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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：６月１日（月）

・軽自動車税　　　　  全　期

・後期高齢者医療保険料  第２期

◆石川県信用金庫協会様から、軽自
　動車購入費として　   1,210,000円

◆匿名の方から、福祉向上に　3,000円

◆上棚の森田真一様から、亡き母の
　供養のため　
　また、生前社会福祉協議会に大変
　お世話になったためと  100,000円

てんと市

　皆さんのお越しをお待ちしています。
◆日　時　５月26日㈫
　　　　　８:30 ～ 11:00
◆場　所　みちのえき「旬菜館」前

問農林水産課　☎32-9221

のとレーザーショー

　レーザー光線に
よる「光のアート」
を楽しみましょう。
抽選で「のとキリシ
マツツジの苗木」を
プレゼント！
◆日　時　５月１日㈮　20:00 ～
◆場　所　いこいの村能登半島駐車場

問志賀町観光協会　☎32-9341

ジュニアゴルフ教室

　ゴルフ協会会員が、スイングな
どを分かりやすく教えます。
◆日　時　６月７日㈯から
　毎月第1・３土曜の10:00 ～ 11:30
◆場　所　能登ゴルフ倶楽部

◆対　象　町内小・中・高校生

◆参加費　無料（練習用クラブ・手
　　　　　袋・シューズなどは持
　　　　　参してください）

問志賀町ゴルフ協会会員
（白尾）☎090-8090-9314
（新田）☎090-7745-5803

調停相談

　金銭貸借、交通事故などの民事
に関する紛争や離婚・相続など家
庭に関する相談に応じます。
◆日　時　５月27日㈬　
　　　　　10:00 ～ 15:00
◆場　所　富来活性化センター

◆相談員　調停委員、裁判所書記官

問金沢地方裁判所七尾支部庶務課
　☎0767-52-4605

協会けんぽ加入の皆さんへ

　平成27年度の保険料率は、引き
下げとなります。

　健康保険料率　9.99％
　介護保険料率　1.58％

※各支部で、健康保険料金率が異なります
※介護保険率は40 ～ 64歳が対象

問全国健康保険協会石川支部
☎076-264-7201

行政相談委員

　前田政雄さん(上野)と西方政章さ
ん（中山）が、総務大臣から行政相
談委員に委嘱されました。
　行政相談委員は、国や特殊法人
の仕事などで苦情、意見などがあ
る場合、皆さまの相談を受け、行
政機関と協力し解決を図ったり、
行政の中に反映させて、よりよい
行政運営の実現を目指します。

▼町の行政相談委員
　前田政雄（上野）　☎ 32-2168
　西方政章（中山）　☎ 47-1530

花のミュージアム
フローリィ

　フローリィはオープン12年目を
迎えました。皆さまのお越しをお
待ちしています。

＊イベント＊

★『フラワーマーケット』
　東京市場直送のお花の苗を販売
します。

★『お花の無料相談コーナー』
　お花の育て方など、相談ください。

◆日　時　５月３日（日・祝）～5日（火・祝）
　　　　　　　9:30 ～ 16:00

問花のミュージアム　フローリィ
☎32-8787
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本人運転 家族・介護者運転
上肢不自由 １級および２級

下肢不自由 １級～６級 １級～３級
体幹不自由 １級～３級および５級 １級～３級

心臓機能障がい １級および３級
じん臓機能障がい １級および３級

自死（自殺）遺族交流会

　自死遺族が集まり、大切な思い出
を語り、悲しみや苦しみを共感する
ことで、心のやすらぎを取り戻す交
流会です。

◆日　時　５月９日㈯　14:00～ 16:00
◆場　所　金沢市内（電話でお知らせ）

◆対　象　自死遺族

問石川県こころの健康センター
☎076-238-5750

問 軽自動車税（町税）･･･ 税務課軽自動車税担当　☎ 32-9142　問  自動車税（県税）･･･ 石川県税務課　☎ 076-225-1273

電源立地地域対策交付金事業で整備しました

 　◎志賀町陸上競技場トイレ整備

　志賀町陸上競技場トイレの老朽化
　に伴い、新たに身障者用を備えた
　トイレを整備しました。

問企画財政課　☎32-9331

◎防火水槽修繕（蓋版設置）

福野、赤住、徳田、北吉田地内
の防火水槽、計４基について有
蓋化工事を実施しました。

軽自動車税についてのお知らせ（減免申請・納期・税率変更）　　　　　　　　　　　

 【身体障がい者の軽自動車税減免申請】
　身体障害者手帳などの交付を受けた人で軽自動車を所有
している場合、障がいの種類・程度により、軽自動車税の
減免を受ける事ができます。

