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町内交通事故・火災発生状況
（平成29年８月１日現在）

平成29年１月からの累計 前年比

交 通

事 故

件 数 11件 △１

負 傷 者 数 16人 ５

死 者 数 ０人 △１

火 災

建 物 ２件 △２

林 野 ２件 １

そ の 他 ３件 ２

負 傷 者 数 １人 △１

火災などの問い合わせは･･･☎22-2999

納期限：10月２日㈪

・国民健康保険税（３期）

・後期高齢者医療保険料（６期）

・介護保険料（３期）

ＳＨＩＫＡ     ＴＯＷＮ
ＩＮＦＯＭＡＴＩＯＮ　ＰＡＲＫ

情     報
パーク

今月の納税
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・新築住宅を取得
　した人に奨励金

・空き家を取得し
　リフォームした
　人 に助成金

・民 間 賃 貸 の
　家賃助成

志賀町に移住した人へ

花のミュージアムフローリィ

★ウエディングショー
　お花の中のウエディングショー
をお楽しみください。

◆日　時　９月17日㈰
　　　　　　　　　14:00 ～ 15:00

《フローリィ インフォメーション》
◆９月のお花
　ルドベキア  （屋外ガーデンにあり）

◆カフェ『カモミール』
　９月のおすすめメニュー　 
　チーズケーキ　400円(税込)

問花のミュージアム   フローリィ  
☎32-8787

最高
月額２万円！

最高

100万円！

最高

170万円！

てんと市

皆さんのお越しをお待ちしています。

◆日　時　９月₂₆日㈫  8:₃₀ ～ 11:00
◆場　所　みちのえき「旬菜館」前

問農林水産課　☎32-9290

廃校舎で遊ぼう！

　童心に返り校舎で遊びませんか。
　１限目から６限目まで盛りだく
さん！
　バルーンアートで遊んだり、さく
ら貝でスマホケースを作ったり。
　西海の又次節も復活！
　是非、見に来てください。

◆日　時　９月 16 日㈯
10:00 ～ 20:00

◆場　所　旧西海小学校

問志賀町女性団体協議会
☎090-2037-5852（安田）

問企画財政課ふるさと創生室
☎ 32-9301

JICAボランティア2017年度秋

　開発途上国では、さまざまな分野
において、わたしたちの技術・知識・
経験が必要とされています。
　海外ボランティアへの扉をたたい
てみませんか。

◆期　間　９月29日㈮ ～ 11月1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

コミュニティ開発、農業土木、看護
師、小学校教育、障がい児・者支援
など約120種

問 JICA北陸 　☎076-233-5931

期 日 時　間 会　　　場

 ９月23日㈯ 13:30 ～
16:00

リファーレ
（オフィス棟）

大会議室
※職種別企画

10日９日
（月・祝）

13:30 ～
16:00

金沢星稜大学 
キャリアデザイン館
※映画上映イベント
会場駐車場利用不可

受けよう！はかりの定期検査

　取引・証明に使用する「はかり」
は、計量法に基づく「定期検査」を
受けなければなりません。定期検
査を実施するので、必ず受検して
ください。※家庭用のはかりは対象外

◆時　間　11:00 ～ 12:00、
　　　　　13:00 ～ 15:00

問商工観光課　☎32-9341
問石川県計量検定所
☎076-241-4157

期　日 場　所

10月４日㈬ 富来活性化センター

10月５日㈭ 役場大会議室

献血を実施します

　石川県では、400ml献血の協力を
より一層お願いしています。皆さん
の協力をよろしくお願いします。
※200ml献血は必要数に達し次第受
付を終了します。（３人程度）

