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今月の税・料金の納期

令和3年12月1日現在

納付期限・1月31日㈪

（  ）は対前月の増減

口座振替をおすすめしています。
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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

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

【有害ごみ】電池、蛍光管、電球、バッテリー、
ライター、体温計など
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●セミセルフレジ（自動釣り銭機付きレジスター）を導入
　1月6日㈭から市民課、税務課の窓口にセミセルフレジを導入します。お客
様自らが直接現金を機械に入れていただく支払い方法
となり、感染症防止と待ち時間短縮につながります。
キャッシュレス決済にも対応しています。
問　市民課　☎24・8064

●キャッシュレス決済を拡大
　1月から利用できるQRコード決済の種類が増えました（太字部分）。キャッ
シュレス決済が使える窓口は市ホームページをご覧ください。

　破砕ごみを出す際に誤って有害ごみが
混入すると、処理の際に発火する恐れが
あります。
●破砕ごみを出す前にチェック！
◎家電製品から電池、バッテリーを外す
◎照明器具から蛍光管、電球を外す
◎バッテリーを
外せない製品は
有害ごみで出す

問　環境推進課　☎24・8069

破砕ごみ？ 有害ごみ？

vol.
81 ごみナビ

1月10日は110番の日

「傷病手当」の適用期間を
延長します

償却資産の申告は
お早めに

おなかの赤ちゃん特別給付
金対象期間を延長します

水道管の凍結防止と
検針のご協力のお願い

　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、事故の相手の特徴・状
況　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　地域振興課　☎24・8397

　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、適用期間を令和3年12
月31日から令 和4年3月31
日に延長しました。
問　医療保険課　☎24・8059

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4年春入隊の自衛官を募集して
います。
応募期限　①1月11日㈫　②2月2日㈬
応募資格　18歳〜32歳
試験日　①1月15日㈯　②2月6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8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11日㈪〜17日㈰のうち指
定する1日
問　自衛隊小松地域事務所　☎24・
5180　市民課　☎24・8064

　令和4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※郵便局（小松、安宅、小松今江、
御幸、月津、金野、国府、那谷、小松本
江、小松軽海）での取次も可
問　税務課資産税家屋・償却グループ
☎24・8163

　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、
特別給付金の対象期間を3月31日まで
延長しました。
問　市民課　☎24・8064

◎気温がマイナス3℃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
水が糸を引く程度に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
○長期不在の家は元栓を閉め、蛇口から
水を抜く　○長期間使用しない場合は水
道中止の届け出をする
◎検針時には、メーターボックス周辺
の除雪にご協力をお願いします。
問　料金業務課　☎24・8111

くらし

令和4年成人式
とき　1月9日㈰【第1部】10時〜　芦
城・松陽・国府・安宅　【第2部】14時
〜　丸内・御幸・南部・中海・板津・
松東
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13年4月2日〜平
成14年4月1日生まれの人
問　生涯学習課　☎24・8128

行事・募集

木曽町地域優良賃貸住宅
入居者募集

　入居資格や家賃など詳しく
は市ホームページをご覧くだ
さい。
問　建築住宅課　☎24・8095

小松市消防出初式

大杉みどりの里からのお知らせ

とき　1月8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）
中出暁史、樋川功、源田純也、小松真也、西角康弘、北哲也、竹本正智、玉田
修治、山﨑康司、河西喜範、横田考章、渡部遥

●写真展作品募集
　消防出初式をはじめ令和3年度中の消防団活動の写真を募集しま
す。応募は1人5点まで。
応募期間　1月11日㈫〜26日㈬
応募方法　写真裏面に住所、氏名、連絡先、
写真テーマを記載の上、郵送または持参
応募サイズ　カラープリント2L〜4つ切り（ワイド可）
応募先　〒923-0801　園町ホ110-1　小松市消防本部　消防総務課

①クロスカントリースキー教室・かんじき体験
　基本的な滑り方を指導します。初心者大歓迎！要
申し込み。
とき　1月〜3月の毎週土曜日10時〜、13時30分
〜（各1時間程度）
対象　個人、家族、グループ、部活動など
定員　10人以内

