　公立小松大学　学生課　☎23・6610

募集人員

試験日程

とき　10月24日㈰13時30分〜16時　　
ところ　こまつ芸術劇場うらら大ホール
申し込み　公立小松大学ホームページから

対象　学校の特色を生かした学習に積極的に参加できる市内在住の
児童生徒
募集人員　新1年生から新7年生の各学年若干名
入学・転入学期間　令和4年4月から1年間（1年ごとに更新）
申込方法　電話、メールまたは市ホームページから
申込先　学校教育課　☎24・8122　 gakkou@city.komatsu.
lg.jp

オープン
キャンパス

11月13日㈯　
申込期間：10月12日㈫〜11月5日㈮

面談会 12月11日㈯　
申込期間：11月15日㈪〜12月6日㈪

結果通知 1月上旬予定

公立小松大学祭「青松祭」

詳しくは市ホームページをご覧ください ▶

学　部 学　科

選抜区分と募集人員（人）
学校推薦型選抜

社会人選抜地域推薦 一般推薦市　内 県　内
生産システム科学部 生産システム科学科 6 7 7 -

保健医療学部 看護学科 5 5 2 若干名
臨床工学科 2 3 3 若干名

国際文化交流学部 国際文化交流科 7 6 7 -
合計 20 21 19 若干名

大学入学共通テスト 課さない 課す 課さない

選抜区分 出願期間 試験日 合格発表日 入学手続期限

学校推薦型
選抜

地域推薦
（市内・県内） 11月1日㈪〜5日㈮ 11月13日㈯ 12月1日㈬ 12月10日㈮

一般推薦 12月14日㈫〜22日㈬ 令和4年2月5日㈯ 令和4年2月10日㈭ 令和4年2月18日㈮
社会人選抜 11月1日㈪〜5日㈮ 11月13日㈯ 12月1日㈬ 12月10日㈮

　今年の青松祭も、オンラインで開催
します。「UP United Power 〜力を一
つに〜」をテーマに、在学生はもちろん、
地域の人も参加できるイベントを企画
しています。
とき　10月23日㈯13時
ところ　オンライン配信
内容　サークル発表、キャンパス紹介、
学術企画、市内の名所紹介、キーワード
クイズなど
参加費　無料
問  公立小松大学  学生課  ☎23・6610

参加費
無料

先着
240人



金曜日19時55分～
（再放送：土曜日7時55分～）

声の広報
お茶の間ガイド

ラジオこまつ（FM76.6）
火曜日12時30分～13時ラジオ広報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
くらしのかんづめくらしのかんづめ
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第159回日商簿記検定小松産業技術専門校
11月入校訓練生募集

第7回はつらつ健康川柳
募集

とき　11月21日㈰1級・3級：9時〜、
2級：13時30分〜
ところ　小松商工会議所
受 験 料　1級：7,850円、2級：4,720
円、3級：2,850円
申し込み　10月22日㈮までに小松商工
会議所　総務・事業課　☎21・3121

　CADオペレーション科の訓練生を募
集します。
訓練期間　11月29日㈪〜令和4年3月
15日㈫
選考日　11月8日㈪13時30分〜
選考方法　面接、書類選考及び適性検
査
申し込み　10月27日㈬までに願書を
ハローワーク小松まで提出
問　 小 松 産 業 技 術 専 門 校　 ☎44・
1183　商工労働課　☎24・8074

　健康づくりや介護予防にちなんだ5・
7・5川柳を募集します。ユーモアのあ
る力作をお待ちしています。
応募方法　応募用紙（市ホームページ
からダウンロード可）に必要事項を記入
し、郵送、FAX、メールまたは持参
そのほか　応募は1人2作品まで。入賞
者には、表彰状及び副賞を授与します。
応募締切　11月30日㈫必着
応募先　〒923-8650　小馬出町91　
長 寿 介 護 課　 ☎24・8168　 FAX 23・
3243　 kaigo@city.komatsu.lg.jp

　新型コロナウイルス感染症の影響により延期に
なっていたスポーツ教室の開始日が決定しました。
詳細は小松市まちづくり市民財団ホームページをご
覧ください。

申込方法　電話またはメール。メールは希望の教室名、氏名、連
絡先を入力し送信してください。
申し込み　いずれも先着順。小松市スポーツ協会　☎23・5961 

komatsu.taikyo@gamma.ocn.ne.jp

内　容 と　き
レディース・スポーツ（女性対象） 10月4日〜
末広健康（60歳以上対象） 10月5日〜
南部健康（60歳以上対象） 10月6日〜
小松健康（50歳以上対象） 10月1日〜
ピラティス（女性対象） 10月25日〜
エアロビクス 10月28日〜

