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志賀町社会福祉協議会から
寄付のお知らせ

社会福祉向上に役立てて
◆匿名の方から　　    　  200,000円

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）
◆木村　紀弘様（牛ヶ首）　特別社員
◆中谷　由美子（荒屋）　　特別社員

問志賀町社会福祉協議会  ☎42-2545

てんと市

皆さんのお越しをお待ちしています。

◆日　時　8月23日㈫　8:30 ～ 11:00
◆場　所　みちのえき「旬菜館」前

問農林水産課　☎32-9290

花のミュージアム
フローリィ

★さらさらボディーパウダー作り
◆日　時　８月７日㈰　14:00 ～

◆参加費　1,080円
　（先着10人、電話予約可）

★フライング・ドクターの
　サマーコンサート
◆日　時　８月16日㈫
　　　　　 11:00 ～、14:00 ～

★バルーンラッピング
◆日　時　８月21日㈰
　　10:00 ～ 12:00、 13:30 ～ 16:00
 　 （各回先着30人、１家族２人まで）

★パティオバルーン装飾
◆期　間　８月11日㈭～８月16日㈫

 ◆今月のお花　 『ジニア』
　屋外ガーデンにあり

◆カフェカモミール季節のドリンク
　・グレープフルーツ＆ジュ二パー
　　　　　　　　　　@410円(税込)

問花のミュージアム　フローリィ
☎32-8787

　　納期限：８月 31日（水）
・町県民税　２期
・国民健康保険税　２期
・後期高齢者医療保険料  ５期
・介護保険料（普通徴収）  ２期

志賀町職員採用候補者
試験の実施

　平成 29 年４月１日から勤務して
いただく職員の採用候補者試験の受
験申込を受け付けしています。

◆受付期間　７月11日㈪～
　　　　　　８月12日㈮
（郵送の場合、８月12日付け消印の 
  あるものまで受理します）
◆受付場所　志賀町総務課

　募集する職種、受験資格、試験日
程など詳しくは、「広報しか」７月号
（前月号）または志賀町のホームペー
ジをご覧ください。
問総務課  総務人事担当   ☎32-9311

【日本遺産】能登キリコ祭り体験

　キリコ担ぎや
よばれ体験で、
地元人との交流
が楽しめます。

【西海祭り】
女性がキリコを担
ぐ全国でも珍しい
祭り。

◆日　時　８月14日㈰

【冨木八朔祭礼】
各集落から約30本のキリコが乱舞する祭り。

◆日　時　８月27日㈯

詳しくは･･･

問商工観光課　☎32-9341

【のと里山空港】
搭乗者200万人達成記念日

どんぴしゃクイズ応募者募集！
　平成15年７月７日に開港した「の
と里山空港」の搭乗者累計が、平成
28年中に200万人に達する見込み
です。達成日を予想し、的中した
方に能登の特産品をプレゼント！

◆期　間　８月１日㈪～８月31日㈬
◆応募先　〒929-2372　
　石川県輪島市三井町洲衛10-11-1
　のと里山空港利用促進同盟会
　　　　　　
詳しくは…  

問 のと里山空港利用促進同盟会
☎ 0768-26-2366　
FAX 0768-26-2367　

  のと里山空港

  里浜時計
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個人県政学習バス参加者募集

◆対　　象　七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、
　　　　　　中能登町に住む成人男女
◆運行日　日帰りコース（４回）
　９月28日㈬　いしかわの安全・安心実感コース

　10月１日㈯　石文化の小松を訪ねるコース

　10月25日㈫　金沢芸妓の舞と音楽コース

　11月22日㈫　金沢芸妓の舞と歴史コース

◆定　　員　各コース43人（申込多数の場合は抽選）
◆参加費用　コースにより異なります
◆募集期間　８月12日㈮～８月26日㈮（当日消印有効）
◆申込方法　往復はがきでの申し込みが必要です。詳し
　　　　　　くは下記まで問い合わせてください。

問申  石川県中能登総合事務所 企画振興課
☎0767-52-6113

ほっと石川観光応援債総額50億円を募集

　石川県では、北陸新幹線敦賀延伸や東京オリンピック・
パラリンピックを見据え、県内各地での魅力づくりや国
内外からの誘客促進などに取り組むため、公募債「ほっ
と石川観光応援債」を発行します。
　８月に総額50億円を、県内や首都圏、関西圏、中京圏
で募集します。北國銀行および三井住友銀行の各営業店
窓口で販売予定です。
　応援債は、５年満期・固定金利の県債で一口10万円か
ら購入できます。半年毎に利払いがあり、満期日までお
持ちいただければ、額面どおり元本が支払われます。
　利率は、直近の５年国債より高く設定し、購入した皆
さんに、特典を贈ることも検討しています。
　利率など詳細は、決定次第、石川県のホームページな
どでお知らせします。