②クロスカントリースキーコースの利用
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、かんじき無料

③そりゲレンデの利用（無料）
　そりは持参してください。
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、事前に大杉みどりの里までご確認
ください。

④令和4年度利用申し込み
　大杉みどりの里の4月1日〜令和5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。
申込受付　1月11日㈫8時40分から
申し込み　①④いずれも大杉みどりの里　☎46・1812

問　消防本部消防総務課　☎20・2705

ライブ配信はこちら▶

詳しくはこちら▶

VISA、JCB、Mastercard、
AMERICAN EXPRESS、DinersClub、銀聯

PayPay、d払い、メルペイ、LINEPay、auPAY、
銀行Pay、Alipay、WeChatPay

問　スマートシティ推進課　☎24・8048

ICOCA、Suica、PASMO、Kitaca、TOICA、
manaca、SUGOCA、nimoca、QUICPay＋、
はやかけん、WAON、楽天Edy、iD、nanaco

クレジットカード

QRコード

電子マネー

市役所窓口での支払いを安全に、便利に！



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

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ラジオこまつ（FM76.6）
火曜日12時30分～13時ラジオ広報
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危険物取扱者
基礎講習会・試験

個性心理學で見つけよう
コミュニケーションのコツ

バランスボール
エクササイズ

国有林モニター募集石川障害者職業能力開発
校令和4年度入校生募集

◎危険物取扱者試験基礎講習会
とき　1月20日㈭、21日㈮いずれも9
時30分〜17時（全2回）
ところ　小松商工会議所
定員　24人（先着順）
参加費　4,000円
申込期間　1月5日㈬〜14日㈮
申込先　消防本部予防防災課　☎20・
2708
◎危険物取扱者試験
試験種類　①乙種第4類　②甲種、乙
種、丙種
試験日・会場　①2月19日㈯市民セン
ター　②2月20日㈰市民センター、2
月27日㈰石川県地場産業振興センター
願書受付　1月6日㈭〜13日㈭に（一
財）消防試験研究センター石川県支部へ
持参または郵送（〒920-0901　金沢市
彦三町2-5-27　名鉄北陸開発ビル7階）
願書配布場所　消防本部、南消防署
問　消防本部予防防災課　☎20・2708

　互いの個性の違いを認めることで、
相手と仲良くなるコツを個性心理學か
ら楽しく学ぶ婚活応援セミナーです。
と き　1月23日 ㈰13時30分 〜15時
30分
ところ　市民センター　ミーティング
ルーム
対象　独身の男女
講師　上野桂子（個性心理學認定講師）
定員　各15人
参加費　無料
申込方法　1月16日㈰までに
ホームページの申し込みフォームまた
はこまつNPOセンター　☎46・6661
問　地域振興課　☎24・8397　

　運動不足を解消したい人、産後の骨
盤のゆがみを解消したい人など音楽に
合わせ有酸素運動をしませんか。乳幼
児連れ可。
とき　1月26日㈬、2月5日㈯いずれ
も10時〜11時
ところ　市民センター
対象　どなたでも※産後の人は2カ月経
過し、医師による運動制限がない事
定員　各15人（先着順）
参加費　高校生以上500円、小・中学
生200円
持ち物　バランスボール(無料貸し出し
あり）、飲み物、動きやすい服装、ヨガ
マット
申し込み　1月16日㈰17時までに市民
センター　☎24・6101

　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。詳しく
は近畿中国森林管理局ホームページを
ご覧ください。
対象　県内在住の森林・林業
に関心のある20歳以上の人
委嘱期間　4月1日〜令和5
年3月31日
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・3412
問　農林水産課　☎24・8081

募集学科　①機械CAD科　②電子機器
科　③陶磁器製造科　④OAビジネス
科　⑤実務作業科　⑥キャリア・マネ
ジメント科
訓練期間　1年（⑥は6カ月）
対象　①〜④身体・精神障がいのある
人　⑤知的障がいのある人　⑥精神障
がいのある人
選考日　2月4日㈮　
申し込み　1月21日㈮までに必要書類
をハローワーク小松へ持参（書類はハ
ローワーク小松にあります）
そのほか　訓練見学可（要事前連絡）
問　石川障害者職業能力開発校　☎
076・248・2235　 商 工 労 働 課　 ☎
24・8074