ラッピング講習会の
お知らせ

女性のための
シニアライフセミナー

第2回しみん救護員
再講習のご案内

　様々な場面で役立つラッピングテク
ニックを習得します。
と き　11月15日 ㈪9時45分 〜15時
30分
ところ　末広体育館
対象　受講後にシルバー会員として就
業を目指す市内在住の60歳以上の人
定員　10人（選考により決定）
参加費　無料
申し込み　11月1日㈪までにシルバー
人材センター　☎47・2855　 FAX 47・
2738

　人生100年時代に、健康で充実した
暮らしを送るためのヒントを学ぶセミ
ナーです。
とき　11月5日㈮13時30分〜16時
ところ　芦城センター
対象　シルバー人材センターに興味があ
る60歳以上の女性
定員　15人（先着順）
参加費　無料
申し込み　シルバー人材センター　☎
47・2855　FAX 47・2738

　応急手当の知識と技能を復習したい
人向けに再講習を実施します。
とき　11月28日㈰9時〜11時
ところ　消防本部
対象　既にしみん救護員の資
格を持つ人
定員　20人程度
参加費　無料
申し込み　10月31日㈰までに消防本
部ホームページから電子申請または申
込用紙（消防本部ホームページからダウ
ンロード可）に必要事項を記入しFAX
申込先　消防本部南消防署　☎44・
2591　FAX 44・5586

サイエンスヒルズこまつイベント情報

小松市スポーツ教室（秋季）

ところ　いずれも3Dスタジオ　　定員　いずれも60人（先着順）
申し込み　いずれも10月10日㈰8時〜ヒルズホームページから
問　ひととものづくり科学館　☎22・8610

●講演会「惑星探査の旅　あかつきを金星に連れてって」
　最新の金星探査の成果や、今後の国際プロジェクトにつ
いてお話しします。
とき　11月7日㈰10時30分〜11時40分
講師　廣瀬史子（JAXA研究開発部門主任研究開発員）

●講演会「宇宙の謎、ダークマターって何？」
　すばる望遠鏡によるダークマター探査研究についてのお
話です。
とき　11月23日㈫㈷10時30分〜11時40分
講師　高田昌広（カブリ数物連携宇宙研究機構　国際高等
研究所主任研究者）

ヒルズ×金沢大学　宇宙人材育成プログラム

最新情報はヒルズホームページでご確認ください ▶

参加費
無料

第23回小松市小学生
駅伝大会参加チーム募集

大杉みどりの里
秋のイベントのお知らせ

親子でさつまいも掘り
体験

明るい選挙
啓発メッセージ募集

とき　11月3日㈬㈷7時30分から受け
付け
ところ　小松運動公園内遊歩道
対象　市内在住の小学4〜6年生（男女
別1チーム5人、1人約1.3km）
参加費　無料
申し込み　10月13日㈬までに小松市
スポーツ協会　☎23・5961

◎歴史の道　菩提峠・戸谷隧
ずい

道
どう

（大杉ト
ンネル）&龍の地上絵見学　
と き　10月31日 ㈰9時〜12時30分

（小雨決行）
集合場所　里山自然学校こまつ滝ヶ原
定員　20人（先着順）
参加費　1,000円（昼食代）
持ち物　飲み物、軽食、防寒着、登山靴、
懐中電灯、折り畳み傘（トンネル内にコ
ウモリがいます）
◎紅葉の奥城山に登りませんか
とき　11月7日㈰9時〜15時（小雨決行）
集合場所　大杉みどりの里
定員　30人（先着順）
参加費　無料
持ち物　弁当、飲み物、雨具
そのほか　登山中のマダニ感染対策と
してスパッツを貸し出します。
対象　いずれも小学3年生〜70代の人
(中学生以下は保護者同伴）
申し込み　いずれも10月24日㈰まで
に大杉みどりの里　☎46・1812

　さつまいもの収穫を体験し、焼き芋を
食べて実りの秋を楽しみましょう。
とき　10月16日㈯9時〜12時
ところ　岩上町地内
対象　小学生の親子
定員　20人（1家族最大4人、先着順）
参加費　2,000円/家族
申込期間　10月6日㈬〜12日㈫
申し込み　こまつSATOYAMA協議会