◆受付期間　５月１日㈮～ 25日㈪　
　　　　　　※期間を過ぎると減免は受けられません。
◆対象車両
　・心身に障がいがある人（精神障がい者または18歳未満
　　の身体障がい者はその家族）が所有する車両で、自分で
　　使用するか、本人のために使用されるもの

　

※その他の障がいについては、軽自動車税担当に問い合わせてください。

　・身体障がい者が常時使用するために改造している車両

　・公益のために直接専用する車両

◆申請に必要なもの
　・手帳（身体障害者手帳・療育手帳・戦傷病者手帳）
　・運転免許証、車検証、印鑑

注）軽自動車税の減免を受けることができない場合
　普通自動車の減免を受けている、または受ける予定の人

※普通自動車の減免は、
　中能登総合事務所税務課（☎0767-52-6112）まで。

軽自動車税・自動車税の納期限は

６月1日月
　※軽自動車税の納税通知書は 5月中旬に
　　発送予定です。
　※口座振替の人は、納期限に引き落とし
　　しますので、残高確認をお願いします。

＜ 納税場所 ＞

軽自動車税 ･･･金融機関、会計課、富来支所
自動車税…金融機関、県総合事務所
　　　　　  コンビニエンスストア

減
免
対
象
と
な
る

主
な
障
が
い
範
囲

【軽自動車税の税率が変わります】
　平成27年４月１日以降に初めて車両番号の指定
を受けた三輪および四輪以上の軽自動車は、新税
率が適用されます。なお、原動機付自転車、二輪
車および小型特殊自動車は、平成28年度から新税
率が適用されます。

平成27年
３月31日までの
新規登録車両

（旧税率）

４月１日以降の
新規登録車両
（新税率）

三輪 3,100円 3,900円

四
輪
以
上

乗
用
自家用 7,200円 10,800円
営業用 5,500円 6,900円

貨
物
自家用 4,000円 5,000円
営業用 3,000円 3,800円

◆トラブル防止のために
　・所有者の変更があれば、変更登録をしましょう。
　・廃車したら抹消登録をしましょう。
　・住所の変更をしたら自動車税の場合は県税務課または
　　中能登総合事務所へ届け出ましょう。
　・納税証明書は車検証と一緒に保管しましょう。
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地　域　安　全　ニ　ュ　ー　ス

羽咋警察署・羽咋郡市防犯協会連合会（☎ 22-4970）

野外焼却・不法投棄禁止！
（ 野 焼 き ）

◆野外焼却（野焼き）は禁止されています！
　事業者は、その事業活動で生じた廃棄物を自己
責任で適正に処理することが法律で義務付けられ
ています。家庭のごみも、ドラム缶や簡易焼却炉
で燃やさずに「ごみカレンダー」に従って分別し、
ごみ集積所へ出してください。少量のごみの焼却
でも煙や悪臭が発生し、生活環境や健康に被害を
与えます。また、火災の原因にもなり大変危険です。 

◆不法投棄は犯罪です！
　不法投棄は、川や海や山などの自然環境を汚染
し、私たちの健康や生活環境に悪影響を及ぼしま
す。産業廃棄物はもちろん、家庭のごみも決めら
れた方法で処分しましょう。

ハク太郎

平成27年度上期　総合労働相談会

　中小企業を中心とする労働者、事業主を対象に、労働
条件、雇用関係、職業能力開発、勤労者福祉など労働関
係全般に係る相談に応じます。

◆日　時　５月20日㈬・６月17日㈬・７月15日㈬
　　　　　８月19日㈬・９月16日㈬　13:30 ～ 16:00

◆場　所　県職業能力開発プラザ（金沢市芳斉1-15-15）
◆相談員　県労働企画課、県税務課、県労働局総務部、
　勤労者退職金共済機構、県労働委員会、県経営者協会

問申 石川県商工労働部労働企画課　☎076-261-1400

警察官Ａ・女性警察官Ａ採用募集

【警察官Ａ・女性警察官Ａ】
◆受付期間　５月25日㈪～６月15日㈪
◆試験期日　第一次試験　・筆記試験　７月12日㈰
　　　　　　　　　　　　  ・体力試験　７月25日㈯
　　　　　　第二次試験　　　　　　　８月下旬
　　　　　　最終合格発表　　　　　　 ９月中旬
◆受験資格
・昭和59年４月２日～平成７年４月１日までに生まれた人
・大学卒および平成28年３月までに大学卒業見込みの人