◆日　時　９月４日㈪　
　　　　　9:30～12:00、13:30～16:00
◆場　所　役場本庁舎１階

問石川県赤十字センター
☎076-237-5533

広報しか
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行政書士無料相談会

　相続、遺言、契約、会社設立、各種許可申請の手続
などさまざまな相談についてお答えします。

【電話相談】　９月29日㈮~10月１日㈰　10:00~16:00
　　　　　　☎076-268-9110

【面談相談】　10月１日㈰　10:00~16:00
◆場　所　アル・プラザ鹿島（中能登町井田）
　　　　　１階中央イベント広場

問石川県行政書士会   ☎076-268-9555

家屋の新増築・取り壊しの届け出について

　家屋の固定資産税は、毎年１月１日現在に建ってい
る建物に課税されます。
　税務課では、町内の新増築家屋や取り壊し家屋の把
握に努めていますが、適切な課税を行うためにも、次
のようなときは、税務課固定資産税担当まで届け出を
お願いします。

●新築・増築をしたとき
　税務課職員がお伺いして、家屋評価をさせていただ
きます。この評価は、固定資産税の基礎となる評価額
を算出するために行うものです。
　評価は、完成後順次行う予定ですが、入居前に評価
を希望する人は、完成後早めに連絡してください。都
合の良い日を相談のうえ、伺います。

●取り壊しをしたとき
　家屋の一部または全部を取り壊したり、年内に取り
壊す予定のある人は、「家屋滅失届」を提出してくだ
さい。
　取り壊した建物については、翌年度から固定資産税
が課税されなくなりますが、届け出がないと課税され
てしまうことがありますので、早めに連絡してくださ
い。
　なお、本届け出は登記とは関係ありませんので、登
記されている家屋の場合は、別途ご自分で滅失登記を
してください。

●未登記家屋の所有者を変更したとき
　登記されていない家屋の所有者を変更したときは、

「未登記家屋の所有者変更届」を提出してください。
　この手続きをしないと、翌年度
以降も前の所有者に課税されてし
まいますので、忘れずに届け出を
してください。
　なお、本届け出は登記とは関係
ありません。

問税務課 固定資産税担当　☎ 32-9141

    志賀町・宝達志水町の方を
      Jリーグの試合にご招待！

　９月24日（日）の大分トリニータ戦は「志賀町・宝達志
水町ホームタウンサンクスデー」です。
　Jリーグの試合を無料で観戦するチャンス！
　たくさんの人のご来場をお待ちしております。

◆日　時　９月24日(日)15:00キックオフ

◆場　所　石川県西部緑地公園陸上競技場
　　　　　（金沢市袋畠町）

◆招待人数　志賀町在住の親子（小中高校生）
　　　　　　先着1,500組3,000名様
　　　　　　※一人での申込みも可能です。
◆申込期限　９月22日(金)12:00

◆申込方法　下記のQRコードまたはURLより専用フォー
　　　　　　ムにアクセスし、お申込みください。
　　　　　　当選者の人には電子招待
　　　　　　チケットのダウンロード
　　　　　　用URLをメールにて配信
　　　　　　します。

https://goo.gl/forms/tBrSQXsVvW8qPduB2

問生涯学習課   ☎32-9350

★星空マルシェ★
～地域の魅力が夜空を照らす～

　羽咋郡市には、もっとみんなに知ってほしい星のよう
に輝いたお店がいっぱいあります。そんなお店が集まっ
て、「星空マルシェ」を羽咋法事に合わせて開催します。
　子どもから大人まで楽しめるお店がいっぱい！！是
非、遊びに来てね。

◆日　時　９月 23 日㈯～ 25 日㈪
　　　　　17:00 ～ 21:00

◆場　所　羽咋市パセオ通り商店街

問（公社）羽咋青年会議所
☎22-1317

県内一斉司法書士無料法律相談会

【電話相談】　９月３日㈰　10:00 ～ 16:00
◆臨時・相談専用ダイヤル　☎076-291-0099

【面接相談】　９月３日㈰　13:00 ～ 16:00
◆場　所　・羽咋すこやかセンター（羽咋市鶴多町）
　　　　　・七尾商工会議所（七尾市三島町）

◆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

広報しか
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不法投棄は重大な犯罪です！

　ちょっとした家庭ごみであっても不法投棄すること
は犯罪であり、処罰の対象となります。
 　町民全員で不法投棄の防止に取り組みましょう。

不法投棄をすると以下の刑が科せられます。
・個人の場合、５年以下の懲役もしくは 1,000 万円以
　下の罰金またはその両方
・法人の場合、３億円以下の罰金
不法投棄を見かけたときは
　不法投棄を見かけたときは、すぐに警察へ 110 番通
報してください。

