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職　　種 人　　員 応募資格・職務内容など 賃　　金

一般廃棄物処理施設
作業員 １人

普通自動車免許を有し、車両系建設機械（機体重量
３ｔ以上のバックホウ）を操作する資格を有する人

日額　5,704 円

平成 23年度羽咋郡市広域圏事務組合職員採用候補者試験のご案内
１　募集職種・人員など

２　勤務条件など　・勤務時間　週 38 時間 45 分の範囲内（休日などは別に指定）

　　　　　　　　　・交通費の支給あり、有給休暇および社会保険制度あり。

３　受験に必要な書類

　　　履歴書に写真および資格などの証明の写しを添付し、羽咋郡市広域圏事務組合総務課に提出してください。

４　申込期間　　　２月１日（水）～２月 24 日（金）（土日祝日を除く、８時 30 分～ 17 時 15 分）

５　採用試験　　　平成 24 年３月中に採用試験を実施する予定。（受験者に別途案内をします）

６　雇用期間　　　１年（６カ月単位更新）

７　採用予定　　　平成 24 年４月

８　お問い合わせ・申し込み先　〒 925-8505　羽咋市中央町ア 185　　羽咋郡市広域圏事務組合　総務課　職員係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎ 22-6610

最低賃金が改正されました
必ずチェック最低賃金！　使用者も　労働者も

石川県内の最低賃金が改正されました。使

用者は、最低賃金より低い賃金で労働者を

使用することはできません。６８７

７１８ ８１５８１５ ７５８ ７７０

円

円 円円 円 円

時間額

時間額 時間額時間額 時間額 時間額

[ 改正発効日 ]　平成 23 年 10 月 20 日

[ 改正発効日 ]　平成 23 年 12 月 31 日

詳しくは、石川労働局（☎ 076-265-4425）、または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
石川労働局のホームページ：http://ishikawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

○地域別最低賃金

○特定（産業別）最低賃金

石川県最低賃金

繊維工業 機械器具製造業 自動車製造業 電気機械器具製造業 百貨店、総合スーパー

『志賀町あんしんネット』を『志賀町あんしんネット』を
　　　　　利用してみませんか？　　　　　利用してみませんか？

　「志賀町あんしんネット」は、ＩＰ音

声告知端末の通知ボタンを押すと、あ

らかじめ登録された連絡先（パソコン、

携帯電話など 最大５件まで）に状況確

認依頼の電子メールを送信するサービ

スです。利用を希望する人は、申請書

を情報推進課まで提出してください。 

送信されるメールタイトルと本文（例）

タイトル：「志賀町あんしんネット情報」

メール本文：「志賀町末吉千古１番地１の志賀花子さんから状況確認

の依頼です。電話連絡 321111等をお願いします。」

問情報推進課　☎ 32-9261・32-9999

通知ランプ

◆日　時◆日　時　2月 11 日（土）　2月 11 日（土）

　　　　　10 時～ 16 時　　　　　10 時～ 16 時

◆場　所◆場　所　シーサイドヴィラ渤海　シーサイドヴィラ渤海

　志賀町祭第１回大漁起舟祭のサブイベントと　志賀町祭第１回大漁起舟祭のサブイベントと

して、棋士で七尾市出身の甲斐智美  女流王位、して、棋士で七尾市出身の甲斐智美  女流王位、

飯島栄治  七段、書道家でＮＨＫ大河ドラマ「武蔵」飯島栄治  七段、書道家でＮＨＫ大河ドラマ「武蔵」

を揮毫されるなどで有名な吉川壽一先生を招いを揮毫されるなどで有名な吉川壽一先生を招い

てゲームやトークショー、ジャンボ将棋対局なてゲームやトークショー、ジャンボ将棋対局な

どを行います。どを行います。

　　皆さまお誘い合せの上、ぜひご来場ください。皆さまお誘い合せの上、ぜひご来場ください。

「おもしろ楽しい将棋のつどい」「おもしろ楽しい将棋のつどい」
七尾市出身女流王位がやってくる !!七尾市出身女流王位がやってくる !!

