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志賀町社会福祉協議会から
寄付のお知らせ

◆志賀町赤住の川畑敏一様から亡父
の供養のため、社会福祉向上に役
立ててほしいと　　   　200,000円
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　　納期限：11月30日（月）

・国民健康保険税　第５期

・後期高齢者医療保険料　第８期

華　展

  各流派の秋の作品をご覧ください。
◆日　時　11月21日㈯～ 23日㈪

※21日㈯・22日㈰は、10:00 ～ 18:00
　23日㈪は、10:00 ～ 16:00

◆場　所　能登ロイヤルホテル

問志賀町華道協会（片山）
　☎090-6813-0390

てんと市

　皆さんのお越しをお待ちしています。

◆日　時　11月24日㈫  ８:30 ～ 11:00
◆場　所　みちのえき「旬菜館」前

問農林水産課　　　　　☎32-9290

協会けんぽ 加入者は
年に１回必ず受診を

　受診券所有者は、平成28年３月
31日までに必ず特定健診を受診し
てください。集団検診の日程が終
了した地区でも、最寄の病院など
で受診可能です。

問全国健康保険協会石川支部
☎076-264-7204

犯罪被害給付制度とは

　殺人など、故意の犯罪行為を受
けた被害者などに対し、国が支給
する給付制度です。

　◎遺族給付金　◎重傷病給付金
　◎障害給付金　

　労災保険などの公的補償を受け
た場合や損害賠償を受けた場合は、
給付金額が調整されます。遺族間
犯罪や犯罪被害者にも原因がある
場合は、給付金の全部または一部
が支給されないことがあります。

問羽咋警察署　☎0767-22-0110
問石川県警察本部県民支援相談課
　被害者支援室　☎076-225-0110

民謡民舞 かがやき民謡の祭典

◆日　時　11月８日㈰　11:00 ～

◆場　所　富来活性化センター

主催：富来民謡保存会

花のミュージアムフローリィ

◆時　間　14：00～
※どちらの教室も電話予約可能

☆イベント☆
★『マジックショー＆マジック教室』
◆日　時　11月21日㈯・22日㈰
・マジックショー　13:00 ～ 13:30
・マジック教室　（1回30分）
　①11:30 ～  ②13:30 ～  ③14:30 ～

★『西田  啓子 先生の遊書体験』
　遊書で自分の名前を書いてもらおう！
◆日　時　11月22日㈰　13:00～ 16:00
※混雑時には整理券を発行します。

★『フラワーマーケット』
　東京市場直送のお花の苗を販売。
　お花の無料相談コーナーもあり。
◆日　時　11月21日㈯・22日㈰

問花のミュージアム　フローリィ　
☎32-8787

☆有料教室☆
日　時 教　室

11月３日㈫
1,620円

（先着10人）

『保湿クリーム』
かかとつるつる、
乾燥時期におすすめ

11月14日㈯
1,080円

（先着20人）

『クリスマスリース』
ポインセチアの
リースを作ります

11月28日㈯
540円

（先着20人）

『クリスマスプチBOX』
クリスマスらしい小物
を詰め込んだアレンジ
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労働保険適用促進強化期間

　労働保険（労災保険・雇用保険）は、従業員が業務上
災害を被ったり、失業した際に保険給付を受けられる
ほか、失業の予防・雇用の安定を図る事業主に対し、
必要な援助を行う制度です。従業員を一人でも雇用し
ている事業主で、手続きが済んでいない人は、早急に
加入手続きをお願いします。最寄り商工会や社会保険
労務士に手続きを依頼することもできます。

問七尾公共職業安定所羽咋出張所　☎0767-22-1241

全国瞬時警報システム（J
ジェイ　アラート

-ALERT）
全国一斉自動放送等試験の実施

　人工衛星を用いて緊急情報を瞬時に伝達する全国瞬
時警報システム（J-ALERT：ジェイ- アラート）について、
住民への情報伝達について万全を期すため、全国一斉
自動放送等試験を実施します。

◆日　時　11月25日㈬　11:00（予定）
・防災行政無線およびIP音声告知端末から、音声放送およ
びチャイムが鳴ります。

・ケーブルテレビ（志賀チャン）で緊急放送画面を表示します。
・志賀タウンめーるから、緊急メールを配信します。

問環境安全課　☎32-9321

国民健康保険税の納付済証明書を送付します

平成27年中に国民健康保険税を納めた納税義務者
に「確定申告用納付済証明書」を平成28年１月下旬
（予定）に送付します。

◆確定申告用納付済証明書とは･･･
　国民健康保険税を納めた納税義務者が、確定申告・
町県民税申告の際に利用するための証明書です。

◆事前に納付済額を確認したい、
　年末調整に利用したいときは･･･
　下記のものを用意して、税務課または富来支所で申
請してください。「納付証明書」を発行します。

