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　志賀町出身の自衛隊入隊予定者の激励会が、２月21日
（木）に開かれました。
　入隊予定者は４人。金沢星稜大４年の上田崇朗さん（今
田）、山梨学院大４年の本田祐太郎さん（中畠）、志賀高３
年の桧川翼さん（小浦）が陸上自衛隊、仏教大出身の本谷健
介さん（長沢）は海上自衛隊に入隊予定です。
　４人は、「国防の仕事に誇りを持ち、立派な自衛官になる」
と力強く決意しました。

　アルミ缶の回収に取り組み、リサイクル活動に貢献した
NPO法人すみれ作業所は、２月19日（火）にアルミ缶リサ
イクル協会から表彰を受けました。
　施設利用者の自立促進、就労支援を目的に、平成５年の
設立よりアルミ缶の回収を始め、平成21年には空き缶を
つぶす機械のプレス機を更新。昨年は利用者14人と、施
設を支えるボランティア会「あしたばの会」の協力によっ
て、1,360キロを回収しました。
　若狭俊盛施設長は「これからもメンバーと一緒に頑張っ
てリサイクルに協力したい」と意気込みを話しました。

　男女共同参画推進出前講座が２月20日（水）に上熊野公民館、３月17日（日）に富来活性化センターでそれぞれ行われ、
男女共同参画について学びました。
　上熊野公民館では、男女共同参画を推進する団体「ジェンダーイコーリティ金沢きらめき'S」が、富来活性化センターで
は、「男女共同参画推進ネットワーク小松の会」が、介護問題や夫婦、家族の生活、生き方について紙芝居を用いて披露し
ました。参加者は紙芝居を見て「相手の立場に立って、互いを思いやることが男女共同参画の基本なのでは」と話しました。
　どの講座も料理教室が開かれ、福浦港で農家レストランを営む室谷加代子さんを講師に招き、エビフライやハス蒸し、
カス汁などを参加者同士相談しながら調理しました。

激励会に出席し決意を固める入隊予定者ら

表彰状を受け取る若狭俊盛施設長

国の安全と平和を目指し決意

回収優秀団体にすみれ作業所

男女共同参画を学ぶ

自衛隊入隊予定者激励会

アルミ缶回収協力者表彰

男女共同参画推進活動事業

◀料理を通して男女共同参画を学ぶ（富来活性化センター）

▲紙芝居を通して、男女共同参画について考える参加者
（上熊野公民館）
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　石川県と子育てにやさしい企業推進協議会が、プレミアム・
パスポート利用者に対して行ったアンケート調査で、シオン
マネジメント株式会社は優良企業に選ばれ、「子育てにやさ
しいホープ賞」を受賞。３月15日（金）に石川県知事から表彰
を受けました。
　アクアパーク・シオンでのプレミアムパスポート特典は、
小学６年生までの入館料が無料となっています。シオンマネ
ジメント株式会社の大平克典施設部長は「これからも子育て
家族を応援したい。どんどん利用してほしい」と話しました。ホープ賞を受賞し喜ぶ従業員の皆さん

子育てにやさしい店ホープ賞
シオンマネジメント株式会社

　志賀原子力発電所は、３月12日（火）にすべての交流電源
が喪失したときに備えた原子力緊急事態対応訓練を行い、
安全強化策の有効性を確認しました。
　震源を能登半島沖として、震度６強の地震が起こり、最
大5.2メートルの津波が襲ってきたとの想定で行われまし
た。耐震性の貯水槽から消防車を使って、原子炉や燃料プー
ルへ送水。大坪川ダムからポンプを使って貯水槽へ送水す
る訓練も行われました。新たに配備した大容量電源車によ
る給電訓練も行われました。

　東日本大震災をこれからも忘れてはいけない、これからも
応援していくという思いで、志賀町の子ども団体や高校生で
構成された「しかっこGENKID’S」が、３月17日（日）に文化ホー
ルでチャリティイベントを開催しました。
　会場では、宮城県女川町の被災地写真が展示されたほか、
募金活動やバザーも行われ、ステージではダンスや太鼓演奏、
園児による合奏で被災地へエールを送りました。
　募金やバザーの売り上げは、義援金として３月29日に、
女川町へ直接届けられました。

