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納税は
お忘れなく!!

日本赤十字社石川県支部に
ご加入いただきました

（志賀町社会福祉協議会）

◆新明登美子様（安津見）　特別社員

のと里山空港「空の日」フェスタ

日本航空学園「航空祭」同日開催

◆日　時　10月11日㈰  ９:30 ～ 16:00

☆イベント『管制塔・気象施設見学』
◆対　象　小学４年生～高校生
◆時　間　９:40 ～、10:25 ～
（各回定員：20人、所要時間：45分）

☆イベント『ＡＮＡお仕事見学』
◆対　象　小学生とその家族
◆時　間　９:10 ～、15:30 ～
（各回定員：20人、所要時間：90分）

※イベントは、９月25日㈮必着で、
　事前の申し込みが必要です。

☆のっぴーフリマ出店者募集！
　フリーマーケット出店希望者は、
ハガキまたはFAXで、９月25日㈮必
着で、申し込み願います。
　詳しくは…

問のと里山空港「空の日」実行委員会
☎0768-26-2100　FAX 0768-26-2102

のと里山空港
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花のミュージアムフローリィ

☆教　室 ①『ミニリース』
◆日　時　９月12日㈯　13:00 ～
◆参加費　1,000円(税込)
　センニチコウのドライフラワーを
　使ったミニリースです。

☆教　室 ②『木の実の壁かざり』
◆日　時　９月26日㈯　10:00 ～
◆参加費　1,500円(税込)
※①②共に、先着10人（電話予約可）

☆イベント『ウエディングショー』
◆日　時　９月20日㈰　13:00～ 14:00
　お花の中のウエディングショー♪

◆ 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てみませんか。

問花のミュージアム  フローリィ　
☎32-8787

　　納期限：９月30日（水）

・国民健康保険税　第３期

・後期高齢者医療保険料　第６期

てんと市

皆さんのお越しをお待ちしています。

◆日　時　９月29日㈫　８:30～ 11:00
◆場　所　みちのえき「旬菜館」前

問農林水産課　　　　　☎32-9221

串田淑子オータムコンサート

　コール志賀がレッスンを受ける声楽
家・串田淑子先生の無料コンサート♪

◆日　時　10月12日（月・祝）　14:00 ～
◆場　所　志賀町文化ホール

問コール志賀（河野）☎090-6273-5514

志賀町社会福祉協議会から
寄付のお知らせ

◆高浜町の岡部宏様から、志賀町の
　社会福祉に役立てて欲しいと
　　　　　　　　　　  　100,000円

◆七尾市阿良町の(有)大外開発様か
ら、社会福祉向上のため
　　　　　　　　　　　　38,550円

◆高浜町の田中外余成様から、志賀
町の社会福祉に役立てて欲しいと
　　　　　　　　　  　100,000円
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星空マルシェ

☆地域の魅力が夜空を照らす☆

　子どもから大人まで楽しめる羽咋
郡市のお店が集結。

◆日　時　９月23日（水・祝）～ 25日㈮
　　　　　17:00 ～ 21:00
◆場　所　パセオ通り商店街（羽咋市）

問羽咋青年会議所（中村）
☎090-4324-6973
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1 町内で生産（製造を含む）または加工された物産であること　

　【一次産品】　米穀類、野菜類、水産物、畜産品、果実類など
　【二次産品】　菓子類、水産加工品、畜産加工品、調味料など
　【 工 芸 】　貝細工、染色品、木工品、織物など

2 品質および内容などが町地場産品として適当であるもの

3 食品衛生法、意匠法、計量法およびその他関係法令に違反しないもの

　  志賀町優良特産品になると･･･

1 東京のアンテナショップ（いしかわ百万石・江戸本店）で販売を斡旋します！
2 町推奨品としての推奨証票（ロゴマーク）の使用ができます！
3 推奨品パンフレットに掲載します！
4 町などのホームページで情報発信します！
5 商品開発などの講師派遣事業を斡旋します！

町内に事務所または事業所を営む個人または法人
その他の団体が生産または加工した物産

・品質やブランドイメージが優れている
・市場性が十分にある
・独自性がある
・味や素材を活かしている
・郷土色豊かで志賀町をイメージさせる
・各業界において統一した規格があるもの
　は、その基準を参考にしている