①世帯主または同一世帯の人が申請する場合
　保険証・納税通知書・運転免許証やパスポートなど
の身分証明書のいずれかと印鑑

②別世帯（勤務先・会計事務所など）の人が申請する場合
　世帯主の委任状のほかに、依頼を受けた人の公的機
関発行の身分証明書と印鑑

※窓口で「納付証明書」の発行を受けた場合、「確定申告
用納付済証明書」は送付しません。

※年金天引きによる納付分は含まれないので、「公的
年金源泉徴収票」などで確認してください。

問税務課　☎ 32-9142

全国一斉『女性の人権ホットライン』強化週間

　夫・パートナーからの暴力やストーカーなどの悩みは
ありませんか。女性の人権問題解決を目指し、「全国一
斉『女性の人権ホットライン』強化週間」を実施します。
（相談無料、秘密厳守）

問住民課　☎ 32-9121

女性の人権ホットライン　☎ 0570-070-810

◆期　間　11月16日㈪～22日㈰
　　　　８:30 ～ 19:00
　　※ただし、21 日㈯・22 日㈰は、10:00 ～ 17:00

◆相談者　法務局職員および人権擁護委員

※全国統一番号で、石川県内でかけると、平日は金沢地
方法務局に、土・日曜日は名古屋法務局につながります。

七尾税務署からのお知らせ

【平成27年分年末調整説明会】
　企業の給与担当者に、年末調整の仕方、法定調書、給
与支払報告書の作成について説明します。

◆日　時　11月17日㈫ 　①13:30 ～ 15:30
◆場　所　羽咋すこやかセンター
◆日　時　11月19日㈭ 　②10:00 ～ 12:00
　　　　　　　　　　　  ③13:30 ～ 15:30
◆場　所　七尾サンライフプラザ

※今年は周辺自治体との合同開催です。３回のうち１回に出
席してください。税務署から送付される年末調整関係書類
を必ず持ってきてください。

【税を考える週間  11/11 ～ 11/17 】　 小中学生作品展示
◆期　間　11月11日㈬～ 17日㈫
◆会　場　志賀町文化ホール、ショッピングモールアスク

【記帳説明会】
　個人の白色申告者のうち事業所得、不動産所得または
山林所得のある人は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。

◆日時・会場　11月17日㈫
　①10:00 ～ 12:00（富来活性化センター）
　②13:30 ～ 15:30（志賀町商工会３階）

問七尾税務署　☎ 0767-52-3381

石川県介護福祉士会　電話介護相談

　経験豊富な介護福祉士が、介護に関する相談に応じます。
◆日　時　11月７日㈯　10:00 ～ 15:00

◆フリーダイヤル　☎0120-008-294
　※当日しか電話はつながりません。ご了承ください。



広報しか
2015.11

16

（公財）能登半島地震復興基金  新規採択事業説明会

　能登の交流人口拡大や、地域ブランド育成などの取り
組みを対象に、平成28年度事業を募集します。

◆対象者　能登の活性化に取り組む県内の民間団体
◆募集期間　11月２日㈪～ 12月28日㈪

問（公財）能登半島地震復興基金　☎076-225-1317

日　時 場　所

11月16日㈪
10:30 ～ 石川県奥能登行政センター

（能登空港内）

14:00 ～

石川県中能登総合事務所
（七尾市小島町二部33）

11月18日㈬ 石川県庁 1411会議室

皆さんの健康づくりを応援します！「健 康 講 座」

　自分の体のこと、考えてみませんか？高血圧について
分かりやすく学ぶ教室です。

◆申込締切　11月11日㈬

問申 保健福祉センター　☎32-0339

日　時 講　師・場　所

11月16日㈪ 13:30 ～
15:30
13:10 ～受付

加藤病院 加藤理良医師
志賀町保健福祉センター

12月３日㈭ ひよりクリニック平川知之医師
富来活性化センター

介護予防事業「男性の料理教室」参加者募集

　料理で広がる第二の人生。料理の基本から家庭の定番
料理まで、楽しみながら料理を覚えてみませんか。料理
初心者の男性、大歓迎！気軽にお申し込みください。

◆時　間　10:00 ～ 12:30
◆内　容　健康に関する講話・調理実習
◆対　象　志賀町に住む 65 歳以上の男性
◆持ち物　エプロン、タオル（三角巾）、米１合
◆申込締切　12 月 4日㈮