　志賀町富来B＆G海洋センター「フレア」の水泳教室に
通う池端俊哉君（富来中１年）と日髙雅子さん（志賀中１
年）が、３月27日から新潟県で行われる全国JOCジュニア
オリンピックカップ水泳競技大会に出場します。
　２月に行われた予選会で、全国大会の出場条件となる
標準記録を突破した池端君は50m背泳ぎ、日髙さんは
200m自由形と400m自由形に出場。初出場の池端君と３
回目の出場となる日髙さんは「緊張するけど、お互いに
頑張って良い泳ぎを見せたい」と意気込みを話しました。池端俊哉君と日髙雅子さん

バザーコーナーには多くの人が集まった

放射線を測るモニタリング訓練も行われました。

中学生スイマー全国大会へ

大規模地震に備え訓練

志賀からのＹＥＬＬ　被災地へ届け

志賀町富来Ｂ＆Ｇ海洋センター

志賀原子力発電所

東日本大震災復興応援の集い
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　　　　　　　　　　　　　　　　　申請諸様式　志賀町指定様式（志賀町ホームページ、企画財政課にあります）
　　　　　　　　　　　　　　　　　次の書類を各１部提出してください。

書類の名称 建設工事 測量・建設ｺﾝｻﾙ
① 競争入札参加資格審査申請書 ● ●
② 商業登記簿謄本　（法人の場合に限る。申請日の２カ月以内のもの）【写し】 ● ●
③ 総合評定値通知書　（経営事項審査結果通知書）【写し】 ●
④ 許可証明書および登録証明書【写し】 ● ●
⑤ 工事経歴調書または測量等実績調書　（直前２年の各営業年度分） ● ●

⑥ 技術職員名簿など

総括表 ● ●
技術職員名簿または経歴書 ● ●
※委任状提出の場合は、
　委任先の技術職員名簿または経歴書 ● ●

⑦ 決算書　（直前２年の各営業年度分）【写し】 ●

⑧
納税証明書　（国税（所得税、法人税、消費税）、県税、市町税）【写し】
※未納税額がない旨の証明

● ●

⑨ 使用印鑑届 ● ●
⑩ 委任状　（代理人を選任した場合提出してください。） ● ●
⑪ 営業所一覧　（該当者のみ） ● ●
⑫ グループ会社一覧表　（該当者のみ） ● ●
⑬ 志賀町暴力団排除条例に伴う誓約書および役員などの名簿 ● ●

泫 建設工事入札参加申請者は経営事項審査を受審し､ 格付けに必要な総合評定値を有していること。

　　　　　　　　　　申請諸様式　志賀町指定様式（志賀町ホームページ、企画財政課にあります）
　　　　　　　　　　次の書類を各１部提出してください。

書類の名称
① 競争入札参加資格審査申請書（物品など）
② 商業登記簿謄本　（法人の場合に限る。申請日の２カ月以内のもの）　【写し】
③ 決算書　（直前２年の各営業年度分）　【写し】
④ 納税証明書　（消費税および地方消費税、県税、市町税）　【写し】　※未納税額がない旨の証明
⑤ 委任状（代理人を選任した場合提出してください）
⑥ 営業所一覧　（該当者のみ）
⑦ グループ会社一覧表　（該当者のみ）
⑧ 志賀町暴力団排除条例に伴う誓約書および役員などの名簿
⑨ 計量・防除（駆除）・清掃・警備・建物管理などで資格を必要とする業種は、許可書・資格者証を添付　【写し】

　平成 25・26 年度において、志賀町が発注する建設工事について、競争入札および見積徴集に参加を希望す
る人は､ 企画財政課まで資格審査申請書を提出してください。町内業者の申請は、随時受け付けします。
　志賀町ホームページ（http://www.town.shka.lg.jp）で要領および様式などの詳細を掲載していますので、確
認してください。

