
		　　

		　　

問志賀町立図書館　☎32-1740
問町立富来図書館　☎42-2777

休館日 　    11月６日㈪・13日㈪・20㈪・	27日㈪
開館時間　志賀		平日	9:30 ～ 18:00、土日祝	9:30 ～ 17:00
　　　　　富来		平日	9:30 ～ 18:00、土日祝	9:30 ～ 17:00

【志賀町立図書館】　

◆おすすめの本◆
○『「てんぷら近藤」主人のやさしく教える天ぷらのきほん』

近藤　文夫
　「てんぷら近藤」主人が、家庭のフライパンとサラダ油と焙煎ご
ま油でおいしい天ぷらの揚げ方を教えてくれる本です。36 種類の
天ぷらの作り方を紹介。食欲の秋にぴったりの 1 冊です。

○『身の丈に合った服で美人になる』　　　　　小山田　早織
　テレビやファッション誌で活躍するスタイリストが、ユニクロ・
ＺＡＲＡ・無印良品などのコスパブランドコーデを提案。なかな
か手が出ない高価な服ではなく、身の丈にあった服でおしゃれが
楽しめる１冊です。

◆新着の本◆
【一般書】

○ホワイトラビット 伊坂幸太郎
○墨の香 梶　ようこ
○孤軍（越境捜査６） 笹本　稜平
○湖底の城８ 宮城谷昌光
○悪道５ 森村　誠一
○裏切りのホワイトカード 石田　衣良
○草笛物語 葉室　　麟
○ライオンは仔猫に夢中 東川　篤哉
○マスカレード・ナイト 東野　圭吾
○恨み残さじ（空也十番勝負） 佐伯　泰英
○日本の最も美しい町　　　　美しい町研究会

【児童書】
○ビブリオバトルへ、ようこそ！ 濱野　京子
○くろくんとちいさいしろくん なかや　みわ
◆新着の DVD
○手塚治虫作品集 ア　ニ　メ
○夏美のホタル　　　　　　　有村架純・出演
◆新着の CD 
○音楽と私 原田　知世
○憂歌団  Complete Best 1974-1997 憂　歌　団

休館日　３日㈮・19日㈰
　　　　・23日㈭
開館時間　9:00 ～ 17:30

問志賀町児童館　☎32-1724

		　　
読書の秋から読書の冬へ。日も
短いこの季節はまったりとこた
つで本を読みませんか？

おはなし会　
11月１日㈬、15日㈬
　16:00 ～ 17:00

ボランティア
おはなし会 
11月25日㈯　14:00 ～

場所：１階絵本コーナー

11 / 12 ㊐　14:00 ～ 11/ 1 日⺢ ･15 日⺢ 10:30 ～ 11 / 22 日⺢  10:00 ～ 11 / 26 日㊐  14:00 ～

ころ柿づくり
志賀町特産のころ柿です。
ぜひ体験してみましょう。

指導：新明　侃二さん
定員：15 組　
対象：幼児親子から小学生
もってくるもの：エプロン

親子リトミック遊び
音楽に合わせて親子で楽しく
体を動かしましょう。

講師：松本　有美先生
定員：15 組　
対象：乳幼児親子

ふれあいママさん講座
～電気の安全講座＆
心を育てるふれあい育児～

電気の安全講座と親子でふ
れあいスキンシップをしま
しょう。

講師：ふれあい育児講師
　　　RTA 指定スク－ル Fuua	
　　　大葭原　奈美恵先生
定員：10 組
対象：満 1 歳未満までの乳
　　　児親子
もってくるもの：バスタオル

ミニコンサート
ご家族ご一緒に楽しみましょ
う。

ピアノ：松本　有美先生
フル－ト：菊田　和歌子先生
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児童虐待は　社会全体で解決すべき問題です。

いちはやく　知らせる勇気　つなぐ声
児童虐待とは・・・

　
　　志賀町要保護児童対策地域協議会だより

　季節的に寒くなってくると、関節の痛みが強くなり、閉じこもり
がちになっていませんか？
　腰が痛い、膝が痛い、肩が痛いなどの関節の痛み、立ち上がりが
しづらくなった、歩くことが辛くなったなど、動作に不安を感じて
いませんか？
　当院のリハビリテーション室では、その人らしさを大切にし、生
活の質を尊重したリハビリの提供を心がけています。痛みを和らげ
る、筋力をつける、より安全に動作が行えることなどをめざし、スタッ
フが個別に関わらせていただきます。
　内容としては、電気・温熱治療、関節運動・筋力運動・体操・器械を使ったトレーニングなどを行っています。
　ご自宅での生活が不安な人で通院が難しい場合は、訪問してリハビリを行うことができます。おすすめ体操、
安楽な起き上がり、立ち上がりの動作、介護・家屋改修・生活動作のアドバイス等を行っております。
　ぜひリハビリしてみませんか？
　相談や質問等はお気軽に富来病院リハビリテーション室までご連絡下さい。

