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納税は
お忘れなく!!

志賀町社会福祉協議会
から寄附のお知らせ

　　納期限：２月２日（月）
・町県民税　　　　　　第４期
・国民健康保険税　　　第７期
・後期高齢者医療保険料    第10期
・介護保険料（普通徴収）　第７期

◆匿名の方から、困っている人の
　為に役立てて欲しいと　 9,768円
◆安津見の河副治幸様より
　亡母よ志子様の供養として
　　　　　福祉向上に　100,000円
◆志賀町女性団体協議会様より
　文化祭バザー売上金の一部を
　　　　　社会福祉に　  15,000円
◆岡田昭一氏志賀町厚生功労賞
　受賞祝賀会実行委員会様より
　　　　　福祉向上に　  53,222円
◆昭和40年卒高浜中学校同窓会
　出席者一同様より
　　　　　福祉向上に　  18,080円

 福祉・介護のしごと相談

　福祉の仕事について詳しく知りた
い人、興味のある人、あなたの疑問・
質問に個別相談でお応えします。
◆日　時　１月22日㈭
　　　　　13:30 ～ 15:00
◆場　所　ハローワーク羽咋２階

問石川県社会福祉会館
　☎076-234-1151

 地域福祉セミナー

　一人一人が住み慣れた地域で、ふ
●

だんのく
●

らしのし
●

あわせを実現する
ための、課題や取り組みについて考
えてみませんか。
◆日　時　１月25日㈰
　　　　　13:30 ～ 15:30
◆場　所　富来活性化センター
　　　　　中ホール

◆講　師　金城大学社会福祉学部
　　　　　教授　内

うち

 慶
けいずい

瑞 氏

問志賀町社会福祉協議会
　☎42-2545　FAX 42-2305

 2015年農林業センサス

　平成27年２月1日現在で、全国一
斉に「農林業センサス」を実施しま
す。今後の農林業政策のため、５年
ごとに実施する大切な統計調査で
す。
　１月下旬から農林業を営む皆さま
のところに調査員が訪問して、調査
票に記入をお願いしますので、ご協
力をお願いします。
　なお、統計以外の目的には使用さ
れません。また、県や農林水産省か
ら直接、電話や訪問はありません。
不審な訪問や電話などがありました
ら、下記まで連絡してください。

問石川県県民交流課統計情報室　
　☎076-225-1342
問企画財政課
　☎32-9331

農業委員会委員
選挙人名簿の登載申請

　毎年１月１日現在で農業委員会選
挙人名簿を調製しています。選挙人
の資格がある人は、登載申請書を区
長（生産組合長）または農業委員会
へ提出してください。

※登載申請書の配布、取りまとめは、
　農業委員会が区長または生産組合
　長へ依頼しています。（広報しか１
　月号と同時に配布予定）

▶申請資格（全ての要件に該当）

①平成 27 年１月１日現在、志賀
　町に住所を有する人

② 20 歳以上の人（平成７年４月
　１日以前に生まれた人）

③ 10 アール以上の農地を耕作す
　る人（経営者）またはその同居
　親族か配偶者で年間 60 日以上
　耕作している人

▶申請期限　　１月９日金

問志賀町農業委員会　☎32-9290

住まい給付金

　消費税引き上げ（５％→８％）に
伴う住宅取得の負担を緩和するた
め、取得者に最大30万円を給付す
る支援措置「すまい給付金」が、実
施されています。詳しくは･･･

問すまい給付金事務局
　☎03-3583-3616
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志賀町臨時職員募集

・申込期間内に所定の申込用紙（総務課、富来支所で交付
　またはホームページでダウンロード）に必要事項を記入
　し、必要書類を添付の上、総務課へ提出してください。
・郵送の場合は、封筒の表に「臨時職員等申込書」と朱書き
　し、郵送してください。（申込期間の消印有効）

◆選考方法　面接試験により選考します。

◆申込方法◆勤務条件　詳細は総務課、富来支所に備え付けてあ　
　　　　　  る「志賀町臨時職員等募集要項」、または　
　　　　　   志賀町ホームページで確認してください。

◆申込期間　平成27年１月16日（金）まで
◆選考試験　期日：平成27年２月22日（日）
　　　　　会場：志賀町役場　（予定）

　申問　総務課　総務人事担当　　☎ 32-9311

職　種 区分 人員 職務内容 応　募　資　格 勤務期間・時間 賃金

Ａ  保育園保育士
　  （町内保育園） 嘱託員 ４人 保育園の保育業務 保育士資格（平成27年３月末日までに

取得見込者含む）を有する人

H27.4.1 ～ H28.3.31
8:30 ～ 17:00
※変則勤務時間有

月額
  146,500円

Ｂ 保育園調理員
　  （町内保育園） 嘱託員 １人 保育園の調理業務 調理師免許（平成27年３月末日までに

取得見込者含む）を有する人

H27.4.1 ～ H28.3.31
8:30 ～ 17:00
※変則勤務時間有

月額
  139,500円

Ｃ 地域包括支援
　センター職員
　 （役場健康福祉課）

期限付
職員 １人

介護予防ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成、
ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務および
介護認定調査