ダイヤモンド・アカデミー
第3回講座

　〜DX※時代の戦略〜マーケティングは
感性とハートが鍵!※デジタルトランスフォーメーション

とき　1月21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※1
月7日㈮までに要申し込み
申し込み　上記の申し込みフォームまた
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事務局にメール
問　（一社）セルフデザインTao D★A 
事 務 局　 ☎22・2324　 info@self 
design-tao.com　地域振興課　☎24・
8397

第3回しみん救護員
講習のご案内

　しみん救護員は、自主防災組織の救
急救護リーダーとして活躍する人です。
災害時などには、応急手当をしていた
だきます。
とき　【基礎講習】2月5日㈯、6日㈰

【応用講習】2月26日㈯、27日㈰（基礎
講習と応用講習を各1日受講）
ところ　消防本部
対象　中学生以上（男女問いません）
※原則として、町内会長や事業所長か
ら推薦された人
定員　20人程度
参加費　無料
申込方法　1月24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持参

（FAX可）
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

ジュニアスポーツセミナー

◆ふらっとスターウオッチング
「水星観察にチャレンジ」
とき　1月8日㈯、9日㈰いずれも17時〜18
時（曇雨天中止）
ところ　屋外
参加費　無料

　運動神経系が発達しやすい年齢である小学生を対象に、体を動かす能力を高める
「動きづくり」や「速く走るコツ」などを学びます。
とき　2月19日㈯9時〜12時
ところ　こまつドームアリーナ
対象　市内の小学生
定員　300人（先着順）
参加費　無料
申し込み　1月11日㈫〜2月6日㈰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　（公財）小松市まちづくり市民財団　☎23・5961

◆ヒルズ×金沢大学　宇宙航空人材育成プログラム
講演会「月は地球のタイムカプセル」
　月を知ることは、地球と月の誕生を解明する手がかりにつながります。
これからの月探査ミッションについて過去の成果
を振り返りながらお話しします。
とき　2月13日㈰10時30分〜11時40分
ところ　3Dスタジオ
講師　大竹真紀子（会津大学教授）
定員　60人（先着順）　　参加費　無料
申し込み　1月10日㈪㈷8時〜ヒルズホームペー
ジから

◆体験教室
「新！泥だんごをつくろう」
　ピカピカの泥だんごを作ろう。
とき　1月23日㈰10時30分〜11時30分、
13時10分〜14時10分
ところ　フューチャーラボ
対象　小学生以上　　
定員　各10人（当日先着順）
参加費　200円（別途観覧料が
必要）

観覧料　大人500円、3歳以上高校生以下250円
問　ひととものづくり科学館　☎22・8610

最新情報はヒルズホームページで
ご確認ください ▶

フローラルこまつ
花
は な

楽
が っ

校
こ う

家庭菜園講座
（春夏野菜編）

サイエンスヒルズこまつ
飲食テナント出店者募集

◎園芸まなび会「花壇デザイン」
とき　2月8日㈫10時〜
ところ　市役所7階会議室
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11日㈫〜2月7日㈪に
緑花公園課　☎24・8102

とき　2月12日 ㈯10時 〜11時30分、
14時〜15時30分
ところ　第一コミセン
定員　各10人（先着順）
受講料　200円
持ち物　筆記用具
申し込み　1月12日㈬から第一公民館
☎23・2414

　2階飲食フロアの出店者を選定する公
募型プロポーザルの参加事業者を募集し
ます。詳しくはヒルズホームページをご
覧ください。　
申し込み　1月28日㈮までに
ひととものづくり科学館　☎
22・8610

農家が教える「味
み

噌
そ

づくり
（5キロ）講習会」

とき　1月16日㈰10時〜、13時30分〜
ところ　こまつ食彩工房（西軽海町）
定員　各20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

　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。

第160回日商簿記検定
と き　2月27日 ㈰3級：9時 〜、2級：
13時30分〜
ところ　小松商工会議所
受験料　3級：2,850円、2級：4,720円
申し込み　1月28日㈮までに小松商工
会議所　総務・事業課　☎21・3121