入札参加資格審査申請は済みましたか？

　申請を行う業務ごとに、書類をフラットファイル（Ａ４－Ｓ型）につづり、提出してください。
泫　色指定あり　 ●工事　･･･　青　　　●測量・建設コンサル　･･･　黄　　　●物品等　･･･　ピンク
　資格審査申請書の商号または名称、代表者名には必ずフリガナをつけること。
またＡ４ファイルについても、表紙と背表紙には商号または名称を記載してください。

▶受付期間　随時（土、日・休日を除く）　９時 ～ 17 時 まで（時間厳守）
■提出・問い合わせ先　　企画財政課入札契約担当　　☎ 32-1111（内線 334）

【工事、測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ】

【物品など】



♥♥
　犬の登録は生涯１回ですが、狂犬病予防注射は毎年必ず受
けなければなりません。登録している人は郵送されたはがき
を注射会場まで持参してください。

新規登録および 注射料金  6,000 円
注射のみ料金　3,000 円

愛犬に愛情を

狂狂犬犬病病予予防防注注射射

注射実施日 注射会場 注射時間

４月７日
（日）

笹波旧農協作業所前 10:00 ～ 10:30

旧西浦農協支所前 10:40 ～ 11:30

富来支所（車庫側） 13:00 ～ 15:00

４月８日
（月）

熊野多目的集会所 10:00 ～ 10:20

日下田防火用水前 10:30 ～ 10:40

町居バス停留所前 10:45 ～ 11:00

旧熊野小グラウンド側駐車場 11:05 ～ 11:20

福浦港漁協前 11:30 ～ 12:00

七海会館前 13:10 ～ 13:30

大福寺能登富士ふれあい文化ｾﾝﾀｰ駐車場 13:45 ～ 14:00

稲敷クラブ前 14:10 ～ 14:30

旧西増穂農協支所前 14:40 ～ 15:00

４月９日
（火）

旧稗造小学校登り口（富来側） 10:30 ～ 10:50

旧稗造農協支所跡前 11:00 ～ 11:10

旧富来川農協支所前 11:20 ～ 11:50

東増穂コミュニティセンター 13:00 ～ 13:50

西海高齢者活性化センター 14:00 ～ 14:30

赤崎旧農協作業所跡前 14:40 ～ 15:00

４月 11 日
（木）

土田公民館前 10:00 ～ 11:00

仏木集会所前 11:10 ～ 11:30

上熊野公民館前 11:40 ～ 12:00

米町自転車道路休憩所前 13:10 ～ 13:40

志賀町林業拠点センター前 13:50 ～ 14:10

末吉集会所前 14:20 ～ 15:00

４月 12 日
（金）

出雲バス停前 10:00 ～ 10:10

志賀農協加茂支店前 10:20 ～ 10:40

矢駄集会所前 10:50 ～ 11:00

志賀農協下甘田支店前 11:10 ～ 11:50

志賀農協中甘田支店前 13:00 ～ 13:30

大島集会所前 13:40 ～ 14:20

甘田集会所前　 14:30 ～ 15:00

４月 14 日
（日）

赤住公民館前 10:00 ～ 10:20

百浦集会所前 10:40 ～ 11:00

志賀農協志加浦支店前 11:20 ～ 12:00

志賀町役場裏車庫前 13:00 ～ 15:00

問環境安全課　生活環境担当　☎ 32-9321

　「申し込んだ覚えのない健康食品を送り付けら
れた」という、健康食品などの強引な販売に関す
る相談が急増しています。

　＜例＞
　突然「以前お申し込みいただいた健康食品を今
から送ります」という電話があり、「申し込んだ覚
えがない」と断ったのに強引に送り付けられた。

　＜アドバイス＞
・電話で「以前お申し込みいただいた」と言われ
・ても、覚えがなければきっぱりと断る。

・代引き配達制度（着払い）を利用して商品が送
・られてくるので、配達されたら受け取りを拒否。
・業者名や連絡先を確認しておくことも大切です。

・電話で勧誘され承諾した場合でも、契約書面を
・受け取った日から８日間のクーリング・オフ期
・間があるので、書面で契約解除を通知しましょ
・う。

困ったときは、商工観光課へ。

問　商工観光課　商工観光担当　☎ 32-9341

　昨年の羽咋郡市管内での火災件数の内、林野火災
４件すべてが志賀町管内で発生しています。発生原
因は野焼きなどから周囲に燃え広がり火災に至った
ケースがほとんどです。
　季節も春になり気温もあがり暖かくなって、町内