保健師、看護師または介護支援専門員
のいずれかの資格および普通自動車
免許を有する人（ｵｰﾄﾏ可）

H27.4.1 ～ H28.3.31
8:30 ～ 17:15
※雇用延長をする場合有

月額
  182,900円～

Ｄ 要介護認定等
　   訪問調査員
　 （役場健康福祉課）

期限付
職員 １人 介護認定に係る訪

問調査

保健師、看護師（准看護師）ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ 2
級以上（介護職員経験1年以上）または
介護支援専門員のいずれかの資格およ
び普通自動車免許を有する人（ｵｰﾄﾏ可）

H27.4.1 ～ H28.3.31
8:30 ～ 17:15
※雇用延長をする場合有

月額
  155,600円～

Ｅ 一般事務補助員
　 （役場商工観光課）

臨時
職員 １人 消費生活相談業務

など

「ワード」「エクセル」などのパソコン
操作が可能な人、および普通自動車免
許を有する人

H27.4.10 ～ H27.9.30
8:30 ～ 17:15
※雇用延長をする場合有

日額
  　6,500円

Ｆ 宿直夜間警備員
　 （富来支所）

日々
雇用
職員

２人
富来支所における日
替わり宿直および夜
間の警備等業務など

資格は問わない
普通自動車運転免許を有し60歳以上の
健康な人

H27.4.1 ～ H28.3.31
17:45 ～ 8:00
※雇用延長をする場合有

日額  
　  6,143円

Ｇ 図書館司書
　 （町立図書館） 嘱託員 1 人 図書館司書事務 図書館司書資格（平成27年３月末まで

に取得見込者含む）を有する人

H27.4.1 ～ H28.3.31
8:30 ～ 17:15
※変則勤務時間有

月額
  146,500円

Ｈ 図書館司書補助
　 （町立図書館）
　 （町立富来図書館）

臨時
職員 ２人

受付、移動図書館
業務など、図書館
司書の補助事務

「ワード」「エクセル」などのパソコン
操作が可能な人、および普通自動車免
許を有する人

H27.4.1 ～ H27.9.30
8:30 ～ 17:15
※変則勤務時間有
※必要に応じて雇用延長有

日額
　6,500円

Ｉ 看護師または
　 准看護師
　 （町立富来病院）

嘱託員 ２人 ①外来の看護業務
②病棟の看護業務

看護師または准看護師免許（平成27年
３月末日までに取得見込者含む。）を
有する人

H27.4.1 ～ H28.3.31
①8:30 ～ 12:30
②8:30 ～ 17:15
※変則勤務時間有

①時給
　1,030円~
②月額
　155,600円~

Ｊ 看護助手
　 （町立富来病院） 嘱託員 ２人 病棟における患者

の介護業務
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ 2級資格（平成27年３月末日
までに取得見込者含む。）を有する人

H27.4.1 ～ H28.3.31
8:30 ～ 17:15
※変則勤務時間有

月額
　139,500円

※賃金は勤務経験年数などにより増額する場合があります。
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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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

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 27・28 年度において、志賀町が発注する建設工事、測量 ･建設コンサルタント、物品購入、施設管理業務などに
ついて、競争入札および見積徴集に参加を希望する人は２月中に企画財政課まで資格審査申請書を提出してください。

　申請諸様式（志賀町指定様式）は、志賀町ホームページや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。

志賀町ホームページでは、要領・様式の詳細を掲載しています。

　申請を行う業務ごとに、書類をフラットファイル（Ａ４－Ｓ型）に綴り、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　　●物品など ･･･ 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　２月２日 ～ ２月 27日 まで（土、日・休日を除く）　９時 ～ 17 時 まで（時間厳守）
申問企画財政課入札契約担当　　☎ 32-1111（内線 335）

