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高浜町
岩見　咲弥くん

高浜町
山田菜々美ちゃん

小室
高橋　光彩ちゃん

高浜町
小谷内健晴くん

上野
井上　結花ちゃん

谷屋
柴田　悠冴くん

高浜町
島田　花音ちゃん

上野
笠間　美月ちゃん

甘田
中塚　由奈ちゃん

富来領家町
村田　和希くん

高浜町
西田　翔瑛くん

高浜町
宮崎　寧々ちゃん

末吉
矢口　諦人くん

西山台
萬年　唯ちゃん

三明
山本　愛佳ちゃん

富来領家町
能岡　花梨ちゃん

富来地頭町
篠田　志桜ちゃん

富来七海
東　凌冴くん

富来地頭町
高橋　心咲ちゃん

鹿頭
干場研太郎くん

富来領家町
宮内　鈴朱ちゃん

平成23年
10月20日、
11月24日
の健診分

志賀町要保護児童対策地域協議会だより志賀町要保護児童対策地域協議会だより

身のまわりの事故に注意！

　子どもは何が危ないか分からないけれど、好奇心はとて
も旺盛です。平成 22 年の１年間に事故で石川県内 10 カ所
の定点医療機関を受診した乳幼児 1,474 件を調査した結果、
次のような傾向が見られました。

＊事故の発生曜日 土・日曜日が多い

＊事故にあった年齢 1 歳・2 歳に多い

＊事故が起きた場所 「家庭」が多い

＊事故原因 「落ちる」・「転ぶ」が多い

＊医師による診断名 「擦過傷・ねんざ・打撲」が多い

年齢別では・・・

0 歳→「誤飲、誤嚥」が多く、
事故による死因 1 位は窒息
となっています。

1 ～ 14 歳→「交通事故」
が多く、事故による死因 1
位となっています。

骨 折 ６件
薬物誤飲 ４件
打 撲 ３件
脳 挫 傷 ３件（１人死亡）
や け ど

各２件異物誤飲
交通事故

１歳以上の子どもの
死因 1 位は「事故」

○石川県内で起きた入院を要する中
　等度以上の傷病

これらの結果を参考に、お子さんの身のまわりの安全点検と
事故防止に心がけましょう。（参考：「石川県子ども事故予防通信」より）
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国民健康保険に加入・脱退する理由 届出に必要なもの

加　
　

入

ほかの市区町村から転入してきたとき ほかの市区町村から発行された転出証明書

退職などで職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書 ( 離職票など )

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
被扶養者でない理由の証明書

（健康保険扶養喪失証明書）社会保険などに加入していた人が後期高齢者医療制度（長寿
医療制度）に移行し、扶養の人が国保に加入するとき
子どもが生まれたとき 子どもを扶養する人の保険証、母子健康手帳

任意継続から国保に切り替えるとき
任意継続保険資格喪失証明書または喪失日の記載が
ある任意継続保険証

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

外国籍の人が国保に加入するとき 外国人登録証明書

脱　
　

退

ほかの市区町村に転出するとき 国保保険証

職場の健康保険に加入したとき 国保と職場の両方の保険証
（職場の保険証が未交付の場合は加入したことを証明するもの）職場の健康保険の被扶養者になったとき

国保の被保険者が死亡したとき 国保保険証、死亡を証明するもの

生活保護を受けるようになったとき 国保保険証、保護開始決定通知書

外国籍の人が国保をやめるとき 国保保険証、外国人登録証明書

そ
の
他

志賀町内で住所が変わったとき
国保保険証

世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき

修学のため、他市区町村に住所を移したとき 国保保険証、在学証明書

保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき 身分証（免許証、パスポートなど）

退職者医療制度 ( ※ ) に該当したとき 国保保険証、年金証書

次の理由で国民健康保険に加入・脱退をするときは、住民課または富来支所へ必ず届け出てください。

◆国保加入の届出が遅れると ･･･
　加入資格が発生した時点までさかのぼって、国民健康保険税を納めなければい
けません。また、その間の医療費は、全額自己負担になります。

◆国保を脱退する届出が遅れると ･･･
　資格がなくなったあと、手元にある国民健康保険証を使い診療を受けてしまう
と、国保で負担した医療費をあとで返していただくことになります。また、新た
に加入した職場の保険料と国民健康保険税の両方を納めることになります。

※届出には必ず印鑑を持参してください。

※退職者医療制度
国民健康保険に加入している65歳未
満の人で、厚生年金などの老齢（退職）
年金を受給し、加入期間が20年以上
または40歳以降に10年以上加入の人
が対象。手続きをしていない人は、
保険証、年金証書、印かんを持参し、
手続きをお願いします。