問商工観光課　☎32-9341

　【推奨基準】

　【募集要件】

販売を
きままます！

志賀町優良特産品募集！

― 商店・事業者の皆さまへ ―
志賀町の特産としてふさわしい
地場産品を大募集！
町が、優良特産品の推奨品として
販路を拡大し、情報発信します！

【募集期間】

９月１日火～
10月30日金

※11月に審査会を開催

　例外として認められているもの

1）他の法令これに基づく処分焼却
　（家畜伝染予防法、森林病害虫等防除法）
2）国または地方公共団体がその施設管理に
　必要な廃棄物の焼却（河川管理のためなど）
3）震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の
　予防、応急対策または復旧のため必要な廃棄物の焼却

ちょっと待って、その焼却！

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

野焼きは、一部の例外を
除いて禁止しています。
違反者には、５年以下の
懲役もしくは1,000万円以
下の罰金が科せられます。
例外として認められる焼
却でも、事前に消防署へ
届け出をお願いします。

地域福祉セミナー

　少子高齢化が進む中、住み慣れた
地域で、ふだんのくらしのしあわせ
のためにはどのような課題があり、
どのような取り組みが必要なのか、
みんなで考えてみませんか。

◆日　時　9月 24日㈭　13:30～ 15:30
◆場　所　西海公民館

◆講　師　金城大学社会福祉学部
　　　　　内 慶瑞 教授

問申  志賀町社会福祉協議会・
ボランティアセンター　☎42-2545

2015年度秋JICAボランティア

　海外ボランティアへの扉をたたい
てみませんか。

◆期　間　10月1日㈭ ～ 11月2日㈪

【体験談＆説明会】（予約不要・無料）

【募集ボランティア】
◆青年海外協力隊（20歳～39歳対象）
◆シニア海外ボランティア（40歳～ 69歳対象）
◆職　種
農林農林産、加工、保守操作、土木
建築、保健衛生、教育文化、社会福
祉、観光・商業、スポーツなど

問 JICA北陸 　☎076-233-5931

募募 集集集募募募募 集集集募 集募募募　集集集募募募募募募募 集集集集集集集集募募募募募募募募募募募募募 集集集募募募募募募募募募募 集集集集集集集集集集募募募募募募募 集集集集集募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募 集集集集集集集集集集集集集集

期 日 時　間 会　　　場

 ９月27日㈰ 10:00 ～
12:30

石川県国際交流
センター大研修室

10日 8日 ㈭ 18:30 ～
20:30 JICA北陸 会議室

10月18日㈰ 10:00 ～
12:30

白山市松任
文化会館

野焼き・枯草焼きによる火災 に 要注意！

4）風俗慣習上または宗教上の行事を行うため
　に必要な廃棄物の焼却（左義長行事など）
5）農業、林業、漁業に関わる廃棄物の焼却
　（稲わら等の焼却など）
6）たき火や日常生活上で行われる廃棄物の焼却で
　軽微なもの（キャンプファイヤー、落ち葉焼却）

※たき火で、生ゴミ・紙類・プラスチック・ビニールなどの家庭ゴミの焼却はできません。
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志賀町農業委員が決定

　任期満了に伴い、平成27年８月
１日付で、次の20人が志賀町農業
委員に就任しました。

◆農業委員会会長に　
　　　　　稲岡　利男氏（徳　田）

◆農業委員会会長職務代理者に
　　　　　小谷　正衛氏（東小室）

【志賀町農業委員会委員名簿】

問農業委員会　☎32-9290

氏　名 住　所
花島　守男 倉　垣
河野　　徹 末　吉
漆原　政則 富来領家町
西村芙美江 矢　駄
若宮　　優 相　神
柴田　裕人 大　島
高橋　伸一 酒　見
小谷　正衛 東小室
政氏　友成 二所宮
井高　時博 谷　神
菅原　幹夫 長　田
浜崎　克義 甘　田
堀　　　薫 酒　見
子坂　一夫 鹿　頭
中根　智博 笹　波
畠下　幹男 栗　山
辻口　武志 印　内
笠間　正秀 赤　住
稲岡　利男 徳　田
長田　金二 町

自殺を防ぐために･･･「自殺予防週間」

　

　家族だけで抱え込まず、早めに専門家に相談しましょう。

※毎月第3金曜日に「こころの健
康相談」を実施。完全予約制
で、本人からの相談だけでな
く家族や周囲からの相談も受
け付けます。

※石川県こころの健康センター
や能登中部保健福祉センター
では、ひきこもり教室の実施
や相談にも応じています。

問申  保健福祉センター
☎32-0339

ナンバーの登録は済んでいますか？

トラクター・コンバイン・田植機・フォークリフトなどは、
公道を走らない場合でもナンバープレートが必要です。

◆ナンバープレートは税務課・富来支所総合窓口で発行します。
　所有者および使用者の印鑑、販売証明書または譲渡証明書などが必要です。
（車台番号の拓本、車体の長さ・幅・高さ・最高速度のわかるものが必要な場合あり）

