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納税は
お忘れなく!!

　　納期限：６月30日（火）

・町県民税　　　　　　  １期

・後期高齢者医療保険料  第３期

志賀町社会福祉協議会から
寄附のお知らせ

◆徳田の稲岡利子様から、
　亡夫竹吉様の供養のため社会福祉
　向上に役立てて欲しいと　200,000円

◆匿名の方（１名）から、
　福祉向上に役立てて欲しいと　7,500円

てんと市

　皆さんのお越しをお待ちしています。
◆日　時　６月23日㈫
　　　　　８:30 ～ 11:00
◆場　所　みちのえき「旬菜館」前

問農林水産課　☎32-9221

花のミュージアム
フローリィ

＊イベント＊

★『地元コーラスグループ発表会』
◆日　時　６月７日㈰　14:00 ～

★『お花畑の音楽祭２０１５』
　管弦楽団オルビスNOTO＆愉快な
仲間たちがお届けするコンサート

◆日　時　６月21日㈰
　　　　　10:00 ～ 16:00

◆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
　ローリィ館内で展示しませんか。

問花のミュージアム　フローリィ
☎32-8787

平成27年度 納期限

1期  6月30日

2期  8月31日

3期 11月 2日

4期   2月 1日

※納税通知書は６月中旬に発送予
　定。全期分を発送しますので、な
　くさないようにお願いします。 
※口座振替の人は、納期限に引き落
　としします。残高確認を忘れずに。

問税務課　☎32-9142

町県民税の納期

調理師試験準備講習会

◆日　時　７月27㈪・28日㈫
　８月３日㈪・４日㈫の４日間
　９:30 ～ 15:30（受付：９:00 ～）
◆場　所　羽咋市すこやかセンター
◆料　金　29,000円（テキスト代含む）

問申 石川県調理師会羽咋支部（山田）
☎080-2957-5550

「児童手当現況届」の
提出期限は 6月 30 日（火）

　現在、児童手当を受給している全
ての人は、６月分以降の手当を受け
るには、「現況届」の提出が必要です。
　この届けは、６月１日現在の受給
者の状況を確認し、引き続き手当を
受ける要件があるかを確認します。
　「現況届」は役場から送付しますの
で、住民課または富来支所へ必ず提
出してください。

※提出期限までに届け出がない場合に
　は６月分以降の手当の支払いができ
　なくなるので、注意してください。

問住民課　児童手当係　☎32-9122

県立学校開放講座
「陶芸教室」

◆日　時　６月９日㈫～７月７日㈫
　　　　　14:00 ～ 16:00
◆場　所　羽松高等学校 ４階工芸室
◆参加費　5,000円（当日持参）
◆講　師　向瀬 孝之 先生
◆募集期間　６月５日㈮まで
◆申込方法　住所・氏名・電話番号を
　知らせてください。（定員：20人）

問申  羽松高等学校 学校開放講座係
☎22-0086　FAX 22-6645
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所得
段階 対象となる条件 保険料率

介護保険料
月額 年額

第１

世帯全員が
町民税非課税

・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者
・本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80 万円以下

基準額
× 0.5 2,820 33,840

第２ ・本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が
   80 万円を超え 120 万円以下

基準額
× 0.75 4,230 50,760

第３ ・本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が
   120 万円を超える

基準額
× 0.75 4,230 50,760

第４ 世帯に町民税
課税者がいて
本人は町民税
非課税

・本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が
   80 万円以下

基準額
× 0.9 5,076 60,912

第５
(基準額）

・本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が
   80 万円を超える

基準額
× 1.0 5,640 67,680

第６

本人が
町民税課税

・本人の前年の合計所得金額 120 万円未満 基準額
× 1.2 6,768 81,216

第７ ・本人の前年の合計所得金額 120 万円以上 190 万円未満 基準額
× 1.3 7,332 87,984

第８ ・本人の前年の合計所得金額 190 万円以上 290 万円未満 基準額
× 1.5 8,460 101,520

第９ ・本人の前年の合計所得金額 290 万円以上 基準額
× 1.7 9,588 115,056

※今回の改定に基づいて計算する平成 27 年度の確定保険料は、７月に案内します。

支

給

要

件

基準 志賀町に住民票がある児童（平成 27 年５月 31 日基準日）
※基準日の翌日以降に生まれた・支給決定するまでの間に亡くなった児童は対象外

対象者
平成 27 年６月分の児童手当を志賀町から受給する人
※特例給付を受給する人は対象外
（児童手当の所得制限額以上で、児童一人当たり月額 5,000 円を支給している人は対象外）