問学校教育課　☎ 32-9360
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　志賀町グリーン・ツーリズム協議会では、新たに民泊をやってみ志賀町グリーン・ツーリズム協議会では、新たに民泊をやってみ
たい農林漁家の人（個人で民宿を経営されている人や家庭菜園でのたい農林漁家の人（個人で民宿を経営されている人や家庭菜園での
野菜などを栽培している会社員などの人でも可）を募集しています。野菜などを栽培している会社員などの人でも可）を募集しています。
　今、小学校や中学校では農家民宿などに宿泊し、農林漁作業　今、小学校や中学校では農家民宿などに宿泊し、農林漁作業
や郷土料理作り、地域文化活動を通じ、そこに住んでいる人たちとの交流や、その地域の豊かな自然に親しむや郷土料理作り、地域文化活動を通じ、そこに住んでいる人たちとの交流や、その地域の豊かな自然に親しむ
宿泊体験が増えています。これらは高い教育的効果があると認められ、宿泊体験を受け入れる地区や農林漁家宿泊体験が増えています。これらは高い教育的効果があると認められ、宿泊体験を受け入れる地区や農林漁家
も日本各地で増加しています。も日本各地で増加しています。
　宿泊受け入れをする側には、自宅を活用した副業としてだけでなく、訪れた体験者との交流を通じて、農林　宿泊受け入れをする側には、自宅を活用した副業としてだけでなく、訪れた体験者との交流を通じて、農林
漁業や地域を知ってもらい、消費拡大や地域活性化につなげる事ができる有意義な活動です。漁業や地域を知ってもらい、消費拡大や地域活性化につなげる事ができる有意義な活動です。
　本年６月には、志賀町を含む能登の里海里山が「世界農業遺産」に登録され、国内外からも注目されています。　本年６月には、志賀町を含む能登の里海里山が「世界農業遺産」に登録され、国内外からも注目されています。
　あなたも農家民泊に登録し、民泊受入をはじめてみませんか？　あなたも農家民泊に登録し、民泊受入をはじめてみませんか？

　　志賀町グリーン・ツーリズム協議会の会員として民泊受入登録して頂いた場合は、当協議会を通じて宿泊志賀町グリーン・ツーリズム協議会の会員として民泊受入登録して頂いた場合は、当協議会を通じて宿泊
体験の申し込みの斡旋や協議会のホームページへの掲載、農林漁家民泊の開業に向けたアドバイスなどの特体験の申し込みの斡旋や協議会のホームページへの掲載、農林漁家民泊の開業に向けたアドバイスなどの特
典があります。典があります。

●●　　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　　●●

　ひとり親家庭や共働き家庭では、親が働きながら子育てをするため、ゆっくりと子どもと
接する時間が少なくなりがちです。しかし、子を思い、より良い将来に向かって努力する親
の姿は、しっかりと子どもたちの心に響いているはずです。
　また、さまざまな悩みなどは、ひとりで抱え込まず親類や友人の協力を得たり、町の各相談窓口や地域の保育園
（マイ保育園）、子育て支援センターやファミリー・サポートセンターといった、子育てを応援・サポートしてくれ
る制度・機関などを積極的に活用してみましょう。きっとあなたの手助けになってくれるでしょう。

（参考：「家庭教育手帳～乳幼児編」より）

■お問い合わせ先　七尾児童相談所　☎0767-53-0811　子育て支援課　☎32-9122　志賀町児童相談　☎090-8267-4693

※農林漁家民泊とは…
農林漁家が少人数（概ね５人程度）の体
験者を宿泊受入し、農林漁の体験や地域
の人々とのふれあいを楽しむ事です。

　【応募先・【応募先・お問い合わせ先】お問い合わせ先】
　志賀町グリーン・ツーリズム協議会
　　　志賀町富来領家町甲－ 59　シーサイドヴィラ渤海内　☎ 42-8080　℻ 42-8081

志賀町では、不妊治療に係る費用の一部を助成しています。
　　対 象 者：治療を受ける以前に町内に１年以上住所を有し、夫婦合算の年間所得額が730万円未満の夫婦
　　申請期間：診療日の属する年度内（年度とは４月１日～３月 31 日まで）