＜不法投棄をさせないために＞
　不法投棄のごみの処理は、不法投棄した人にさせる
ことが当然ですが、不法投棄者が不明な場合は不法投
棄をされた土地・建物の所有者（管理者）が処理を行
うこととなります。不法投棄をさせないために普段か
ら対策をとりましょう。

国民年金保険料の免除期間・
納付猶予期間がある人へ

　国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除・法定免除）、
納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、
保険料を全額納めた人と比べ、老齢基礎年金（65 歳から
受けられる年金）の受け取り額が少なくなります。
　将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除な
どこれらの期間の保険料については、10 年以内であれば
遡って納める（追納）ことができます。
　ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起
算して３年度目以降の追納の場合、当時の保険料額に一
定の加算額が上乗せされます。
　追納は、古い月のものからの納付することとなります
が、次の点に注意してください。

○一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付さ
　れていなければ追納はできません。
○「法定免除・申請免除期間」が「納付猶予・学生納付
　特例期間」より先に経過した月分である場合は、どち
　らを優先して納めるか本人が選択できます。

※追納の申込みを希望する人、または相談については、
　お近くの年金事務所までお願いします。

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

　血圧は、測る時間帯や体調、ストレ
スなどによって変動します。診察室で
測るときと家庭で測るときでは、血圧
の目安は異なっています。
　自分の血圧が適正範囲内に入っている
か確認してみましょう。

健康志っ賀り♥ミニ講座　【血圧編】

適正血圧の目安

高血圧ガイドライン2014より

収縮期血圧 拡張期血圧
診療室血圧 140未満　　かつ/または　　90未満

家庭血圧 135未満　　かつ/または　　85未満

　高血圧は、自覚症状がなく、放置しておくと動脈硬化
を進めます。
　動脈硬化が進行すると血管が詰まり、脳卒中や狭心症
などを引き起こすおそれがあります。

★詳しくは ･･･　問保健福祉センター　☎ 32-0339

 血圧を測り記録する習慣をつけましょう。

問環境安全課   ☎ 32-9321

問企画財政課   ☎32-9331

狙われやすい
場　所

・柵などの囲いが無く、簡単に侵入できる
・雑草が茂り、管理が行き届いていない
・人や車の交通量が少なく、人目につきにくい
・すでにごみが捨てられてしまっている

不法投棄させな
いために

・囲いや柵を設置し、侵入できないようにする
・雑草を刈るなどし、定期的に様子を見に行く

平成２９年就業構造基本調査を実施します！

　就業構造基本調査は、日本の就業・不就業の実態を
明らかにすることを目的とし、調査結果は雇用政策、
経済政策などの企画・立案のための基礎資料として活
用されます。
　皆さまにより便利に回答いただくため、パソコンや
スマートフォンからインターネットで回答することが
可能です。
　調査をお願いする世帯には、９月中に調査員が伺い
ます。調査の趣旨を理解し、回答をお願いします。

広報しか
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平成 29 年度第２回物品売払いを行います

　志賀町が所有する車両について、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
は企画財政課までお問い合わせください。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。