（農林水産課内）　☎24・8078

　選挙啓発のための短文メッセージを
募集します。
対象　市内に在住、在学、勤務する30
歳未満の人（児童・生徒含む）
応募方法　10月29日㈮までに所定の
応募用紙に必要事項と作品を記入の上
郵送、FAXまたはメールで
応募先　〒923-8650　小馬出町91　
明るい選挙推進協議会（管財総務課内） 
☎24・8151 FAX21・3791 soumuka 
@city.komatsu.lg.jp

　講座の空き時間では、テーマにかかわらず相談や質問にお答えします。
対象　スマホ操作を習得したい人　　定員　各回4人（先着順）　　
参加費　無料　　持ち物　スマートフォン（お持ちでない人には貸し出します）
問　スマートシティ推進課　☎24・8048

申し込み　各開催日の前日までにスマホ教室受付ダイヤル　
☎080・2963・0604（受付時間：平日10時〜16時）

内　容 と　き
電源の入れ方 11月10日㈬13時30分〜14時30分

なんでも相談会 11月11日㈭13時30分〜14時30分

内　容 と　き
LINEを使ってみよう 11月2日㈫、4日㈭、11日㈭いずれも11時〜12時

地図アプリの使い方 11月2日㈫、11日㈭
いずれも9時30分〜10時30分

インターネットを使ってみよう 11月4日㈭9時30分〜10時30分

こまつまちづくり
交流センター 会場

公会堂 会場
（一階 和室）

申し込み　各開催日の前日までにこまつNPOセンター
☎46・6661

初めての人におすすめ！楽しいスマホ教室

ダイヤモンド・アカデミー
講座

　「脳を使いこなす」をテーマに、記憶
術体験で出来る自分を発見！
とき　11月5日㈮19時〜21時
ところ　こまつビジネス創造プラザ　
セミナールーム
定員　20人（先着順）　
参加費　1,000円
そのほか　無料託児有り（10月22日㈮
までに要申し込み）
申し込み　上記の申し込みフォームか
ら、または氏名・住所・電話番号・メー
ルアドレス・年齢を記載の上、（一社）
セルフデザインTao D★A事務局　
info@selfdesign-tao.com
問　（一社）セルフデザインTao D★A
事務局　☎22・2324　地域振興課　
☎24・8397