問住民課国保年金担当　32-9121
　富来支所総合窓口　　42-1111

問七尾年金事務所　☎0767-53-6511
　住民課国保年金担当　☎32-9121

口座振替で１年分を前納すると　…　

現金で１年分を前納すると　…　

口座振替の早割を利用すると　…　

　平成 23 年４月分から
　　保険料改定

　　　月額 　円
　　　　　　　　　年間納付額
　　　　　　　　　180,240 円

●口座振替の申し込み方法●

▶各金融機関の窓口、住民課、富来支所または七尾年金事務所で受け付けています。
▶申し込みの際には、次のものが必要となります。
　・引き落としを希望する通帳・届出印
　・年金手帳（基礎年金番号の記入が必要です）

すでに口座振替により前納して
いる人で引き続き第１号被保険
者である人は、毎年申し込みす
る必要はありません。

平成 24 年度保険料口座振替前納の申し込みは、２月 29 日 ( 水 ) まで

国民健康保険

国 民 年 金
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　高齢者にふさわしい臨時的・短期的・軽易な仕事を引
き受け、会員に提供する仕組みです。「人を雇うまでも
なく、専門業者に頼むほどでもない、かといって誰かに
頼むあてがない」そんな時は気軽に電話してください。
　次のような仕事を引き受けます

庭木の手入れ・雪吊り・人力除雪・農作業
屋内外清掃・障子張替・簡単な補修など

　ただし、危険な仕事、高所作業など、引き受け出来な
い事もあります。

《新規就業者募集》
　現在当センターにおいて緊急雇用創出事業（樹木
の剪定など）で入会会員を募集します。町内に住む

「働く機会を得たい」という健康で働く意欲のある
60歳以上なら誰でも会員になれます。

◆事務所業務時間　㈪～㈮　８時30分～ 17時15分

問㈳志賀町シルバー人材センター
　富来事務所（富来支所２階）☎42-2170　℻42-2180
　志賀事務所（文化ホール１階）☎32-9911　℻32-9912

農業委員会選挙人名簿の
登録申請について

平成 24 年度の学校給食
食材納入希望者を受付します。

雇用保険の資格取得届・喪失届の提出は
していますか？

仕事を依頼したい人ヘ
～シルバー人材センターからのお知らせ～

浄化槽の法定検査普及員による「家庭訪問」
～浄化槽をご使用の皆さまへ～

１　参加資格対象

　　学校給食食材取扱店および町内食品製造・販売店・
　　農水産物生産者など

２　申し込み受付期間

　　１月５日（木）から２月 15 日（水）まで

　なお、資格の有効期間は、平成 24 年４月１日から平
成 25 年３月 31 日までとします。

問志賀町学校給食共同調理場　☎32-1298

　加入用件（１週間の所定労働時間が20時間以上、31日
以上の雇用見込みがあることなど）を満たす従業員を雇
用することになった際は、雇用保険被保険者資格取得届
と、従業員が退職などにより加入用件を満たさなくなっ
た際には、雇用保険被保険者資格喪失届をハローワーク
に提出する必要があります。
　労働保険の申告納付のみではなく、従業員個人個人の
雇用保険の資格取得・喪失手続きが必要ですので、手続
き漏れがないか確認してください。
　なお、手続きには、出勤簿などの確認書類が必要です。

問ハローワーク七尾　☎ 0767-52-3255
　ハローワーク羽咋　☎ 0767-22-1241

　平成18年２月から浄化槽は保守点検・清掃の他に年
１回の法定検査が明確に義務づけられました。しかし未
だに法定検査の義務化の周知が不十分なため、この度法
定検査普及員が直接家庭を訪問し、説明しますので法定
検査へのご理解とご協力をお願いします。

○対象となる浄化槽
　個人など所有の浄化槽（住宅、店舗用などど）
　（ただし既に法定検査を受けている浄化槽、町が管
　理している浄化槽の場合は除く）

○訪問期間
　平成24年１月上旬～２月上旬　　平日９時～ 16時頃

○その他
　浄化槽法定検査普及員は(社)石川県浄化槽協会
　の身分証明書を胸に付けています。

問（社）石川県浄化槽協会（金沢市西泉５丁目93番地）
　　　　　　　　　☎076-241-7781
　能登中部保健所　☎0767-53-2482

◎選挙人名簿に登録される人◎
　平成 24 年１月１日現在で町内に住所があり、平成４
年４月１日以前に生まれた人で、次の①、②のいずれか
に該当する人。

　①　10 アール以上の農地を耕作している人
　　　（耕作している人で、10 アール以上の土地を所　
　　　　有しているだけの人は対象にはなりません）

　②　①の同居の親族か配偶者で、年間 60 日以上
　　　　耕作に従事している人

※詳細については、お近くの農業委員または下記までお

　問い合わせください。

問農林水産課　☎32-9290

　平成24年１月１日現在で調整する農業委員会委員選挙
人名簿の登録申請は、12月下旬に区長（生産組合長）を通
じて配布しました。地区ごとに取りまとめの上、１月10
日（火）までに農業委員会事務局へ提出してください。
　なお、平成24年度は任期満了による選挙が予定されて
います。
　選挙人名簿に登載されていない場合、投票したり、候
補者になることができませんので、申請漏れがないよう
注意してください。
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チャレンジ防災○×クイズ集
～全問正解して志賀町防災博士になろう～