㉄富来病院		リハビリテーション室　☎ 42-1122

身体的虐待

ネグレクト 心理的虐待

性的虐待
殴る、蹴る、たたく、投げ落とす、激しく揺さぶる

やけどを負わせる、溺れさせる　など

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、

ポルノグラフィの被写体にする　など

言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、
子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう（Ｄ
Ｖ）など

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にす
る、自動車の中に放置する、重い病気になっても病
院に連れて行かない　など

　児童虐待の相談対応件数は年々
増加しています。あなたの１本の
お電話で救われる子どもがいます。
連絡は匿名で行うことも可能です。
また、連絡者や連絡内容に関する
秘密は守られますので、近所の家
庭の様子がおかしいなと思った時
は、お電話下さい。

「子育てに悩んだとき」や「虐待かも・・・」と思ったら、すぐに下記へ相談してください

相談機関名 電話番号

児童相談所全国共通ダイヤル（いちはやく） ☎ 189

志賀町住民課 ☎ 32︲9122

児童相談　休日夜間携帯電話 ☎ 090-8267-4693

七尾児童相談所（七尾市古府町そ部 8） ☎ 0767︲53︲0811

地域子育て支援センター（志賀町乳幼児保育園内） ☎ 32︲2640

保健福祉センター ☎ 32︲0339

能登中部保健福祉センター（七尾市本府中町ソ部 27-9） ☎ 0767-53-2482

富来病院

 リハビリテーション室
のご案内

リハビリテーション室のスタッフ
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町内交通事故・火災発生状況
（平成29年10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 14件 ０

負傷者数 22人 ９

死 者 数 １人 ０

火 災

建 物 ２件 △４

林 野 ２件 １

そ の 他 ４件 ３

負傷者数 １人 △３

火災などの問い合わせは･･･☎22︲2999

納期限：11月30日㈭

・国民健康保険税（５期）

・後期高齢者医療保険料（８期）

・介護保険料（５期）

ＳＨＩＫＡ     ＴＯＷＮ
ＩＮＦＯＭＡＴＩＯＮ　ＰＡＲＫ

情     報
パーク

今月の納税

・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

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　11月₂₈日㈫		8:₃₀ ～ 11:00
◆場　所　みちのえき「旬菜館」前

問農林水産課　☎32-9290

問企画財政課ふるさと創生室
☎ 32-9301

お知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせ

花のミュージアムフローリィ

★Xʼmasプリザーブドフラワー
アレンジ教室

　プリザーブドフラワーを使ったク
リスマスアレンジです。
◆日　時　11月４日㈯14:00 ～
◆参加費　1,600円（税込み）

　　　　　（15名様　電話予約可能）

★アロマ保湿クリーム教室
　蜜蝋とシアバターの入った栄養
価の高い保湿クリームです。
◆日　時　11月12日㈰14:00 ～
◆参加費　1,500円（税込み）

　　　　　（10名様　電話予約可能）

★Xʼmasスワッグ作り教室

　プリザーブドフラワーを使った
クリスマス壁飾りです。

◆日　時　11月25日㈯14:00 ～
◆参加費　2,900円（税込み）

　　　　　（15名様　電話予約可能）

★お花の直売会
　東京市場直送のお花の苗を販売
いたします。
◆日　時　11月23日(祝・木) ～

26日㈰9:30 ～ 16:00
※お花の苗がなくなり次第終了します

★お花の講習会
　『今から準備	初夏に咲く宿根草』
◆日　時　11月23日(祝・木)