では野焼き（野外焼却）の行為が見受けられます。

野焼き（野外焼却）に関しては基本的には禁止行為

であり、特に悪質な場合は５年以下の懲役や罰金が

科せられます。

◇野焼き禁止の例外
▶災害の予防、応急対策または復旧のために必要な
　燃焼行為
▶風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要
　な燃焼行為
▶農業、林業または漁業を営むためにやむを得ない
　ものとして行われる燃焼行為
▶たき火その他日常生活を営む上で、通常行われる
　燃焼行為であって軽微なもの

火災・救急・救助は 119 番
防火・防災・救急に関するお問い合わせ

志賀消防署 ☎ 32-1776
富来分署 ☎ 42-1211
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野焼きは法律・条例で禁止されています !!

健康食品などの強引な
電話勧誘・送り付け商法にご用心！
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てんと市

◆日　時　 ４月23日㈫　　　　　
　　　　　  ８時30分～ 11時
◆場　所　   道の駅「旬菜館」前
※みなさんのお越しをお待ちしています。

問農林水産課　☎32-9221

志賀町社会福祉協議会から
寄付のお知らせ

◆志賀町粗大ゴミ等有価物処理対
　策連絡協議会様から、福祉向上
　に　64,875円

◆匿名の人から、福祉向上に
100,000円

◆珠洲市蛸島町の山王定治様から、
亡父の供養に　100,000円

◆高浜町の山王竹夫様から、
亡父の供養に　100,000円

善意の花

催し物聴覚障害者の皆さんへ

　手話や要約筆記による相談、行政
手続きなど、どうぞお気軽に利用し
てください。手話通訳者の設置日時
は次のとおりです。
◆健康福祉課
　毎週㈪～㈮　８時30分～ 17時15分
　※富来支所対応日を除く。
◆富来支所総合窓口
　４月３日㈬・17日㈬　14時～ 16時
問健康福祉課　☎32-9131

協会けんぽ　保険料率

　平成25年度の協会けんぽ石川支
部の健康保険料率と介護保険料率
は、据え置きとなりました。

健康保険料率　10.03％
介護保険料率　11.55％

※都道府県支部により、健康保険
　料率が異なります。
※介護保険料率は、40 ～ 64歳の人
　が対象です。
問協会けんぽ石川支部

☎076-264-7200

石川県最低賃金

　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。
◆地域別最低賃金
石川県最低賃金　時間額693円
◆特定（産業別）最低賃金
繊維工業　時間額721円
機械器具・自動車製造業　時間額820円
電気機械器具製造業　時間額763円
百貨店総合スーパー　時間額775円
問石川労働局労働基準部賃金室

☎076-265-4425

特定健診受診券の送付

　協会けんぽに加入している40歳
以上の被扶養者に対して、４月末
から５月上旬にかけて、特定健診
受診券を直接、自宅へ送付します。
　健康の保持、増進のため、ぜひ
健診を受診してください。
問協会けんぽ石川支部

☎076-264-7200

花のミュージアムフローリィ

　春風を感じる心地良い季節
となりました。フローリィは
春爛漫で、皆さまをお待ちし
ております。
＊＊教室＊＊
☆ナチュラルクラフト教室

『キッチンリース作り』
◆日　時　４月14日㈰  13時30分～
◆参加費　2,400円
◆講　師　横山 智恵子氏
◆募集締切　４月10日㈬

☆無料教室
◆日　時　４月29日（月・祝）　
・『ちょこっとアレンジ』　10時～
・『ティッシュボックスアレンジ』

11時30分～
・『野菜の小さな鉢植え』　14時～
・『季節の工作』　15時30分～
◆講　師　フローリィスタッフ
◆定　員　各回20人(１人１教室まで)
※当日インフォメーションで受け付
　けします。