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

八幡町
山　まどか ちゃん （3歳）

Message
　　　　　

　　　　　いつも笑顔がかわいい

まどかちゃん。みんな大好きだよ！

パパ 克年さん　ママ 吾子さん

やま

ハッピースマイル

今月の

くらしのかんづめくらしのかんづめ

消費せいかつ vol.
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賢い消費者になろう

「コロナで困っている」と電話勧誘で
魚介類を購入させる手口に気を付けて

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9回  絵：あんず（小松市立高校芸術コース美術専攻）

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 1/1
2/10

1/18㈫,2/1㈫

1/21㈮

第一コミセン

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
12/29～1/3休み

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

司法書士
月イチ電話相談会

1/12㈬,26㈬,
2/2㈬,9㈬

1/13㈭,27㈭,
2/10㈭

月～金曜日
12/29～1/3休み13時～

15時30分
※前日15時
までに予約

9時～17時

月～金曜日
12/29～1/3休み 9時～17時

月～金曜日
12/29～1/3休み 9時～17時

2/5㈯ 9時～12時

月～金曜日
12/29～1/3休み 9時～17時

月～金曜日
12/27～1/5休み 9時～16時

毎日
12/28～1/4休み

1/9㈰

13時～17時

13時～16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

1/14㈮ 13時～15時

2/7㈪ 13時～15時

1/28㈮ 13時～15時

犯罪被害者
相談

（予約優先）
次回は2/17㈭ 13時30分～

16時

1/18㈫ 13時～
14時30分

1/14㈮,28㈮
10時～12時
※前日16時
までに予約

次回は2/22㈫
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
県教育支援センター
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
県教育支援センター
やすらぎ小松教室
☎23・6669　

石川県司法書士会
相談ダイヤル
☎076・292・1088　

小松こころの
電話
☎24・5556

1/6㈭,2/3㈭
1/13㈭,27㈭,2/10㈭

1/20㈭
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

カ
ニ
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なんでいつも
こうなるんじゃ 大

丈
夫
よ
、
お
母
さ
ん

電
話
勧
誘
だ
か
ら

ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
で
き
る
わ
よ

あら！ それなら一
箱

いただこうかしらコロナでカニの買い
手がつかず助けて
もらえませんか
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◆電話をかけてくる業者は「コロナで
困っている。助けてほしい」などと消
費者の関心を引き、魚介類の購入を
勧めてきます。連絡先を言わないな
ど、不審な点があればきっぱりと断
ることが大切です。
◆電話での購入を承諾してしまって
も、書面を受け取った日から8日間
はクーリング・オフ（無条件解除）が
できます。また商品購入を承諾して
いないのに、一方的に商品を送り付
けられた場合は、直ちに処分するこ
とができます。金銭の支払い義務は
生じません。

魚介類の販売業者から「コロ
ナで経営が苦しいので商品を

買ってほしい」と電話があり、2万円
で購入したが、届いた商品は値段に
全く見合わない物だった。

トラブル回避のポイント

事例

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。

電子申請サービスをご利用ください

いきいき健康課からのお知らせ

子育て＆健康づくり

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

新型コロナワクチン接種
証明書アプリがリリース

　マイナンバーカードを利用して新型コ
ロナワクチン接種の事実を公的に証明す
るアプリがリリースされました。勤務先や
催事などで必要な際にご利用ください。
なお、接種時にお渡しした接種済証でも
公的証明として有効です（海外渡航用を
除く）。詳しくはデジタル庁ホームページ
をご覧ください。
問　小松市ワクチンダイヤル
☎24・8123

11月の寄附（敬称略）
▽社会福祉へ　石崎和枝（河田町）、匿
名1件
▽子ども・子育て応援基金へ　㈲吉田
運輸建設（島田町）

そのほか

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（受付は11時30分まで）、13
時〜22時30分

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　1月13日㈭、2月17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

●育児相談
とき　1月24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11日㈫9時〜
●両親学級
とき　2月19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　1月19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

令和4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
応募期間　2月15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
を記入の上郵送
応 募 先　 〒923-8586　 向 本 折 町 戊
267　小松基地広報班「基地モニター募
集係」
問　小松基地広報班　☎22・2101（内
線510）　空港・基地政策課　☎24・
8045