問申 羽咋警察署警務課　☎22-0110

町立富来病院看護師等修学資金を増額しました！

　町立富来病院看護師等修学資金を、月額80,000円から月
額130,000円以内に増額しました。

◆応募資格
　・看護師などの養成施設に在学し、卒業後、富来病院で
　　看護師などの業務に従事しようとする人
　・昭和 50 年４月２日以降生まれの人

◆貸与金額　月額 130,000 円以内

◆申請期間　通年受付

※当病院に勤務する薬剤師、保健師、助産師または看護師の
確保が目的です。基本的に返済は免除されますが、卒業後１
年以内に免許を受け、直ちに当病院に就業することなどが要
件となっています。要件に該当しない場合は、返済が必要と
なりますので、十分に検討してから申し込んでください。

問申 町立富来病院　修学資金担当　☎ 42-1122

オーストラリアでホームステイ
語学・文化を学ぼう！

　町内在住の中・高校生を対象にした青少年海外派遣事業
です。ホ－ムステイをしながら、語学研修プログラムや現
地の生徒との交流に参加してみませんか。

◆派 遣 先　オーストラリア　クイーンズランド州
　　　　　　州都ブリスベン市およびその近郊

◆派遣時期　７月 24 日㈮～８月２日㈰

◆派遣人員　14 人

◆参加者個人負担金　
　　12 万円（パスポート取得手数料、海外旅行保険料、
　　　　　　　渡航手続き費用、小遣いなどは含みません）

◆応募資格
　①町内在住の中学生、高校生（ただし、中学１年 生は除く）
　②健康で、協調性があり、規律ある団体行動と積極的な
　　活動への参加ができる
　③研修会（事前・事後の計５回程度）に参加できる
　④海外留学経験（６カ月以上）がなく、過去に行われた
　　この事業の派遣者でない
　⑤帰国後も志賀町の実施する国際交流事業などに深く理
　　解し、協力できる
　⑥保護者の同意が得られる
　⑦生徒の属する世帯の町税納付状況調査に同意できる

◆申込締切　５月７日㈭　17 時まで

◆派遣生徒選考会　５月 14 日㈭（作文で派遣生徒を決定）

※参加申込書は、町教育委員会学校教育課・富来支所のほ
か、町内の各中学校と志賀高校に備えつけてあります。

問申 志賀町青少年海外派遣事業実行委員会事務局
　（学校教育課内）　☎32‒9360
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■  窓口延長業務　　　　問住民課　☎ 32-9121
日　　時 内　　容

 5月 2日㈯・ 9日㈯
　 16日㈯・23日㈯
　　　　 ・30日㈯

9:00 ～
12:30

住民票・戸籍謄抄本・
印鑑証明などの
発行業務

相 談 内 容 日　　時 場　所 問い合わせ先 備　考

無料法律相談
相談員：国田武二郎弁護士
相談時間：30 分（要予約）

５月25日㈪ 9:30 ～ 15:30 役場本庁舎
相談室 住民課 

☎ 32-9121

◆募集人員 9人（予定）
志賀町に住所を有する人
で初めての人を優先
※申し込み用紙は本庁住
民課、富来支所へ

無料年金相談  ５月20日㈬
10:00 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00
役場富来支所

年金保険料の免除・年金
の支給手続きなど、年金
に関すること

ひとり親家庭相談
相談員：自立支援員

 ５月28日㈭ 10:00 ～ 15:00 役場本庁舎
相談室

住民課 
☎ 32-9122

就職・貸付金のことなど、
なんでも

総合相談（無料）
相談員：行政相談委員、人
　　　　権擁護委員、民生
　　　　委員・児童委員、
　　　　司法書士

<富来地域 >
 ５月 11 日㈪
 ６月   １日㈪

（司法書士：午前のみ）
10:00 ～ 15:00

富来活性化
センター ２階

志賀町社会
福祉協議会 
☎ 42-2545 日常生活の困りごとや、

相談先が分からない場合
など気軽に相談してくだ
さい

<志賀地域 >
 ５月   ８日㈮
 ６月   １日㈪

（司法書士：午後のみ）

志賀町文化ホール
２階

志賀町社会福祉
協議会志賀支所 
☎ 32-1363

障害者福祉相談  ５月13日㈬ 13:30 ～ 15:30 役場本庁舎 
相談室

健康福祉課 
☎ 32-9131
FAX 32-0288

障害者福祉相談支援事業
所の相談員が応じます

要約筆記・
手話通訳の案内

毎週月～金曜日
※支所対応日除く

 8:30 ～ 17:15 健康福祉課 要約筆記（文字で書いて
伝える通訳）や手話で、
行政手続きをお手伝いし
ます ５月13日㈬ 14:00 ～ 16:00 富来支所