くらしのかんづめくらしのかんづめ

打越町
唐島田　一花 ちゃん （1歳）

Message　　　　　たくさん歩けるように

なったらいっぱいお出かけしようね！

パパ 龍馬さん　ママ 由果さん

いち かから しま だ

ハッピースマイル

今月の
消費せいかつ vol.
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賢い消費者になろう

宅配便業者を装ったSMSの
URLにアクセスしないで

問い合わせ
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

小松とまと一家  第6回  絵：あんず（小松市立高校芸術コース美術専攻）
※ショートメッセージサービス

3 1
4 2

※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。

市民相談 10/1
11/10

10/5㈫,19㈫,
11/2㈫

10/15㈮

第一コミセン

と　き ところ 問い合わせところ 問い合わせ

毎週土曜日

毎週土曜日

第3金曜日

月～金曜日

全
般

発
達

教
育

高
校
生

と　き

弁護士法律
（予約制1日5人）

同一案件
年1回限り

消費生活

心配ごと

結婚

家族会介護

教育相談
不登校相談
発達相談

小松こころの
電話相談

10/6㈬,13㈬,20㈬,
27㈬,11/10㈬

10/14㈭,28㈭

月～金曜日13時～
15時30分
※前日15時
までに予約

9時～17時

月～金曜日 9時～17時

月～金曜日 9時～17時

10/2㈯ 9時～12時

月～金曜日 9時～17時

月～金曜日 9時～16時

毎日 13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

小松サン・アビ
リティーズ

くらし困り
ごと相談

（人権擁護委員・
行政相談委員）

（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

くらしあんしん
相談センター
☎24・8070

石川被害者
サポートセンター
☎076・226・7831

交通事故
（予約制1日3人）

登記
（予約制1日4人）

クレサラ
多重債務
（弁護士）

（予約制1日4人）

司法書士
（予約制1日6人）
成年後見含む

社会保険
労務士

公証人
（遺言・任意後見）

行政書士

13時～16時

10/8㈮ 13時～15時

10/4㈪,11/1㈪ 13時～15時

10/22㈮ 13時～15時

犯罪被害者
相談 10/21㈭ 13時30分～

16時

10/19㈫ 13時～
14時30分

10/8㈮,22㈮
10時～12時
※前日16時
までに予約

10/26㈫
13時～15時
※前日16時
までに予約

くらしあんしん
相談センター
☎24・8071

13時30分～
15時30分

9時～
16時30分

社会福祉
協議会

教育研究
センター

発達支援センター
えぶりぃ

小松みどり
分校
やすらぎ小松
教室（小松北高
校横）

DV・性暴力
小松市パープル
ほっとライン
☎24・8178

社会福祉
協議会
☎22・3354

教育研究
センター
☎24・8124
発達支援センター
えぶりぃ
☎24・8434
小松みどり分校
☎24・0103
やすらぎ
小松教室
☎23・6669　
小松こころの
電話
☎24・5556

10/7㈭,14㈭,28㈭,
11/4㈭

10/21㈭
13時～15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

小松サン・アビリ
ティーズ

市民相談年間カレンダーは
市ホームページへ

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

今月のス
マホの通

信料

なんでこ
んなに高

いんだぁ
ついつい本物のメール
だと信じてしまった…

そ
う
い
え
ば

宅
配
業
者
か
ら

メ
ー
ル
が
来
て

い
た
な

Ｕ
Ｒ
Ｌ

皆さん！
そのメールは本物
　　　　ですか？

シロクマ宅配便

お荷物を
預かっております。
詳細はこちら

http://www.shiro…

数ヶ月前

Ｓ
Ｍ
Ｓ

10月18日㈪～24日㈰は「行政相談週間」
市のくらし困りごと相談の行政相談委員ま
たは総務省行政相談センター「きくみみ石
川」☎0570・090・110まで気軽にご相談
ください。

※

◆宅配便業者の不在通知を装った
SMSを送り、偽のURLにアクセスさ
せ、スマホが不正利用されるという
被害が起きています。
◆SMSで不在通知が届いても記載
のURLにアクセスしてはいけません。
宅配便業者の公式ホームページなど
で、正式なサービスか調べて真偽を
確認しましょう。
◆URLにアクセスしてしまったら、不
審なアプリがインストールされていな
いか確認しましょう。

スマホの通信料が前月より高
かったので携帯電話会社に確

認すると、身に覚えのないSMSを海
外に送信していた。思い返してみる
と、数カ月前に「荷物を預かってい
る」というSMSが届き、記載のURL
にアクセスしてしまっていた。

トラブル回避のポイント

事例

広報こまつ 2021.1017 16

パソコンやスマートフォンからいつでも、どこでも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。

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

電子申請サービスを
ご利用ください

休日・夜間医療情報

●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　10月14日 ㈭、11月11日 ㈭ い
ずれも13時〜、14時40分〜
ところ　すこやかセンター

母子の相談・教室
☎21・8118

健康づくりの相談・教室
☎24・8161

予約制予約制

いきいき健康課からのお知らせ

子育て＆健康づくり

●育児相談
とき　10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　10月11日㈪9時〜
●両親学級
と き　11月20日 ㈯13時30分 〜15時
30分
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　10月20日㈬9時〜

月〜金曜日（祝日除く）8時30分〜17時

育児相談ダイヤル ☎21・0101

8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）

石川県最低賃金の改正
時間額861円（10月7日～）

　石川県最低賃金は、パートタイマー・
アルバイトなどの雇用形態を問わず、県
内で働く労働者に適用されます。
問　石川労働局　☎076・265・4425
商工労働課　☎24・8074

全国都市交通特性調査に
ご協力ください

　国土交通省では、全国の都市交通の
特性や経年変化を把握するため、人の
動きに関する交通実態調査を実施しま
す。無作為に抽出した市内約2,500世
帯に調査票を郵送しますので、ご協力
をお願いします。
調査期間　10月〜11月　
問　国土交通省北陸地方整備局広域 
計画課調査実施本部　☎0120・937・
946（フリーダイヤル）　まちデザイン
課　☎24・8100

農地利用状況調査
（農地パトロール）の実施

　農業委員会では、遊休農地の実態把
握と発生防止・解消、違反転用発生防
止・早期発見などを目的に、10月〜11
月に農地の利用状況調査を行います。調
査時、農地内に立ち入ることがあります
ので、ご理解とご協力をお願いします。
問　農業委員会事務局　☎24・8152

宝くじコミュニティ助成を
活用しました

　今江町防災会が令和3年度宝くじ助成
金を活用し、防災備品を整備しました。
問　防災安全センター　☎24・8150

そのほか