14:00 ～ 15:00
　　　　　（30名様　電話予約可能）

問花のミュージアム   フローリィ  
　☎32-8787

「のと就職フェア」
参加企業募集！

　平成31年度の採用に向けて、能
登地域で唯一の合同説明会を開催し
ます。

◆日　  時　平成30年３月11日㈰
13:00 ～ 16:00

◆場　  所　七尾サンライフプラザ
　　　　　　中ホール

◆対　  象　能登地域（宝達志水町以北）
　　　　　　　に事業所を有する企業

◆申込期限　12月15日㈮まで
　　　　　　　（※応募多数の場合は、抽
　　　　　　　選とさせていただきます）

　　　石川県商工労働部産業立地課 
　　　☎076-225-1517

問申

能登地区リウマチ講演会

◆日　時　11月23日(祝・木)
13:30 ～ 15:30

◆場　所　フォーラム七尾
パトリア５Ｆ

◆講　演　能登地区のリウマチ患
　　　　　者さんへ　～能登で働
　　　　　いた経験から～

◆講　師　西岡　亮　先生
　　　　　（珠洲市総合病院　内科）

※参加無料、申込み不要です。
※家族やお知り合いも、誘い合わ
　せて気軽に参加してください。

問(公社)日本リウマチ友の会石川支部
　(平野)☎090-4329-5808

香能の丘りんご収穫祭

　今年もおいしいりんごがたくさ
んできました！
　りんご狩りをはじめ、りんごス
イーツやりんごの写生大会、飲食
ブースや体験ブース、太鼓にピア
ノにバンド演奏など盛りだくさん
のイベントです。
　ぜひ皆さん遊びにきてください。

◆日　時　11月５日㈰
10:00 ～ 16:00

◆場　所　スギヨファーム志賀農場
　　　　　（とぎ実験農場）

問ゆめラボ事務局 スギヨファーム
　☎42-2617
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志賀町社会福祉協議会から

寄附のお知らせ

日本赤十字社石川県支部にご加入
いただきました
◆山本秀夫様（荒屋）　特別社員

問志賀町社会福祉協議会
☎42-2545
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下水道料金改定における住民説明会の開催について

　下水道整備事業および平成 30 年４月使用分（５月請求分）から変わる下水道
料金について、住民説明会を開催します。
　地区住民で参加を希望する人はどなたでも自由に参加できますので、皆さま
の参加をお願いします。

開催日 対象地区 会　　場

11 月　６日（月） 中甘田・甘田 中甘田公民館２階研修室

11 月　７日（火） 志加浦 志加浦公民館２階大会議室

11 月　８日（水） 加茂 加茂高齢者センター２階大会議室

11 月　９日（木） 上熊野 上熊野公民館２階大会議室

11 月 13 日（月） 下甘田 下甘田公民館２階大会議室

11 月 14 日（火） 土田 土田公民館２階ホール

11 月 15 日（水） 堀松 堀松公民館２階ホール

11 月 16 日（木） 高浜 志賀町役場本庁舎１階大会議室

【下水道使用料】 町内一律料金

基本料金 1,620 円（10㎥以下）

超過料金
（１㎥あたり） 　162 円（11㎥以上）

【下水道分担金】 300,000 円

▪ 下水道使用料および分担金の改定内容

改定後〔平成 30 年４月使用分から〕

▪ 住民説明会日程
全日程　：　午後７時から

【下水道使用料】 志賀地域 富来地域

基本料金 1,080 円（15㎥以下） 1,620 円（10㎥以下）

超過料金
（１㎥あたり）

108 円（16㎥以上 60㎥以下）
162 円（11㎥以上）

129 円（61㎥以上）

【下水道分担金】 200,000 円 300,000 円

現　在 （金額は税込み）

（金額は税込み）

とぎ地域福祉センター
長期休館

　志賀町とぎ地域福祉センターは、
大規模改修のため下記の期間を休館
となります。
　利用者の皆さまには、ご不便をお
かけしますが、ご理解をよろしくお
願いします。

11月₁日㈬～
平成30年９月末（予定）

問志賀町とぎ地域福祉センター
　　　　　　　　　　☎42-2020
問志賀町健康福祉課　☎32-9131

「男性の料理教室」参加者募集！！

　いつまでも健康で元気に過ごすためには、毎日の食事がとて
も大切です。
　美味しく・楽しく・簡単に！料理作りに挑戦してみませんか？

◆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、三角巾、米１合
◆申込期限　12 月１日㈮まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 問申 保健福祉センター　☎ 32-0339

日　時 場　所

１回目：12 月６日㈬ 志賀町文化ホール
調理室２回目：平成 30 月１月 10 日㈬

１回目：12 月８日㈮ 富来活性化
センター調理室２回目：平成 30 年１月 12 日㈮

　12 月１日㈮まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

問まち整備課上下水道室　☎32-9241

「世界エイズデー」と
「ＨＩＶ（エイズ）検査」

　12月１日は「世界エイズデー」で
す。エイズは、ＨＩＶ（ヒト免疫不
全ウイルス）に感染して起こる病気
です。ＨＩＶやエイズは身近な問題
であり、決して他人事ではありませ
ん。早期発見・早期治療で進行を抑
えることができますので、感染に不
安のある人は検査を受けましょう。
※検査は、要予約、匿名、無料です。検
　査結果は、１週間から10日後に来所で
　お伝えします。