不妊治療費の助成について不妊治療費の助成について不妊治療費の助成について不妊治療費の助成について

助成金額　自己負担額の２分の１以内の額で、年７万円を限度
　　　　　　※ただし、県内に１年以上住所があり、町内に住所を有して１年未満の人は年５万円を限度。

助成期間　連続２年間　　※ただし、人工授精など医療保険適用外は５年間

◎一般不妊治療：タイミング療法、薬物治療、手術療法、人工授精など

◎特定不妊治療：体外受精、顕微授精

必要書類など詳しくは、お問い合わせください。
【お問い合わせ・申請先】　子育て支援課　☎ 32-9122

助成金額　県の助成を優先。
　　　　　　自己負担額から県の助成を除いた額の７割で、一般・特定合わせて年 70 万円を限度。

助成期間　通算５年間（連続でも隔年でも可能）
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① ○ 震度１程度の地震は体に感じません。
② × マグニチュードは地震のエネルギーを表しています。
③ × 震度は地下の地盤の状態に影響されるため、震央から離れた場所で大きな震度となるケースもあります。
④ ○ マグニチュードが２違うと、エネルギーは 30 × 30 で 900 倍も違います。
⑤ × 正解はプレートです。プレートが動くことによって、大陸が移動したり、地震のエネルギーがたまります。
⑥ ○ 活断層は一定の時間で繰り返し動き、この際地震が発生します。
⑦ × 正解は根尾谷断層です。この断層は岐阜県根尾村にあり、濃尾地震では 6mもの地層の上下ズレが発生しました。
⑧ ○ この断層は淡路島にあり、現在も断層記念館で見ることができます。
⑨ × 正解はGPS です。グローバル・ポジショニング・システムの略で人工衛星からの電波によって正確な位置を決めます。
⑩ ○ 直前すべりが発生し、岩盤に加わる力が変化すれば、この「歪み計」に異変が現れると考えられます。
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　法務局職員、公証人、司法書士、土地家屋調査士、人権擁護委員が登記・戸籍・国籍・供託・人権など
に関する相談に応じます。
　相談は、無料です。
　相談内容の秘密は厳守します。

　石川県司法書士会では「相続登記はお済みですか月間」に合わせ、県内 15 の会場において、「遺言・相
続登記司法書士無料法律相談会」を実施します。

【日　　時】　　２月 12日（日）　　10時から 16 時まで

【場　　所】　　金沢地方法務局（金沢新神田合同庁舎内）　金沢市新神田４丁目３番１０号

【相談内容】　　登　　記（相続・遺言・売買・抵当権抹消・土地境界・会社など）

　　　　　　　人　　権（いじめ・セクハラ・近隣のトラブルなど）
　　　　　　　戸籍国籍（婚姻・養子縁組・成年後見・帰化など）
　　　　　　　供　　託（給与の差押・家賃のトラブルなど）

お気軽にご利用ください。

【お問い合わせ、予約先】金沢地方法務局総務課　☎ 076-292-7810

　　　　　　　　　　　お問い合わせは前日までにお願いします。

【お問い合わせ】石川県司法書士会　☎ 076-291-7070　℻ 076-291-4285

　　　　　　  　当日は電話による相談も受け付けます。　臨時・相談専用ダイヤル 076-291-0099

「全国一斉！法務局休日相談所」の開設「全国一斉！法務局休日相談所」の開設

県内一斉！遺言・相続登記司法書士無料法律相談会県内一斉！遺言・相続登記司法書士無料法律相談会

【日　　時】　　２月５日（日）　　13時から 16 時まで
　　　　　　　　　　　　　　　　（司法書士会館は、10 時から 16 時）

【場　　所】　　　
　〈金沢地区〉　石川県司法書士会館（金沢市新神田） 、大和香林坊店（金沢市香林坊）、  めいてつ・エム

ザ（金沢市武蔵町）、  アル・プラザ金沢（金沢市諸江町）、  イオン杜の里店（金沢市もりの里）、  
アル・プラザ津幡（津幡町北中条）、イオン御経塚店（野々市市御経塚）、 アピタ松任店（白
山市幸明店）

　〈小松地区〉　小松市公会堂（小松市丸の内公園町）、 イオン小松店（小松市平面町）

　〈加賀地区〉　イオン加賀の里店（加賀市上川崎町）

　〈羽咋地区〉　コスモアイル羽咋（羽咋市鶴多町）

　〈七尾地区〉　フォーラム七尾（七尾市御祓町）

　〈輪島地区〉　ショッピングセンター「ファミィ」（輪島市宅田町）

　〈珠洲地区〉　ショッピングプラザ「シーサイド」（珠洲市飯田）  
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「介護福祉士」国家試験受験準備講習会