給付額 対象児童１人につき 3,000 円

申

請

方

法

申請先 住民課「子育て世帯臨時特例給付金」窓口

受付期間 ６月２日（火）～９月４日（金）

受取方法 児童手当振込口座へ、10 月に振り込み予定です。
支給日が決定したら、郵便で支給決定通知を送ります。

　平成27年４月から、志賀町の65歳以上の人の介護保険料が下記のとおり改定されました。介護保険料段階が、６段
階から９段階に改定され、介護保険料（基準額）は、据え置きとなりました。一人一人の保険料は介護保険の大切な財
源です。皆さまのご理解とご協力をお願いします。

　消費税の引き上げに際
し、各家庭への負担を緩
和するため、一定の条件
を満たす人に給付金を支
給します。平成27年６
月の児童手当現況届と
併せて申請書を送付しま
す。確認して申請手続き
を行ってください。

問健康福祉課介護支援担当　☎32-9132

問住民課　☎32-9122

介護保険料が改定されました

子育て世帯臨時特例給付金のお知らせ
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欄  広報しか　有料広告

広告の規格　　　　　　　【大きさSAMPLE】１号（実寸大）
１号 45㎜×  88㎜（1色）10,000円　３号 45㎜×  88㎜（カラ－）15,000円

２号 45㎜×178㎜（1色）20,000円　４号 45㎜×178㎜（カラ－）30,000円

広報しか８月号への掲載申込受付は６月 22 日㈪まで。
詳しくは ･･･

　　　　　　　　　　　　　問情報推進課　☎32-9261

『広報しか』有料広告募集 !
７月11日㈯　18:00～  開場　18:30～  開演

（志賀町富来領家町甲 -59）

能登の地酒、能登の食、日本の文化がテーマの蔵コンサートです。
奥能登の地ビール・地酒を、蔵元が振舞います。出演は、冨木八幡太鼓保存会。
福井県の創作太鼓と書家吉川壽一先生のコラボ演出をお届けします。

シーサイドヴィラ渤海
開業 14周年記念　蔵コンサート
能登ふるさと博

料金：6,000円（料理、飲料込）　定員：100 名（立食）

予約   ☎ 42-8080
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植えてはいけない「けしの花」、咲いていませんか？

　けしの花は、法律で栽培が禁止されているものがあ
ります。植えてはいけない「けしの花」を正しく見分け、
発見した場合は、能登中部保健センターまたは最寄り
の警察署に連絡してください。

問能登中部保健福祉センター　☎0767-53-2482

風しん抗体検査を受けましょう！

　県では、妊娠を希望する女性などを対象に、風しんの
抗体検査を無料で実施しています。

◆対象者　県内居住者で次に該当する人
　・妊娠を希望する女性
　・妊娠を希望する女性の配偶者などの同居者
　・風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者などの同居者

※ただし、過去に風しん抗体検査を受けたことのある人、
明らかに予防接種歴がある人、検査で確定診断を受けた
風しんの既往歴がある者は除く

◆検査場所　委託医療機関
◆検査方法　血液検査

問保健福祉センター　32-0339　問県健康推進課　076-225-1438

ＨＩＶ（エイズ）検査のご案内

　ＨＩＶとは、ヒト免疫不全ウイルスに感染して、免疫
が低下することでさまざまな症状があらわれる病気で
す。主に性行為などにより感染し、握手やお風呂など日
常の接触では感染しません。早期発見すれば、病気の進
行を抑える治療ができます。不安がある人は検査を受け
ましょう。検査結果は、約10日後に来所で伝えます。
（要予約、匿名、無料）

問能登中部保健福祉センター　☎ 0767-53-2482

区
分 種類 葉の特徴 茎やつぼみ

植
え
て
は
い
け
な
い

ケシ 切れ込みが浅い、
葉は茎を抱き込む 毛は少ない

アツミ
ゲシ

切れ込みがやや深い、
葉は茎を抱き込む

つぼみや茎に少
し毛がある

ハカマ
オニゲシ

花の真下に苞葉があ
る（通常４～６枚）

つぼみの表面の
毛は寝ている

植
え
て
よ
い

オニゲシ 花の真下に苞葉があ
る（通常０～５枚）

つぼみの表面の
毛は立っている

ヒナゲシ 深い切れ込みがある つぼみや茎に細
かい毛が多数

能登中部保健福祉
センター

（七尾市府中町）

☎ 0767-53-2482

毎週月曜日
９:00 ～ 11:30（要予約）

※第１月曜は、約１時間で結果
が分かる迅速検査を行います。
※第２月曜は、19時まで検査可能。

羽咋地域センター
（羽咋市石野町）

☎ 22-1170

毎月第２月曜日　
９:00 ～ 11:30（要予約）

風しんの抗体価が
不十分だった人は

予防接種を受けましょう！

こころの健康相談

　こころの健康や病気、ひきこもり、うつ病、アルコー
ル使用障害、認知症などの悩みや不安など、専門医が相
談に応じます（相談無料、要予約）。指定日以外は相談員、
保健師が対応します。気軽に相談してください。