◆入札期間　９月25日㈪～ 28日㈭　平日  8:30 ～ 17:15

◆入札場所　志賀町役場 企画財政課

※入札期間などについて変更になる場合がありますので
　ご了承ください。

入札に付する売り払い物件（車両）
物件
番号 形　　式 初登

録年
予定価格

（最低売却価格） 備　考

１ いすゞ　ＫＣ－ＮＫＳ７１ＧＲ
（消防車） H ８ 400,000円

（消費税を含む）
自 賠 責・ 自 動 車
リサイクル料込

２ ダイハツ ＧＦ－Ｌ７１０Ｓ
（ミラ） H12 30,000円

（消費税を含む）
自動車リサイクル
料込

３ スズキ　ＵＡ－ＭＣ２２Ｓ
（ワゴンＲ） H15 30,000円

（消費税を含む）
自動車リサイクル
料込

４ ダイハツ ＧＤ－Ｓ２１０Ｐ
（ハイゼットトラック） H11 30,000円

（消費税を含む）
自動車リサイクル
料込問企画財政課   ☎32-9331

※次の投票所のみ投票終了時刻を午後７時に繰
　上げします。

●第 17 投票所　稗造研修センター
　（尊保、楚和、灯、阿川、入釜、鵜野屋、地保、切留）

投票所へは入場券を持ってお出かけ下さい。

◎投票所の入場券を
住所地に発送します

　入場券は、世帯ごとに４人分までをまとめて世帯主宛てに送付します。（有権
者が５人以上の世帯には、２通以上に分かれて届きます。）
　投票の際は、入場券を持って投票所へお出かけください。
　届かない場合や、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば、投票
できますので、投票所の係員に申し出てください。

◎今回の志賀町長選挙から、第 12 投票区の投票所が変更になります。
　第 12 投票区（上棚（東谷内）、上棚、二所宮、舘、福井、大坂、穴口、米浜）の投票所が旧下甘田小学校体育館から、
旧下甘田保育園遊戯室に変更となります。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

◎投票日当日に、投票所へ行けない人は、期日前投票や不在者投票制度があります。

期日前投票

　投票日当日に、仕事や、予定があって投票に行けない人は期日前投票ができますので、
入場券を持ってお越しください。
　　期間：９月６日（水）から９月９日（土）までの毎日
　　時間：午前８時 30 分から午後８時まで
　　場所：志賀町役場本庁舎町民ホール、富来活性化センター中会議室

滞在地での
不在者投票

　仕事や旅行などで他の市区町村に滞在中で、投票日までに志賀町に帰ることができない
人は、滞在地先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。この場合は、宣誓
書を添えて、志賀町選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。

病院・施設での
不在者投票

　指定病院など（病院・保健施設・老人ホーム・保護施設など）に入院、入所中の人は、
その施設が不在者投票を取り扱うことができる施設として指定されていれば、その施設内
で不在者投票ができます。詳しくは、入院、入所している施設に問い合わせてください。

郵便等による
不在者投票

　身体に重度の障害等がある人で一定の要件に該当する人は、自宅で郵便による不在者投
票をすることができます。※この場合は、事前に郵便等投票証明書の申請をし、交付を受
けていることが必要です。

投票できる人

次のいずれにも当てはまる人
①平成 11 年９月 11 日以前に生まれ
②平成 29 年６月４日以前から引続き志賀町内に住民登録をし
③志賀町の選挙人名簿に登録されている人

志賀町長

９ 10 日

志賀 めいすい 
７月10日㈰ 　7:00 ～ 20:00
 志賀町保健福祉センター

７月10日㈰ 　7:00 ～ 20:00
 志賀町保健福祉センター

志賀 めい子 

志賀町長選挙

志賀町長選挙志 賀 町 長 選 挙 

男

女

志賀町末吉千古 1-1
志賀 めいすい 様

〒 925-0198

投票日９月 10 日 ㈰

大切な　あなたの声を　一票に

志賀町長選挙
投票時間　午前７時～午後８時
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相談 ・お知らせ

■ 窓口延長業務　　　　    問住民課　☎ 32-9121

日　　時 内　　容

９月 ２日㈯・９日㈯
　　16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

■ 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

エコクッキング教室
（予約制・定員20人）

 10月７日㈯
（平成29年度　第7回）

９月27日㈬~
10月６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

古着リフォーム教室
（予約制・定員20人）

 ９月９日㈯
（平成29年度　第６回）

８月 30日㈬~
９月　８日㈮ 原田 洋子さん ごみを出さない工夫と布の有効利用を図ります

参加費：700 円、持ち物：布 1 枚、裁縫道具

 