　平成23年度介護福祉士国家試験

（実技）を受験する人を対象に準備
講習会を開催します。

◆日時・会場
・七尾会場　２月25日㈯  ９時～ 16時
　青山彩光苑ライフサポートセンター
・小松会場　２月26日㈰  ９時～ 16時
　特別養護老人ホーム松寿園
・金沢会場　２月28日㈫、29日㈬
    ９時～ 16時　福祉総合研修センター

◆定　員　各回30人
◆参加費　各回3,150円（テキスト代別）
問石川県福祉人材センター

☎076-234-1151

志賀町社会福祉協議会から
寄付のお知らせ

◆匿名の人から、社会福祉向上に
200,000円

◆志賀町グラウンドゴルフ協会様
から、ホールインワン基金を社
会福祉向上に97,736円

◆志賀町グラウンドゴルフ協会志
賀支部様から、ホールインワン
基金を社会福祉向上に74,806円

◆ＪＡ志賀女性部志賀支部様から、
愛の助け合い募金を社会福祉向
上に11,064円

◆志賀町婦人加工連絡会様から、
チャリティてんと市の売上の一
部を社会福祉向上に15,000円

◆梨谷小山の永田　健様から、両
親の供養として社会福祉向上に
100,000円

善意の花募　集
福祉・介護の就職フェア
～合同就職面談会～

　福祉・介護の仕事に興味のある人
と職員採用予定のある事業所との合
同面談会を開催します。
　福祉・介護の就職を希望する人な
ら、どなた（一般・学生）でもお越し
ください。
◆日　時　２月11日㈯　13時～ 16時
◆場　所　石川県地場産業振興センター
　　　　　本館　大ホール
※入場無料、申込不要、履歴書不要
※当日の求人内容は、事前にホーム
ページに掲載します。
問石川県福祉人材センター　☎076-234-1151
URL:http://www.isk-shakyo.or.jp/

志賀町とぎ地域福祉センター
利用時間変更の案内

　志賀町とぎ地域福祉センター（酒
見地内）の利用時間を、２月９日（木）
から次の時間に変更しますので、ご
理解とご協力をお願いします。
　志賀町とぎ温泉センター（酒見地
内）は22時まで利用可能（毎週月曜
日のみ休館）ですので、併せてご利
用ください。
◆利用時間　８時30分～ 17時
　　　　　　（入浴は９時～ 16時）
◆休館日　毎週水曜日
問志賀町とぎ地域福祉センター

☎42-2020

積雪時の水道メータ検針のお知らせ

　積雪時には、メータ器周辺の除雪を
お願いします。
　毎月１～ 10日の間に、水道メータ
検針をしております。
　積雪などのために、水道メータの検
針が出来ないときは、前月までの使用
水量などを参考にした推定検針を行う
場合があります。実際の使用料金との
差は次月の検針で精算します。
　ご理解とご協力をお願いします。
問上下水道課　☎32-9533

自動車の検査・登録申請
混雑する３月期を避けて、お早めに！

　３月半ばを過ぎると名義変更や廃
車の手続きがピークに達し、１日に

3,000件以上（平常の３倍以上）とな
ることがあり、申請の処理に半日も
待つ状況となります。
　継続検査（車検）は有効期間の満了
する日の１カ月前から受検できま
す。比較的空いている２月中旬まで
に受検するよう、また、名義変更や
廃車の手続きなどは３月上旬までに
済ますよう、ご理解とご協力をお願
いします。
問北陸信越運輸局　石川運輸支局
☎050-5540-2045（登録に関すること）
☎076-291-7852（検査に関すること）

　就職支援のプロフェッショナル「ジョブサポーター」が、個別相談をはじめ、応募書類の書き方、面接対策、職業適性診断な
ど、一人一人にあったサービスや情報を提供するため、次の両日に出張相談会を行います。職業適性診断も行います。
　ご利用は無料ですので、お気軽にお立ち寄りください。

　　■開催日時：1回目　２月21日（火） 9：30 ～ 12：30　　2回目　３月13日（火）　9：30 ～ 12：30
　　■場　　所：志賀町文化ホール　第21研修室
　　■対 象 者：就職や仕事の相談を希望する35歳未満の人（再就職を目指す女性の方の相談も受けます）
　　■予　　約：ジョブカフェ石川　能登サテライト（☎0767-53-7070）まで予約をお願いします
　　　　　　　　（予約なしの場合はお待ちいただくことがあります）。