問能登中部保健福祉センター　☎0767-53-2482
問羽咋地域センター　☎22-1170

日　時 場　所

第１～４木曜　13:30 ～ 15:00 能登中部保健福祉センター

毎月第 2金曜　10:00 ～ 11:30 羽咋地域センター

毎月第 3金曜　13:00 ～ 14:30 志賀町保健福祉センター

詳しくは ･･･

問まち整備課　☎ 32-9211

６月は土砂災害防止月間です

　これからの季節は梅雨前線や台風などで、土砂災害
の危険性が高まります。
　４月に各世帯（高浜地区を除く）に配付した土砂災
害ハザードマップで、事前に自宅周辺などの危険箇所
と町指定避難場所を確認しておきましょう。
　強い雨が降り始めたら、最新の防災情報に注意しま
しょう。

　【がけ地防災対策工事等補助事業】
　町では住宅に接するがけ地の崩壊による災害
から町民の皆さんの生命や財産を保護するため、
がけ地の整備工事や災害時の応急復旧工事に要
する費用の補助制度を新設しました。

①補助金額は、工事に要する費用の１/２以内
　（補助限度額 100 万円）

②実際に住んでいる住宅が対象となります。

③がけ地の高さが３メートル以上などの条件が
　あります。
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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）

◆主な手口

　・実名をかたって「電話番号がかわった」と
　　電話をかけ、息子であることを信用させる。
　・「株で失敗した」「女性を妊娠させた」などと
　　言ってお金をだましとろうとする。

このような電話がかかってきたら･･･

　●変更前の電話番号に電話して、
　　本人であるか確認する！
　●お金を振り込んだり、渡したりする前に家族、
　　知人、羽咋警察署（☎22-0110）に相談する！

オレオレ詐欺多発警報！
　羽咋郡市内で、オレオレ詐欺と思われる電話が
たくさんかかっています。お金の振り込みだけでな
く、駅などに持参させる手口にも注意しましょう。

ハク
太郎

警察官Ｂ・女性警察官Ｂ採用募集

【警察官Ｂ・女性警察官Ｂ】
◆受付期間　８月３日㈪～９月１日㈫
◆試験期日　第一次試験･･･・筆記試験　９月20日㈰
　　　　　　　　　　　　    ・体力試験　10月３日㈯
　第二次試験･･･10月下旬、最終合格発表･･･11月中旬
◆受験資格
・昭和59年４月２日～平成10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を除く

問申 羽咋警察署警務課　☎22-0110

福祉のしごと職場体験希望者募集

　福祉・介護分野への就職に関心がある人に、職場体験
事業を行っています。受入施設一覧、体験申込書など、
ホームページを確認してください。

問申 石川県福祉人材センター　☎076-234-1151

石川県福祉人材センター

戦没者等の遺族の皆さまへ

【第10回特別弔慰金の支給について】

　今日のわが国の平和と繁栄の礎となった戦没者の尊
い犠牲に弔慰の意を表し、戦没者遺族等に特別弔慰金
を支給します。遺族に一層の弔意の意を表するため、
償還金を年５万円に増額し、５年ごとに国債を交付し
ます。

◆支給対象者
　戦没者等の死亡当時の遺族で、基準日の平成27年４
月１日に、「恩給法により公務扶助料」や「戦傷病者戦没
者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人がいな
い場合、次の先着順位者の遺族１人に支給します。

1平成27年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族
　等援護法による弔慰金の受給権を取得した人