詳しくは･･･　問税務課 軽自動車税担当　☎32-9142

農耕作業用
（トラクター、コンバイン、田植機など）

農耕作業用以外
（フォークリフト、ショベルローダなど）

速
度

乗用装置があり
最高速度35ｋｍ毎時未満のもの 最高速度15ｋｍ毎時以下のもの

大
き
さ

長さ、幅、高さの規定は
ありません

長さ 4.7ｍ以下
幅 1.7ｍ以下
高さ 2.8ｍ以下

税
額

1,600円
（平成28年度以降は2,400円）

4,700円
（平成28年度以降は5,900円）

こころとくらしの悩み総合相談

日時：９月10日㈭　13:00 ～ 15:00
場所：ハローワーク七尾

日時：９月11日㈮　９:30 ～ 11:30
場所：ハローワーク羽咋
・司法書士によるお金に関する相談
・専門医と保健師、相談員によるこころと体の相談

問申  能登中部保健福祉センター
☎0767-53-2482（事前申込・当日可）

健康寿命をのばそう

　９月は食生活改善普及運動・健康
増進普及月間です。

１に運動、２に食事、
しっかり禁煙、最後にクスリ

問保健福祉センター　☎32-0339

９月10 ～
16日は
自殺予防
週間。

◆ひきこもりとは？
　ストレスが大きすぎて自分の力ではどうにもできなく
なった時、外からの刺激を遮断して身を守ろうとする状態
です。この状態が長く続くと、「人と会うと緊張する」、「人
の評価が気になる」などの現象が現れることがあります。
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道路交通調査のアンケートにご協力を

道路交通調査（全国道路・街路交通情勢調査）を
９～ 11月に行います。

　この調査は、自動車の使われ方や道路の状況などを調
べるもので、おおむね５年に１回実施しています。
　無作為に抽出された自動車の所有者にアンケートを郵
送しますので、ご協力をお願いします。

問国土交通省 金沢河川国道事務所　☎076-264-9912

高齢者・障害者の人権あんしん相談

　高齢者や障害者に対するいじめ、いやがらせ、虐待な
どの人権侵害を見たり、聞いたり、感じたりすることは
ありませんか。人権擁護委員および法務局職員が相談に
応じます。気軽に相談してください。（相談無料、秘密厳守）

全国共通人権相談ダイヤル：☎0570-003-110
（最寄りの法務局につながります。ただし、土・日曜日
は名古屋法務局につながります。）

【受付時間】９月 ７日㈪～ 11日㈮　８:30 ～ 19:00
　　　　　９月12日㈯～ 13日㈰　10:00 ～ 17:00

男性の不妊治療助成を開始

　石川県では、特定不妊治療（体外受精、顕微授精）の一環
として、今年４月から新たに、男性が不妊治療をした場合、
従来の特定不妊治療助成に上乗せして、男性不妊治療に要
した費用の２分の１（上限15万円/ １回）を助成します。

問申  羽咋地域センター（羽咋市石野町31）　☎22-1170

個別歯科検診を受けましょう

　町内歯科医療機関で個別歯科検診をします。歯周病菌
は、糖尿病などの生活習慣病や誤嚥性肺炎の原因といわ
れます。この機会に、口腔内の健康状態をチェックしま
しょう。（無料）

◆対　象　平成28年３月31日までに、
　　　　　40歳・50歳・60歳・70歳を迎える人
◆期　間　９月１日～ 10月30日まで
◆内　容　問診および口腔内検診
◆その他　個別に案内された無料クーポン券と問診票を
　　　　　持参し、電話予約の上受診してください。

問保健福祉センター　☎32-0339

犬の飼い主の皆さんへ

　●犬の放し飼いは絶対にやめましょう。
　●ふんの始末は責任を持って行いましょう。

　ふんの後始末は、飼い主の最低限の
マナーです。散歩は犬にとって大切な
運動ですが、きちんとふんを片付けな

いと、周りの人の迷惑になります。

問環境安全課　☎32-9321

原子力発電施設等周辺地域
企業立地支援給付金について

制度の一部が改正され、10月１日以降に
町長が認定する事業から適用します。

原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金とは

原子力立地地域の雇用機会創出と産業振興のため、雇用
の増加を生む企業に対して、一定期間、企業が支払った
電気料金などに基づき、道府県が給付金を交付する制度

◆今回の主な改正点◆
１）対象業種を製造業に限定
２）算定単価を(=契約電力1kw当たりの電力料金により
算出)1,000円単価から100円単位に区分し、40円刻み
に細分化