就職支援のプロフェッショナルが個別相談を受けます就職支援のプロフェッショナルが個別相談を受けます
～ジョブカフェ出張相談～～ジョブカフェ出張相談～
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情報パーク情報パーク

町長談話室の日程

◆日　時　２月１日㈬
　　　　　13時30分～ 15時30分
◆場　所　役場本庁舎　１階
◆日　時　２月８日㈬
　　　　　13時30分～ 15時30分
◆場　所　富来支所
※開始時刻および終了時刻は都合
により変更になる場合があります
ので、事前にご確認ください。
問総務課　☎32-9311

今月の窓口延長業務

住民票・戸籍謄抄本・印鑑証明な
どの発行業務
　２月４日㈯・18日㈯・25日㈯
　　　　　　　９時～ 12時30分
(注意)窓口延長業務は本庁舎の住
民課窓口での取り扱いとなります。
諸証明発行業務で一部取り扱いで
きない業務もあります。事前に電
話などで確認の上、窓口にお越し
ください。
問住民課　☎32-9121

・固定資産税第４期
・国民健康保険税第８期
・後期高齢者保険料第11期
・介護保険料第８期
納期限は２月29日（水）です。

無料法律相談

◆日　時　２月20日㈪
　　　　　９時30分～ 15時30分
◆場　所　役場本庁舎　相談室
◆相談弁護士　國田武二郎弁護士
　　　 （堀松出身・名古屋市在住）
◆相談時間　１人30分（要予約）
◆募集定員　９人（予定）初めての
人を優先します
※定員になり次第締切りとします。
※申込用紙は本庁舎住民課と富来
支所総合窓口にあります。
問住民課　☎32-9121

聴覚障害者の皆さんへ

手話通訳者の設置日のお知らせ

　みなさんのご相談、行政手続き

などに対応しますので、どうぞお

気軽に利用してください。
　設置日時は次のとおりです。
◆健康福祉課窓口
※２月２日㈭・７日㈫・９日㈭
             14日㈫・21日㈫・28日㈫
      10時～正午
※２月16日㈭･23日㈭   14時～ 16時
◆富来支所総合窓口
※２月１日㈬・15日㈬　14時～ 16時
問健康福祉課　☎32-9131

七尾法律相談センター

◆日　時　２月２日㈭・９日㈭
16日㈭・23日㈭　13時30分～ 16時
◆場　所　七尾駅前パトリア
　　　　　５階「フォーラム七尾」
◆相談料　30分以内　5,000円
※ただし、次のいずれかの場合は
相談無料です。
・クレサラ相談
・負担が困難な人で法律援助資力
基準に該当する人
※相談希望者は相談日前日の17時ま
でに金沢弁護士会（☎076-221-0242）
へ電話予約してください（先着５人）

総合相談（無料）

　総合相談所を町内２カ所で開設
します。どちらの地域でも相談で
きます。お気軽にお越しください。
※秘密は厳守します。
◆相談員　行政相談委員、人権擁
護委員、民生・児童委員、司法書士、
法務局の方々が相談に応じます。
＜志賀地域＞
◆と　き　２月10日㈮　10時～ 15時
◆ところ　志賀町文化ホール２階
問志賀町社会福祉協議会志賀支所
☎32-1363
＜富来地域＞
◆と　き　２月10日㈮　10時～ 15時
◆ところ　富来行政センター２階
　　　　　201会議室
問志賀町社会福祉協議会　☎42-2545

ひとり親家庭相談

自立支援員が相談に応じています。
くらしのこと、子どものこと、貸付
金のこと、就職のことなど、どんな
ことでもお気軽に相談ください。
◆日　時　２月23日㈭
　　　　　10時～ 15時
　※毎月第４木曜日
◆場　所　役場本庁舎　相談室
問子育て支援課　☎32-9122

障害者福祉総合相談

◆日　時　２月８日㈬
　　　　　13時30分～ 15時30分
◆場　所　役場本庁舎　11会議室
問健康福祉課　☎32-9131

ハローワーク相談

◆日　時　２月15日㈬14時～ 15時30分
◆場　所　富来活性化センター
問商工観光課　☎32-9341

相　談

お知らせ