2戦没者などの子

3戦没者などの
　①父母　②孫　③祖父母　④兄弟姉妹
※戦没者の死亡当時、生計関係があったかどうかなどの
要件で、順番が入れ替わります。

4上記1～3以外の戦没者の３親等内の親族
　（甥、姪など）
※戦没者死亡まで引き続き１年以上生計関係があった人
に限ります。

◆支給内容　額面 25 万円、５年の償還の記名国債

◆請求期間　平成27年４月１日～平成30年４月２日
※期間を過ぎると特別弔慰金を受けることが出来なくなります。

◆請求窓口　健康福祉課高齢者障害担当（☎32-9131）
　　　　　　富来支所総合窓口担当　　（☎42-1111）

詳しくは･･･
問健康福祉課高齢者障害担当　☎32-9131

西能登　里浜時計
インスタフォトコン【SUMMER】募集中！

　西能登（志賀町）の風景をスマホアプリInstagramで撮
影し、ハッシュタグ「♯里浜時計」を付けて投稿してく
ださい。あなたの撮った写真がポストカードやガイド
ブックになります！

◆募集期間（夏編）
　６月１日㈪～８月31日㈪
◆申込資格
　Instagramアカウントを
　持ち、公式アカウント
　（satohama_tokei）を
　フォローした人

問志賀の魅力創出委員会　☎32-9341

里浜時計　フォトコン
第１回金賞作品
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■  窓口延長業務　　　　問住民課　☎ 32-9121
日　　時 内　　容

 6月 6日㈯・13日㈯
　 20日㈯・27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

ひとり親家庭相談
相談員：自立支援員

 6月25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 >
  ６月   １日㈪
  ７月 10 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 >
  ６月   １日㈪
  ７月 10 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   6月10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  6月  3日㈬ 14:00 ～ 16:00 富来支所

総合窓口

こころの健康相談
（要予約・無料）

指定日以外の日は相談員、
保健師が対応します

  6月 19日㈮ 13:00 ～ 14:30
志賀町
保健福祉
センター

能登中部
保健福祉センター
☎ 0767-53-2482

ひきこもり、うつ病、ア
ルコール使用障害、認知
症、こころの病気などの
悩みに専門医が応じます

七尾法律相談センター
（予約制・先着５人）

  6月   4日㈭
   　 11日㈭
   　 18日㈭
   　 25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

■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）

  6月13日㈯  6月 3日㈬~
 6月12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）

  7月 4日㈯  6月24日㈬~
 7月 3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

■ 町長談話室　　　　　問総務課　☎ 32-9311
日　　時 場　所

 6月17日㈬ 13:30 ～
15:00

役場本庁舎相談室

 6月24日㈬ 富来支所

※都合により開設できない場合や、開始時刻および終了時刻が変更と
　なる場合がありますので、事前にご確認ください。
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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

６月11日㈭ 10:15 ～
11:15 やすらぎ荘

６月25日㈭

いきいき
貯筋倶楽部

６月12日㈮ 13:30 ～
15:00 志

６月26日㈮

健幸教室

６月 3日㈬
10:00 ～
11:30 シルバーハウス６月10日㈬

６月17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
６月 4日㈭

平成26年12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：9日は「むし歯予防のお話し」、23日は「クッキング」です。

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

【受付時間】8:30 ～ 10:30

乳幼児健康診査
内　容 実施日 受付時間 対　象

４カ月児健診 ６月 4日㈭ 13:15 ～
13:45 平成27年２月生まれ

1歳6カ月児健診 ６月25日㈭ 13:15 ～
14:00

平成25年11 ～ 12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 ６月19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

６月 4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
６月25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

６月 9日㈫

６月23日㈫ 富

【対象者】
健康診査（志賀町国保加入者・後期高齢被保険者）
胃がん検診・大腸がん検診・肺がん検診（40 歳以上の人）

集団健診・がん検診
内　容 実施日 場所

健康診査
がん検診

(胃・肺・大腸）

6月1日㈪ 熊野公民館

6月2日㈫ 西海公民館

6月3日㈬
下甘田公民館

西海公民館

6月4日㈭
中甘田公民館

東増穂公民館

6月5日㈮
中甘田公民館

東増穂公民館

6月8日㈪
志加浦公民館

西浦ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

6月9日㈫
志加浦公民館

赤崎構造改善ｾﾝﾀｰ

6月10日㈬
堀松公民館

笹波集会所

6月11日㈭
富来活性化ｾﾝﾀｰ

6月12日㈮

6月15日㈪
酒見構造改善ｾﾝﾀｰ

旧福浦小学校

6月16日㈫

志賀町保健福祉ｾﾝﾀｰ6月17日㈬

6月18日㈭

6月21日㈰ 富来活性化ｾﾝﾀｰ

6月28日㈰ 志賀町保健福祉ｾﾝﾀｰ

健 康 づくり
内　容 実施日 時　間 場所

健康ウオーク
6月7日（日） 8:00 ～受付

8:15 ～出発
富来行政ｾﾝﾀｰ

6月21日（日） 志

【対象】どなたでも