みなさんは何問正解できますか？　○か×で答えてみてください。
答えは 16 ページ下に出ています。正しい知識で、日頃から安全対策を心掛けましょう。

番号 種別 レベル 問　　　題 解答欄
① 地震 高 大地震の発生前に、井戸の水が増えたり、いつもと違うことが起こることがあります。これを予知現象という。
② 地震 高 地震は地下の岩石に力がはたらき、割れ目（断層）ができるため起こる。
③ 津波 低 津波は地震で海の底に火山ができて爆発するので起こる。
④ 津波 低 海水浴にきていてすごく大きな地震の揺れを感じました。津波がくるかもしれないので急いで高いところに避難した。
⑤ 地震 中 震度 7 という揺れが最大の地震はまだ発生したことがない。
⑥ 地震 中 地震をおこした力の大きさを示す言葉をマグニチュードという。
⑦ 地震 中 震源地（地震の起こった場所）は消防庁が決めます。
⑧ 地震 高 一番深いところで起こる地震は 600㎞くらいです。
⑨ 津波 中 太平洋の真ん中（深さ 5,000m）くらいで津波が発生した場合の速さは新幹線とほぼ同じ（時速 250km）くらいです。
⑩ 地震 低 阪神・淡路大震災の後、地震を観測するため増やされた機械は地震計と震度計である。

◆日時　 　
◆場所　
◆内容
　【大ホール】
　・開会行事　生涯学習功労者表彰式
　・公民館教室等講座受講生によるアトラクション
　・記念講演　「金沢赤とんぼ童謡唱歌愛唱会」
　【文化ホール館内】
 　・公民館事業教室生の作品、グループ教室、サー
　　クル活動の受講生による作品の展示と発表。

　　　　　※作品の展示は１月28日㈯～ 29日㈰の２日間です。　　問生涯学習センター　☎32-2970

　記念講演は「金沢赤とんぼ童謡唱歌愛唱会」の皆
さんによる童謡の歌とお話です。童謡唱歌は、母親
から子へ、子から孫へと歌い継がれている、日本が
誇る文化財の一つでもあります。
　社会健康の歌声ともいわれている童謡唱歌。
　昔懐かしい童謡唱歌を会場全員で歌いましょう！
　大勢の皆さんの参加をお待ちしています。

　公用車を売払いします。希望する人は１月 10 日㈫から１
月 23 日㈪までに企画財政課監理室へ入札をお願いします。
また、開札会を１月 24 日㈫に行い落札決定は、入札金額が
一番高い人とします。ただし、入札期間および開札日が変更
となる場合があります、詳しくはホームページおよび企画財
政課監理室までお問い合わせください。
※ただし志賀町内に住所を有する個人および法人に限ります。

物件番号１　マツダ　GH-BJ5W（ファミリアワゴン  ４WD）

物件番号２　三菱　E-H36A（ミニカ ST  ４WD）

物件番号３　ダイハツ　V-S110P（ハイゼット  ４WD）

年　式 平成 14 年式 車　検 車検なし
排気量 1.49 リットル 走行距離 173,094Km
評価額 50,000 円（リサイクル料込）
　※走行距離は 12 月 1 日現在のものです。

年　式 平成６年式 車　検 車検なし
排気量 0.65 リットル 走行距離 141,281Km
評価額 30,000 円（リサイクル料込）
　※走行距離は 12 月 1 日現在のものです。

年　式 平成８年式
排気量 0.65 リットル
車　検 平成 24 年５月
走行距離 87,751Km
評価額 50,000 円

（リサイクル料・自
賠責３カ月分込）

物品（車両）売払いのご案内

※走行距離は 12 月 1 日現在のものです。

問企画財政課監理室　公有財産管理担当　☎32--9234

全問正解：志賀町防災博士に任命する。
５問以上正解：防災委員長に任命する。
４問以下正解：自分の身を守るため、
　　　　　　　もっとがんばりましょう

　健康で生きがいのある人生を送るためには、ひとりひとりの生涯学習が必要です。
「いつでも・どこでも・だれでも」が学べる生涯学習社会の実現を目指して、今年度も「志賀町生涯学習フェア」を開催します。