有　

料　

広　

告　

欄

相 談 内 容 日　　時 場　所 問い合わせ先 備　考

無料年金相談 ９月20日㈬ 10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00 富来支所

住民課
☎ 32-9121

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

国民年金納付相談会
（無料） ９月26日㈫ 9:00 ～ 12:00 富来活性化セン

ター小会議室
年金保険料の納付など国民
年金制度全般に関すること

ひとり親家庭相談
相談員：自立支援員

９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 >
 ９月 11 日㈪

（司法書士：午前のみ）
10:00 ～ 15:00

富来行政センター 
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
※志賀地域の行政相談委員は
　奇数月のみです

< 志賀地域 >
 ９月８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 ９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 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

七尾法律相談センター
（予約制・先着５人）

９月７日㈭
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）
※クレサラ相談は初回無料、負
担困難で法律援助資力基準に
該当すれば無料（回数制限有）

福祉・介護のしごと
出張相談  ９月 14 日㈭ 10:00 ～ 11:30 ハローワーク羽咋

石川県福祉の
仕事マッチング

サポートセンター
☎ 076-234-1151

福祉の仕事について詳しく知
りたい人、興味のある人の疑
問・質問に個別相談でお応え
します。

■ 町長談話室　　　　　　問総務課　☎ 32-9311

今月は、他の公務により開催できませんので、ご了承ください。

団体様は10名よりお受けいたします。個人様の営業日もござ
いますのでお気軽にお電話下さい♪ 

香能の丘 香能香能香能
かのう 

の丘の丘
おか 

Tel:0767-42-2617 月～金でお電話のご予約お待ちしております 

ビュッフェランチ 【営業 時間11：30～14：00】  

香能香能香能
ファーマーズ 
レストラン 

■料金（税込）★大人 2,000円 ★小学生 1,000円 
       ★4歳以上小学生未満 500円 ★3歳以下 無料 

羽咋郡志賀町香能ろ64 
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　《実施会場》
　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　　 活 ：富来活性化センター