■能登中部保健福祉センター
　毎週月曜日	9:00~11:30（要予約）

※第１月曜日は、約１時間で結果が分か
　る即日検査を行います。
※第２月曜日は、19時まで検査が受けら
　れます。

■羽咋地域センター
毎月第２月曜日	9:00~11:30（要予約）

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
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 ひきこもり家族教室

【家族教室】

◆対　象　おおむね思春期～ 40歳代のひきこもりの人の
家族のみ（明らかに精神疾患がある人は対象外）

問申 石川県能登中部保健福祉センター　☎0767-53-2482

日　時	・会　場 内　容

11 月 19 日㈰
14:00 ～ 16:00
能登中部保健
福祉センター

14:00 ～ 14:30　
ミニ講座：「ひきこもる子どもへの

家族の対応」
14:30 ～ 16:00
家族交流会
講師：やすらぎの会（不登校・ひきこ
　　　もこもり等と向き合う親たちの
　　　グループ）
　　　代表　山	美弥子	氏

肝臓に関する講演会

　ウイルス性肝炎（B型・C型）に関する講演会と個別相談
会を開催します。気軽に参加してください。

◆日　時　11月10日㈮　10:00 ～（受付９:30 ～）
◆会　場　能登中部保健福祉センター

【講  演  会 】（10:00 ～ 11:00）「知っておきたい肝臓のはなし」
◆講　師　恵寿総合病院　内科科長	宮森弘年	氏

【個別相談】（11:00 ～ 12:00）（要予約[先着受付]）
※希望者には、医師による個別相談を受け付けます。
※検査データやお薬手帳をお持ちの人は持参してください。

問申 石川県能登中部保健福祉センター　☎0767-53-2482

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事案は、
依然として数多く発生しています。これらのさまざまな
人権問題の解決を図る取り組みを強化するため、金沢地
方法務局および石川県人権擁護委員連合会では、「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）
◆日　時　11月13日㈪～ 19日㈰
◆受付時間　平日	8:30 ～ 19:00、土日	10:00~17:00
◆電話番号　0570-070-810
（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）

国民健康保険税の納付済証明書を送付します

　平成29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」を送付します。

■確定申告用納付済証明書
　平成30年１月下旬（予定）に送付します。
　確定申告・	町県民税申告の際に必要です。

■送付される前に、納付済額を確認したい、年末調整
　に利用したいときは･･･
　税務課または富来支所で申請すると「納付証明書」を
　発行します。

■申請する場合に必要なもの
　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・公的機関発行の身分証明書（運	
　　転免許証・パスポートなど）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」の発行をうけた場合、「確定申告
用納付済証明書」は送付されません。

※年金天引きによる納付分は含まれていませんので、
「公的年金源泉徴収票」などでご確認してください。

★詳しくは･･･　問税務課　☎32-9142

11月は「労働保険適用促進強化期間」です

　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お
済みでない人は、早急に労働保険の加入手続きをお願
いします。手続きは最寄の商工会や社会保険労務士に
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
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平成２９年度第３回物品売払いを行います

　志賀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までお問い合わせください。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。

　入札に付する売払い物件

◆入札期間　11月20日㈪～ 24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。

問企画財政課　☎32-9331

子どもインフルエンザ予防接種費用の一部を助成します

◆対　象　者　１歳～平成30年３月31日までに18歳になる人

◆助　成　額　１人１回　2,000円（２回まで）
　　　　　　※13歳未満は２回、13歳以上は１回の助成。

◆利用方法　①助成を希望する保護者は、母子手帳と印鑑を持参し、保健福祉
　　　　　　　センターか富来支所で申請してください。
　　　　　　②事前に希望の医療機関に予約をしてください。
　　　　　　③交付された接種券を医療機関に提示して接種を受けてください。
　　　　　　④かかった費用から2,000円を引いた残りの金額を医療機関にお
　　　　　　　支払いください。
◆実施期間　11月１日㈬～平成30年１月31日㈬