問申  石川県財政課　☎076-225-1257
問申  石川県観光企画課    ☎076-225-1127

自衛官募集

種目 資格 受付期間

一般曹候補生 18 歳以上
27 歳未満
の男女

８月１日㈪
～

９月８日㈭
自衛官候補生

航空学生

高卒
（見込含）
21 歳未満
の男女

防衛大学校学生（推薦） ９月５日㈪
～

９月８日㈭防衛大学校学生
（総合選抜）

防衛大学校学生（一般）
前期

９月５日㈪
～

９月30日
㈮

防衛医科大学校
医学科学生

防衛医科大学校看護学科
学生（自衛官コース）

防衛大学校学生（一般）
後期

高卒
（見込含）
21 歳未満
の男女

平成29年
１月21日㈯

～
１月27日㈮

※自衛官候補生男子は、年間を通じて募集しています。
資格年齢は、平成 29 年４月１日現在

問自衛隊石川地方協力本部　七尾出張所
☎ 0767-53-1691

【宝達志水町・羽咋市・志賀町・輪島市を結ぶ広域農道】
夕陽のビューポイント（夕陽写真）募集

◆応募期間　８月１日㈪～ 10月３日㈪（応募資格不問）
◆応募方法　応募用紙に必要事項を記入の上、下記応募
　　　　　先まで応募（FAX、メール可）。応募用紙は
　　　　　ホームページからダウンロード、または問
　　　　　い合わせてください。

【最優秀賞 】　１名 （ 撮影ポイントの情報発信と地域特産品）
【優秀賞  】　３名 （地域特産品）
◆必要事項　写真の名称、撮影場所、撮影日時、撮影者
　　　　　の住所、氏名、年齢、電話番号

詳しくは ･･･

問申  羽咋郡市門前広域農道建設推進協議会
輪島市門前支所 地域整備課　
☎ 0768-42-8722　FAX 0768-42-0594
□ seibi@city.wajima.lg.jp

 輪島市

　羽咋郡市門前
広域農道建設推
進協議会では、
宝達志水町・羽
咋市・志賀町・
輪島市を結ぶ広
域農道沿線にお
ける能登の魅力
を発信するため、
広域農道から見
える夏の夕陽写
真を募集します。
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　「児童扶養手当」および「ひとり親家庭等医療費助成制
度」の受給資格のある人は、年１回の現況届が必要です。

◆提出期間　８月１日㈪～ 31 日㈬

　この現況届は、今年の８月から手当を受けることがで
きるかを調査する大切な届けです。
　８月中に手続きしなかった場合は、支払期日に手当が
受けられなくなります。現在資格のある人には、７月末
に案内を送付してありますので、必要書類を添付の上、
住民課まで提出してください。

問申  住民課ひとり親担当　☎ 32-9122

現況届を提出してください

斎場施設の休業日について 

（１）羽咋斎場が補修工事のためお休みします。
◆期　間　９月１日㈭～９月10日㈯
　工事期間中は、志賀斎場を使用することになります。
（２）志賀斎場が補修工事のためお休みします。
◆期　間　９月11日㈰～９月17日㈯
　工事期間中は、羽咋斎場を使用することになります。

問羽咋郡市広域圏事務組合　☎27-1153

【国民年金】お得な保険料口座振替の「早割・前納」

　国民年金では、保険料を口座振替で前払いすると割引
がある「早割」「前納」という制度があります。

通常の保険料の納付期限は翌月末ですが、
当月末に引き落とす方法のこと。

６カ月分、１年分、２年分をまとめて４月
末（６カ月分は前期分が４月末、後期分が
10 月末の年２回）に引き落とす方法のこと。

振替予定日の前々月末日までに申し込んで
ください。

問住民課   ☎32-9121 問七尾年金事務所   ☎0767-53-6511

税関では次の通貨・証券などをお返しします

・終戦後、外地から引き揚げてきた人が、上陸地の税関 
　 または海運局に預けた通貨・証券など

・外地の総領事館や日本人自治会などに預けた通貨・証
　券などのうち、その後、日本に返還されたもの

　心当たりのある人は税関へ問い合わせてください。
　家族でも問い合わせ・返還請求することができます。

問大阪税関監視部 ☎06-6576-3115
　金沢税関支署　 ☎076-267-4490
　七尾出張所　　 ☎0767-52-0689

平成28年度　第２回物品売払い　　

◆入札期間　８月22日㈪～８月25日㈭　８:30 ～ 17:15
◆入札場所　志賀町企画財政課
※入札時間など変更になる場合がありますのでご了承ください。

問企画財政課　 ☎32-9331

物件
番号 形式 初登

録年
予定価格

（最低売却価格） 備　考

１
トヨタ

ＫＣ-ＨＺＢ50
（コースター）

H9 500,000円
（税込）

自賠責・自動車
リサイクル料込

２
日野

ＰＢ-ＸＺＵ388Ｍ
（デュトロ）

H16

1,200,000円
（税込）

自動車
リサイクル料込

３
日野

ＰＢ-ＸＺＵ388Ｍ
（デュトロ）

1,000,000円
（税込）

「早割」
とは

「前納」
とは

申込
期限

第33回金沢矯正展（刑務所作業製品展示即売会）

　社会を明るくする運動の一環として、犯罪のない明る
い社会を築くことを目的に実施します。
◆日　時　９月10日㈯　９:30 ～ 16:00
◆場　所　金沢刑務所
◆内　容　施設見学、受刑者の生活状況や刑務作業に関