＊＊イベント＊＊
☆『木管三重奏＆ピアノコンサート』

　フルート・クラリネット・ファゴッ
トの木管楽器とピアノの演奏会

◆日　時　４月29日（月・祝）
10時30分～、13時30分～

ギャラリー展示出品者募集
　趣味やグループ教室の作品をフロー
リィの館内で展示してみませんか？

問花のミュージアム　フローリィ　
　　　　　　　　　　☎32-8787

エコクッキング教室

◆内　容　料理をとおして、ごみ
を出さない工夫や出たごみの分別
の仕方を学ぶ。
◆日　時　４月27日㈯　９時～
◆場　所　リサイクルセンタ－
◆定　員　20人
◆参加費　1,000円
◆持ち物　エプロン、三角巾、箸
◆講　師　室谷加代子
◆申込期間　４月18日㈭～ 25日㈭
◆申込先　クリンクルはくい　　
問☎27-1153　℻27-1154

▶日　程：５月 29 日（水）～６月１日（土）
▶場　所：和倉温泉　あえの風
▶参加者：国際機関関係者、各世界農業遺産地域関係者、関係国政府　
　　　　　地方自治体、研究者、一般など

　平成 23 年６月、世界農業遺産に認定された「能登の里山里海」。世界
各国の世界農業遺産に関する情報を交換するため、『世界農業遺産国際会
議』が開催されます。
　会議では、石川県独自の取り組みを世界に発信し、世界各国からの参加
者に魅力を感じてもらいます。

どなたでも参加可能です。
詳細は企画財政課（☎ 32-9331）までお問い合わせください。

世界農業遺産国際会議が七尾市で開かれます
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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
◆日　時
　４月６日㈯・13日㈯

20日㈯・27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

お知らせ

・固定資産税　第１期
・後期高齢者保険料　第１期
納期限：４月30日（火）

・介護保険料（特別徴収）　４月期
納期限：４月15日（月）

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　４月12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　４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　４月25日㈭
　　　　　10時～ 15時
　※毎月第４木曜日
◆場　所　役場本庁舎　相談室
問住民課　☎32-9122

障害者福祉総合相談

◆日　時　４月10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　４月17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

七尾法律相談センター

◆日　時　４月４日㈭・11日㈭
　　　　　　    18日㈭・25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）

無料法律相談

◆日　時　４月15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

交通事故相談

　賠償問題、示談交渉、その他交
通事故から生じる諸問題について、
専門の相談員が無料で相談に応じ
ます。

◆県庁相談コーナー
　毎日（土、日、祝、年末年始を除く）
　9時～ 17時
◆弁護士相談（県庁相談コーナー内）
　毎月第３火曜日　13時～ 15時
◆奥能登行政センター

（能登空港ターミナルビル内）
　毎月第２･４火曜日　13時～ 15時

※日程など変更する場合もあります
ので、事前に電話でご確認ください。
問石川県庁相談コーナー

☎076-225-1690

町長談話室の日程

◆日　時　４月３日㈬
　　　　　13時30分～ 15時30分
◆場　所　役場本庁舎　１階
◆日　時　４月10日㈬・24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

物件番号 品　　名 予定価格（最低売却価格） 入札結果 
１ トヨタ　TA-JZS171（クラウン） 10,000 円 31,500 円
２ トヨタ　R-EE102V（カローラバン） 5,000 円 45,000 円
３ 三菱　KC-FG538C 改（消防車） 400,000 円 650,000 円

物品（車両）売払い結果ご案内
　２月４日から 18 日まで実施した物品（車両）売払い結果は次のとおりです。
詳しくはホームページまたは企画財政課監理室までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】　企画財政課　公有財産管理担当　☎ 32-9230