【工事、測量・建設コンサルタント】

志賀町入札（契約）参加資格審査申請書の提出について

【物品購入など】（印刷業務、施設の清掃、設備保守・管理などの業務含む）

志賀町  入札
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 全国一斉
相続遺言無料相談会

　司法書士・税理士が、遺産相続や
相続税の申告、遺言作成などの相談
に無料で応じます。

◆日　時　２月１日㈰

問石川県司法書士会
　☎076-291-7070

面談
相談

◆時間　13:00 ～ 16:00
◆場所　コスモアイル羽咋
　　　　フォーラム七尾

電話
相談

◆時間　10:00 ～ 16:00
◆専用ダイヤル
　　☎076-291-0099

 石川県ふぐ処理資格者
試験準備講習会

　ふぐ取扱者を対象に、試験に向け
ての事前準備講習会を開催します。
◆日　時　１月20日㈫
　　　　　実技　９：00 ～ 12：00
　　　　　学科　13：00 ～ 17：30
◆場　所　金沢勤労者プラザ
◆定　員　26人
◆受講料　29,500円（テキスト代 含）
◆申込締切　定員になり次第
◆申込方法　申込書に必要事項を記
入し下記まで送付してください。
※申込書は（社）石川県調理師会、県
　薬事衛生課、最寄りの県保健福祉
　センターで受け取ってください。

問（社）石川県調理師会
　☎076-261-0144

 石川県警察音楽隊定期演奏会

　県警察音楽隊定期演奏会「触れ合
いコンサート2015」を開催します。
（入場無料）
◆日　時　２月８日㈰　13:30 ～
◆場　所　本多の森ホール

◆曲　目　行進曲「五月の風」、組曲
　「展覧会の絵」、妖怪ウォッチ、Let  
　 It  Go ～ありのままで～　など

問石川県警察本部広報室
　☎076-225-0110

 積雪時のバス運行にご協力を

①県道や町道、バスの反転箇所など
　での違法駐車は絶対にしないでく
　ださい。スムーズな運行ができな
　くなります。
　
②降雪で、竹などの立木が道路に覆
　いかぶさり、通行障害となった場
　合、地権者が伐採などの措置を講
　じることが原則です。予め想定で
　きる箇所は、各区長から地権者に
　話し、対処をお願います。

③降雪や凍結などで道路状況が危険
　な場合、運行ルートを変更するこ
　とがありますので予めご了承くだ
　さい。また、ダイヤが遅れること
　もありますのでご理解願います。

◎年末年始のコミュニティバス運行
　１月１日から３日は運休します。

問企画財政課
　☎32-9331

消防署からのお知らせ

●危険物の漏えいは未然に防ごう！

　毎年、家庭や事業所から灯油が流
出する事故が発生しています。

◎ホームタンクの油漏れを
　　　防止する７つのポイント
①転倒防止に固定を堅固に！
②タンクや配管に老朽化が
　ないか事前に確認！
③自動停止装置を設置！
④防油堤を設置！
⑤配管の周りは除雪し、積雪や落
　雪の配管破損を防止！
⑥灯油の小分け中は、絶対その場
　を離れない！
⑦タンク残量の減少が著しい時は
　灯油の流出がないか確認！

・油漏れを発見した場合･･･
元栓を閉めるなどの応急措置を
し、すぐに消防署へ通報する！
※環境安全課（☎32-9321）にも
　連絡してださい。

●入浴時ヒートショックに注意！

　ヒートショックとは、温度の急激
な変化で血圧が急激に上下し、失神、
心筋梗塞、脳梗塞などを起こします。
冬場、高齢者に多いのが特徴です。

◎ヒートショックを防ぐには
・脱衣所や浴室を温かくする
・シャワーを活用したお湯はり
・夕食前、日没前の入浴
・食事後・飲酒時の入浴を控える
・お湯の温度は、41℃以下にする
・家族に入浴することを伝える

火災・救急・救助は119番
問志賀消防署　☎32-1776
　富来分署　☎42-1211

 放送大学４月生募集！

　放送大学は、ＢＳテレビ放送やイ
ンターネットを通して学ぶ正規の通
信制の大学です。大学(学士)卒業を
目指す人、好きな科目を１科目だけ
勉強したい人も入学可能。入学試験
はありません。（資料無料）
◆出願期間　２月28日㈯まで

【入学説明会】
　初めて入学する人には、説明会を
開催します。都合の良い日に参加し
てください。

◆日　時　１月17日㈯・18日㈰
　２月７日㈯・８日㈰・14 日㈯
　　   15 日㈰・21 日㈯・22 日㈰
　10 時 30 分～
◆場　所　石川学習センター

　この他、個別相談も
　随時受け付けてい
　ます。（要予約）

　問放送大学石川学習センター
（野々市市扇が丘 7-1）

☎ 076-246-4029

てんと市

◆日　時　１月27日㈫
　　　　　８：30 ～ 11：00
◆場　所　みちのえき「旬菜館」前
※皆さんのお越しをお待ちしています。

問農林水産課　　　　　☎32-9221

申