するパネル展示、刑務所作業製品の展示販売、
模擬店コーナーなど

問金沢刑務所企画部門　☎076-221-7367

㈱ＮＴＮ能登製作所が２年連続寄付

　６月18日（土）、ベアリング製造会社㈱ＮＴＮの羽咋郡市
内グループ企業４社が主催するＮＴＮ能登祭りが、羽咋市
のコスモアイル羽咋で開催されました。出店や特設ステー
ジには多くの人が集まり、賑わいをみせました。
　イベントの冒頭で、能登中核工業団地に立地する㈱ＮＴ
Ｎ能登製作所の山﨑貴史社長が、庄田副町長に障がい福祉
の向上のために５万円の
寄付目録を贈呈しました。
　同製作所から寄付は、
昨年に引き続き２回目
となります。

　町が所有する下記の物品について、予定価格(最低売却
価格)の提示による一般競争入札を実施します。詳しくは
企画財政課に問い合わせてください。また、参加できる
人は、町内に住所を有する個人および法人に限ります。
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          消防署からのお願い

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

if　　自分が着ている洋服に火が燃え移ったら？
　自分が着ている洋服に火が燃え移ってしまうことを
着
ちゃくいちゃっか

衣着火と言います。きちんとした対処法を知らない
と火を消せないどころか、かえって炎が大きくなるの
で、着衣着火の対処法『スト
ップ、ドロップ＆ロール』を
紹介します。

お子さんに防火指導を
　子どもの火遊びによる火災は、大人がいないときや

大人の目が届きにくい場所で発生することが多いため、

発見が遅れたり初期消火が困難になるなど被害が大き

くなることがあります。

　真っ先に危険にさらされるのは子どもたちです。親

や周囲の大人が注意を払い、日頃から火の恐ろしさや

火災予防の大切さを話し合っておきましょう。

農地を転用する場合は手続きが必要です

　農地を農地以外に変えることを「農地転用」といいます
が、農地転用する場合には、農地法の許可が必要です。
　この許可制度は、食料の安定供給の基盤である優良農
地の確保と農業以外の土地利用との調整を図り、農地転
用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導することを
目的として設けられています。
　許可を受けないで転用したり、許可を受けた通りに転
用しなかった場合は罰則があります。

（※）農地以外の例･･･住宅・店舗などの宅地、資材置き場、
　　駐車場、道路、山林、太陽光発電施設用地など

◆制度の概要

問農業委員会　☎ 32-9290

農地法 ４条 ５条

許可が必
要な場合

農地の所有者が
農地を転用する

農地、牧草放牧地を
転用するための売買・
賃貸借などを行う

許可
申請者

転用を行う者
（農地所有者）

売主または貸主（農地
所有者）と買主または
借主（転用事業者）

許可
権者

県知事
農地が４haを超える場合には、
農林水産大臣（地域整備法に基づく場合を除く）絶対に

走らない！
慌てて走っては絶対にいけません。
走ると風が起こり、かえって火の
勢いが大きくなります。

1.Stop
(止まれ)

火の勢いを大きくさせないために
まずはその場に止まってください。

2.Drop
(倒れろ)　

地面に倒れこみ、燃えているとこ
ろを地面に押しつけます。

3.Roll
(転がれ)

地面に倒れたまま左右に転がりま
す。転がることで服についた火を
窒
ちっそく

息消火させます。

臨時福祉給付金および
障害・遺族年金受給者向け給付金お知らせ

　「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げも恩恵が
及びにくい低所得の人を支援するため支給します。

◆支給要件　平成28年度分の住民税が課税されていない人

◆給 付 額　3,000円／１人につき
◆受付期間　９月１日㈭～ 12月27日㈫

◆申請書類　①申請書（対象と思われる人に送付します）
　　　　　　②本人確認書類
　　　　　　（運転免許証や保険証の写し対象者全員分）

　　　　　　③口座確認書類
　　　　　　（通帳やキャッシュカードの写し）

　※平成27年度と同じ口座への振込の場合は口座確認書類は不要。

◆受取方法　申請書に記載した指定口座に入金します。
　　　　　 （事前に決定通知を送付）

　平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、障
害基礎年金、遺族基礎年金を受給（平成28年５月分）
している人には、さらに３万円の給付金があります。
　（高齢者向け給付金を受けた人は除く）

申問健康福祉課「臨時福祉給付金」窓口　☎32-9131

ルールを守って
楽しい花火楽しい花火【安全に遊ぶポイント】

① 気象条件を考え、風の強いときは花火をしない

② 燃えやすいものがなく、広くて安全な場所を選ぶ

③ 子供だけでなく大人と一緒に遊ぶ

④ 説明書をよく読み、注意事項を必ず守る

⑤ 水バケツを用意し、遊び終わった花火は必ず水につける