問申 保健福祉センター　☎ 32-0339

日　時 場　所

１回目：12 月 10 日㈭ 富来活性化
センター調理室２回目：平成 28 年１月 14 日㈭

１回目：12 月 15 日㈫ 志賀町文化ホール
調理室２回目：平成 28 月１月 12 日㈫

自衛官候補生（男子）・
陸上自衛隊高等工科学校生徒の募集

◆自衛官候補生（男子）を募集しています。

募集項目 自衛官候補生（男子）

受付期間 11 月 10 日㈫まで

応募資格
18 歳以上 27 歳未満の男子
 ※平成 28 年４月１日現在

試験期日 11 月 14 日㈯

試験会場
・自衛隊石川地方協力本部　（金沢市新神田 4-3-10）
・陸上自衛隊金沢駐屯地　

◆平成27年度の陸上自衛隊高等工科学校生徒（中学生を対
　象）を募集します。

募集項目 一　般 推　薦

受付期間
11 月１日㈰～

平成 28 年１月８日㈮
11 月１日㈰～
12 月４日㈮　

応募資格
15 歳以上 17 歳未満の男子で中学校卒業者
（見込みを含む）　※平成 28 年４月１日現在

試験期日

【１次試験】
平成 28 年１月 23 日㈯

【２次試験】
平成 28 年２月４日㈭
～７日㈰のうち
指定する１日

平成 28 年１月９日㈯
～ 11 日㈪のうち
指定する１日

試験会場 七尾地方合同庁舎
（七尾市小島町西部２番）

陸上自衛隊高等工科学校
（神奈川県横須賀市御幸浜 2-1）

問自衛隊石川地方協力本部七尾出張所　☎0767-53-1691

町臨時職員（高浜保育園・看護師）を募集

職　種 看護師（高浜保育園）

区　分 嘱託員（１人）

期　間
12 月１日㈫～平成 28 年３月 31 日㈭

8:30 ～ 17:00
※変則勤務時間有

賃　金 月額　182,900 円

募募 集集集集集集集集募 集募募募　　集集募募募募募 集集集集集集集集集集募募募募募募募募募募募 集集集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集集集募募募募募募募 集集募募募　募募募募募　募 集集集集集集集集集集集集集集

◆申込期限　11 月 13 日㈮必着
◆受験に必要な書類
　申込書に必要書類を添付の上、役場総務課へ提出。
・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。（13 日㈮ 17:00 到着分有効）

◆選考方法　面接試験により選考します。

詳しくは ･･･　　　　　　　　志 賀 町

問総務課　☎ 32-9311
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火災・救急・救助は 119 番　　問志賀消防署　☎ 32‒1776　志賀消防署富来分署　☎ 42‒1211

2016年度

「全国統一防火標語」募集
　皆さんも全国統一防火標語を応募してみませんか？

　2015年度は、全国から28,642点の応募がありました。入

選作品は、全国の消防署や公共機関に掲示する防火ポス

ターに採用します。入選作品1点は賞金10万円、佳作４点

は賞金１万円です。火災の恐ろしさ、防火の大切さ、防火

のポイントなどを表現した作品をお待ちしています。

▶応募は、特設サイトの専用応募ホーム
　もしくは右記のQRコードへ

【URL】http://www.boukahyougo.jp

一般社団法人日本損害保険協会・消防庁  共催

11/30
 締切

空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節です。
私たち一人一人の火災予防意識が大切です。
毎年、11月９日から15日までを
「秋の全国火災予防運動期間」と定め、
本年度は 「無防備な  心に火災が  かくれんぼ」 を標語に
火災への注意を呼びかけています。

火
災
や
災
害
に

強
い
街
づ
く
り

お年寄りや身体の
不自由な人を
守るために、
隣近所の
協力体制を
つくる。

住宅防火
いのちを守る
７つのポイント

火災を小さいうちに
消すために
住宅用
消火器を
設置する。

ガスコンロ
などのそばを
離れるときは
必ず火を
消す。

寝具、衣類および
カーテンからの
火災を防ぐ
ために防炎品
を使用する。

ストーブは
燃えやすい
ものから
離れた位置で
使用する。

逃げ遅れを防ぐために
住宅用火災
警報器を
設置する。

寝たばこは
絶対に
やめる。

４つの対策 ３つの習慣

質問２

住宅用火災警報器はどこで
購入できるの？

お近くのホームセンターや
電器店などで購入できます。

質問３

火災ではないのに警報が鳴って
しまうのですが ･･･。

タバコの煙、調理時の湯気などで
鳴る場合があります。この場合は、
取り付け位置を変えてください。
ピッと短い音が一定の間隔で鳴る
場合は、電池切れの注意音です。

火災ではありません。
新しい電池に交換してください。

質問１

古くなった住宅用火災警報器はどうすればいいの？

住宅用火災警報器は、古くなると、電子部品の寿命や
電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため
とても危険です。10 年を目安に交換しましょう。

？

秋
の
全
国
火
災
予
防
運
動
期
間

11
月
９
日
〜
15
日

住
警器仮面
質問
コーナー