健康カレンダー　掲示板

内　容 実施日 対　象 時　間 場所

げんキッズ広場 毎週火・金曜日
（祝日は除く） 乳幼児のお子さ

んをお持ちの人
10:00 ～

11:30
志

ゆう遊クラブ
９月12日㈫
９月26日㈫ 富

遊びの教室 ９月４日㈪ お子さんの発達に不
安を感じている人

14:30 ～
16:00

志
モグモグ教室 ９月19日㈫ 離乳期のお子さんを

お持ちの方
10:00 ～

11:30

教室名 実施日 時　間 対　象 場　所
鶴亀

おたっしゃ
教室

 ９月14日㈭
 ９月28日㈭

10:30
～

11:30

65歳以上の人

やすらぎ
荘

志賀
健幸教室

 ９月６日㈬
 ９月13日㈬
 ９月20日㈬

10:00
～

11:30
シルバー

ハウス

いきいき
貯筋倶楽部

毎週火曜日
（祝日は除く） 13:30

～
14:30

志

 毎週月曜日
（祝日は除く） と

リハビリ
教室

毎週月曜日
（祝日は除く） 10:00

～
13:00

脳卒中後遺症者など
で日常生活が概ね自立
している人。介護認定
を受けている人は対象
外。

と

毎週金曜日
（祝日は除く） 志

介 護 予 防

※ゆう遊クラブ：12 日は「むし歯予防のお話」、26 日は「ランチョンマッ
トづくり」です。

※遊びの教室、モグモグ教室に参加を希望する人は、事前にお申し込みください。

すくすく子育て

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 ～ 11:30
志

こころの健康相談  ９月15日㈮ 13:00 ～ 14:00

※いきいき健康相談を希望する人は、事前に連絡してください。
※こころの健康相談は、１週間前までに予約が必要です。

乳幼児健康診査
内　容 実施日 対　象 場所

４カ月児健診 ９月７日㈭ 平成29年５月生まれ
志

３歳児健診 ９月21日㈭ 平成26年２月～３月生まれ

【受付時間】４カ月児健診　　 13:15 ～ 13:45
　　　  　　３歳児健診　　 　13:15 ～ 14:00

 問保健福祉センター　☎ 32-0339

※鶴亀おたっしゃ教室、いきいき貯筋倶楽部は、介護予防体操をします。
※とぎ地域福祉センターで実施している「いきいき貯筋倶楽部」「リハビ

リ教室」は、10 月から富来保健福祉センターへ場所が変更となります。
※リハビリ教室参加を希望する人は事前に保健福祉センターまで相談し

てください。

女性がん検診（個別検診）

健康診査・がん検診

※保健福祉センターに事前申込みしてください。

内　容 対　象 費　用

子宮頸
がん検診

20 歳以上（平成 10 年３月 31 日以前生まれ） 1,000 円

21 歳（クーポン券対象年齢）
（平成８年４月２日～平成９年４月１日生まれ）

無　料
乳がん検診 41 歳（クーポン券対象年齢）

（昭和 51 年４月２日～昭和 52 年４月１日生まれ）

女性がん検診
内　容 実施日 受付時間 場　所

集団検診

9月  1日㈮

13:00 ～ 14:00

堀松公民館

9月  4日㈪ 活

9月  5日㈫ 中甘田公民館

9月11日㈪ 西海公民館

9月12日㈫ 西浦ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

9月13日㈬ 土田公民館

9月14日㈭
13:00 ～ 13:45 加茂公民館

14:30 ～ 15:15 下甘田公民館

9月20日㈬
13:00 ～ 14:00

志

9月21日㈭ 旧福浦小学校

9月22日㈮
13:00 ～ 13:45 熊野公民館

14:30 ～ 15:15 上熊野公民館

9月26日㈫ 13:00 ～ 14:00 志加浦公民館

9月27日㈬
13:00 ～ 13:45 酒見構造改善センター

14:30 ～ 15:15 東増穂公民館

土曜検診
9月16日㈯

9:00 ～ 10:00
志

9月30日㈯ 活

【持参するもの】集団検診用受診券・検診費用
　　　　  　　クーポン券対象者はクーポン券

【場所】協力医療機関
※平成 29 年 12 月末まで

内　容 実施日 受付時間 場　所

健康診査、がん検診
（胃・大腸・肺・肝炎・前立腺）、
緑内障検診

9月24日㈰
8:30 ～
10:30

活

健康診査、がん検診
（胃・大腸・肺・肝炎・前立腺）

9月25日㈪ 志

　【内容：対象者】 ※ どの検診も、今年度まだ受けていない人が対象です

・ 健康診査：志賀町国保加入者・後期高齢被保険者
・ 胃・大腸・肺がん検診：40 歳以上の人   
・ 肝炎ウイルス検診：平成 30 年３月末日までに 41、46、51、56、61 歳

に到達し、過去に受けたことがない人 
・ 前立腺がん検診：平成 30 年３月末日までに 51、56、61、66 歳に到達

する男性
・ 緑内障検診：平成 30 年３月末日までに 50、55、60、65 歳に到達し、

７月の緑内障検診を受けていない人
・ 胃がんリスク検査：平成 30 年 3 月末日までに 40、45、50、55、60、  

65、70 歳に到達する方。
・ 大腸がん検診の容器を保健福祉センターと富来支所で配布していま

す。費用は 300 円です。

　【内容：対象者（検診費用）】    

・ 子宮がん検診（子宮頸部細胞診）：20 歳以上（500 円）
・ 乳がん検診（マンモグラフィ）：40 歳以上（500 円）
・ 骨粗しょう症検診（骨密度検査）：平成 30 年３月末までに
　　20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70 歳に到達する人（無料）
・ 下記のクーポン券対象年齢者は、無料で受診できます。

※すくすく子育て相談は、健診後にします。希望する人は事前に相談内容
を連絡してください。
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