総合窓口

七尾法律相談センター
（予約制・先着５人）

５月14日㈭
  　21日㈭
  　28日㈭

13:30 ～ 16:00 パトリア５階
フォーラム七尾

金沢弁護士会
☎ 076-221-0242

料金 5,400 円（30 分）
※クレサラ相談、負担困
難で法律援助資力基準に
該当する人は初回無料

■ 町長談話室　　　　　
　今月は他の公務により開催できません。ご了承ください。

問総務課　☎ 32-9311

■クリンクルはくい体験教室　時間 9：00 ～　場所：クリンクルはくい　　　　 問申  ☎ 27-1153　FAX　27-1154

教　　室 日　　時 申込受付時間 講　　師 内　　容

古着リフォーム教室
（予約制・定員20人）

  5月 9日㈯  4月29日㈬~
 5月 8日㈮ 原田 洋子さん ごみを出さない工夫と有効利用を図ります。

参加費：700 円、持ち物：布１枚、裁縫道具

エコクッキング教室
（予約制・定員20人）

  6月 6日㈯  5月27日㈬~
 6月 5日㈮ 室谷 加代子さん ごみを出さない工夫やごみの分別の仕方を学びます。

参加費：1,000 円、持ち物：エプロン、三角巾、箸
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問保健福祉センター　☎ 32-0339

介　護　予　防

内　容 実施日 時　間 場所

鶴亀
おたっしゃ教室

５月14日㈭ 10:15 ～
11:15

やすらぎ荘
５月28日㈭

いきいき
貯筋倶楽部

５月 8日㈮ 13:30 ～
15:00

志賀町保健福祉
センター５月22日㈮

健幸教室

５月13日㈬
10:00 ～
11:30

シルバーハウス５月20日㈬

５月27日㈬

※いきいき貯筋倶楽部は、介護予防体操をします。

【対象】65歳以上の人

機 能 訓 練
内　容 実施日 時　間 場所

リハビリ教室
毎週月曜日
（祝日は除く） 10:00 ～ 13:00

と
毎週金曜日
（祝日は除く） 志

【対象】脳卒中後遺症者などで日常生活が
　　　　おおむね自立している人

※参加希望の人は、事前に保健福祉センターまで相談してください。

予 防 接 種
内　容 実施日 対　象 場所

BCG予防接種
５月 7日㈭

平成26年11月生まれ
志

予防接種相談会 どなたでも

※予防接種相談会は予約が必要です。事前に申し込んでください。
【受付時間】　ＢＣＧ　14:00 ～ 14:15　予防接種相談会　14:30 ～ 15:30

※すくすく子育て相談を希望の人は、事前に相談内容を連絡してください。
※ゆう遊クラブ：12 日は「リズムヨガ」、26 日は「足型をとろう！」です。
※ぷちゆう遊クラブは「ファーストサイン」です。８日㈮までに申し込
　んでください。（定員 15 組になり次第締め切ります）
※モグモグ教室に参加する人は、事前に申し込んでください。

すくすく子育て

志  ：志賀町保健福祉センター　富  ：富来保健福祉センター

と  ：とぎ地域福祉センター

《実施会場》

【場所】志賀町保健福祉センター乳幼児健康診査
内　容 実施日 受付時間 対　象

４カ月児健診 ５月 7日㈭
13:15 ～
14:00

平成27年１月生まれ

３歳児健診 ５月21日㈭ 平成23年10 ～ 11月
生まれ

健 康 相 談
内　容 実施日 対　象 時　間 場所

いきいき健康相談 毎週金曜日
どなたでも

10:00 ～ 11:00
志

こころの健康相談 5月15日㈮ 13:00 ～ 14:00

※いきいき健康相談を希望する人は、健康診断や血液検査の結果などを持
　参してください。
※こころの健康相談は、１週間前までに予約が必要です。

内　容 実施日 対　象 時　間 場所

すくすく
子育て相談

５月 7日㈭

乳幼児の子ども
さんとお母さん
どなたでも

15:00 ～
15:30

志
５月21日㈭

げんキッズ広場 毎週火・金曜日
（祝日は除く）

10:00 ～
11:30

ゆう遊クラブ
５月12日㈫

５月26日㈫ 富

ぷちゆう遊クラブ ５月15日㈮ ８カ月～１歳半
志

モグモグ教室 ５月19日㈫ 離乳期の子ども

【対象者】
特定健康診査（志賀町国保加入者）
健康診査（後期高齢者被保険者・30 歳代の国保加入者）
胃がん検診・大腸がん検診・肺がん検診（40 歳以上の人）
肝炎ウイルス検診（41・46・51・56・61 歳の人）

集団健診・がん検診
内　容 実施日 時　間 場所

特定健康診査等
がん検診

(胃・肺・大腸）
肝炎ウイルス検診

5月25日㈪

8:30 ～
10:30

土田公民館

5月26日㈫ 土田公民館

5月27日㈬ 加茂公民館

5月27日㈬ 稗造公民館

5月28日㈭ 上熊野公民館
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