※給付継続中の企業は、改正後もこれまで通り適用

詳しくは･･･問商工観光課  企業誘致対策室　☎32-1111

県内一斉司法書士無料法律相談会

【面談相談】　９月６日㈰　13:00 ～ 15:00
◆場　所・羽咋すこやかセンター（羽咋市鶴多町）
　　　　・フォーラム七尾（七尾市御祓町）

【電話相談】　９月６日㈰　10:00 ～ 16:00
◆臨時・相談専用ダイヤル　☎076-291-0099

◆相談内容：不動産登記・商業登記・相続・遺言・成年後見・
　借金問題・消費者問題など（秘密厳守・予約不要）

問石川県司法書士会　☎076-291-7070

臨時福祉給付金の申請を受け付けます

　一定の条件を満たす人に給付金を支給します。対象者
に申請書を送りますので、確認の上申請してください。
◆支給要件

平成 27 年１月１日に志賀町に住民票があり、住民税が非
課税の人 ( 課税者の被扶養者や生活保護の受給者は除く )

◆給 付 額　１人につき　6,000 円
◆申請期限　平成 28 年１月 29 日㈮まで

詳しくは ･･･ 問申  健康福祉課　☎ 32-9131
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羽咋警察署・羽咋郡市防犯協会連合会（☎ 22-4970）

次の言葉を言われたら
「詐欺！」と疑いましょう

お金を要求する電話があったら、家族、知人、
羽咋警察署（☎22-0110）に相談しましょう。

ハク太郎ハク太郎

■電話番号が変わった
　変更前の電話番号に電話して確認しましょう！

■還付金があるからＡＴＭへ行ってください
　公的機関がお金を返すのにＡＴＭの操作を
　求めることはありません！

■宝くじの当選番号を教えます
　当選番号が事前に分かることはありません！

９月 1 1日は「警察安全相談の日」

◆９月11日は「警察安全相談の日」です。
　「警察の相談ダイヤル　☎♯９１１０」

※110番は事件・事故の緊急通報電話です。不急の相談は
　警察安全相談に電話してください。（通話料は有料）

・警察本部警察安全相談室･･･　☎♯9110
　　　　　　　　　　または 　☎076-225-9110

・羽咋警察署警察安全相談室･･･☎0767-22-0110
　交番、駐在所でも受け付けします。

９月９日は「救急の日」

　日本全国で、救急に関わる取り組みが行われます。
いざという時のために、救急法を実施しましょう。

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

羽咋警察署新庁舎内見会
　羽咋警察署の新庁舎が完成しました。

◆日　時　９月６日㈰　10:00 ～ 15:00
◆場　所　羽咋警察署（羽咋市旭町ユ-20）

※どなたでも見学できます。駐車場に限りがありま
　すので、乗り合わせでお越しください。

振り込め詐欺 
などに注意！

問羽咋警察署　☎22-0110

狩猟免許試験

※第２回試験までは終了しました。

問申  石川県中能登農林総合事務所　☎0767-52-2583

試 験 日　時 場　所 申請受付期間

３ 回 ９月19日㈯
10:00 ～ 17:00

県地場産業
振興センター ９月４日㈮まで

４ 回 平成28年2月16日
㈫10:00 ～ 17:00

七尾サン
ライフプラザ

平成28年１月６日
～２月２日まで

献血にご協力を

　石川県では、400ml献血のご協力を
より一層お願いしています。
◆日　時　９月25日㈮　９:30 ～ 12:00、13:30 ～ 16:00
◆場　所　役場本庁舎１階

問石川県赤十字血液センター　☎076-237-5533

電気柵設置に注意 ! !

　電気柵で不慮の事故が発生しました!

★電気柵とは？
農作物をイノシシなどの被害から守るために、支
柱を立てて張った電線に電気を流してイノシシな
どを感電させ、近づけさせないための柵です。

捕獲、殺傷を目的としたものではありません。

◆設置するときの注意点
・電気柵専用の電源装置を使用する。
・家庭用電源を直接電気柵につながない。
　（つなぐと感電や火災の原因となり危険！）
・電気柵は専門家の指導を受けて設置する。
・注意喚起の看板を目のつきやすい所に設置する。
・柵に異常がないか定期的に見回りや点検を行う。

◆見かけたときの注意点
・興味本位で触らない。
・雨の日は特に感電しやすいので要注意。
・電線が切れていた場合は近づかず、所有者に報告。
・子供やお年寄り、心臓が弱い人など十分気をつける。

問農林水産課　☎32-9224