◆接種場所　協力医療機関

◎この予防接種は、任意予防接種です。保護者の判断で接種を決めるものです。
　また、医療機関によって、接種費用が違いますので事前にご確認ください。

★詳しくは･･･　問志賀町保健福祉センター　☎32-0339

物件
番号 品　名 取得年 予定価格

（最低売却価格） 備　考

１ 日野　ＫＣ－ＲＸ４ＪＦＡＡ
（リエッセ） Ｈ７ 1,000,000円

（消費税を含む）
自賠責・自動車
リサイクル料込

２ バーティカル／
チェストプレス Ｈ18 1,000円

（消費税を含む）
志賀町総合体育
館に保管

３ バーティカル／バタフライ Ｈ18 1,000円
（消費税を含む）

志賀町総合体育
館に保管

４ シーテッドレッグカール／
レッグエクステンション Ｈ18 1,000円

（消費税を含む）
志賀町総合体育
館に保管

５ アブドミナル・
バックエクステンション Ｈ18 1,000円

（消費税を含む）
志賀町総合体育
館に保管

６ シーテッドレッグプレス Ｈ18 1,000円
（消費税を含む）

志賀町総合体育
館に保管

７ ハイラットプル Ｈ18 1,000円
（消費税を含む）

志賀町総合体育
館に保管

８ ローイングマシーン Ｈ18 1,000円
（消費税を含む）

志賀町総合体育
館に保管
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住まいと土地の総合案内所

みらい都志開発㈱

不動産のことなら何でもご相談下さい　―料金不要―
県外在住の方もお気軽にお電話下さい

羽咋市石野町ニ107（やち歯科医院さん向かい）
TEL（０７６７）２２－１５３７

http://www.mirai-toshi.jp 宅地建物取引業石川県知事（3）3772号
不動産コンサルティングマスター

心の通うまちづくり

七尾税務署からのお知らせ

【平成29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16日㈭	10:00 ～
　　　　　12:00、13:30 ～ 15:30
◆場　所　七尾サンライフプラザ
◆日　時　11月17日㈮	

13:30 ～ 15:30
◆場　所　羽咋すこやかセンター
※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
係書類を必ず持参してください。

【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　11月14日㈫	

13:30 ～ 15:30
◆場　所　羽咋すこやかセンター
◆日　時　11月20日㈪

13:30 ～ 15:30
◆場　所　七尾税務署

【消費税の軽減税率制度説明会】
　対象品目の売り上げ・仕入れが
ある事業者の人は、これまでの記載
事項に税率ごとの区分を追加した
請求書当の発行や記帳などの経理

（区分経理）を行う必要があります。
◆日　時　11月15日㈬10:	30~
　　　　　11:30、13:30 ～ 14:30
　　　　　11月17日㈮

10:30 ～ 11:30
◆場　所　羽咋すこやかセンター

問七尾税務署　☎ 0767-52-3381
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健康志っ賀り♥ミニ講座　【減塩編】

年金事務所からのお知らせ

　血圧を上げる原因の１つに塩分の摂り過ぎがあります。
高血圧などの生活習慣病予防のためにも減塩を心がけま
しょう！

　薄味に慣れることが第一歩です！無理せずできること
から始めましょう♪

★詳しくは ･･･　問保健福祉センター　☎ 32-0339

・だしの旨味や素材の味を生かす

・香辛料や柑橘類を上手に活用する

・調味料は「かける」より、「つける」

・めん類の汁は残す

・汁物は具沢山にする

・低塩の調味料を利用する

おいしく減塩するための６カ条

【 納めた国民年金保険料は
全額が社会保険料控除の対象です！ 】

　国民年金保険料は所得税法および地方税法上、健康保
険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、
社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、
税額が軽減されます。
　控除の対象となるのは、平成 29 年１月から 12 月まで
に納めた保険料の全額です。過去の年度分や追納された
保険料も含まれます。
　また、ご自身の保険料だけではなく、家族の負担すべ
き国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合
わせて控除が受けられます。
　なお、平成29年中に納付した国民年金保険料について、
社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告
を行う時に、領収証書など保険料を支払ったことを証明
する書類の添付が必要となります。
　このため、平成 29 年１月１日から９月 30 日までの間
に国民年金保険料を納付した人には、11 月上旬に日本
年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明
書」が送られますので、申告書の提出の際には必ずこの
証明書または領収証書を添付してください。（平成 29 年
10 月１日から 12 月 31 日までの間に、今年はじめて国民
年金保険料を納めた人へは、翌年の２月上旬に送られます）
　税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮
の事故など万一の時にも心強い味方となる制度です。保
険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。

【 国民年金保険料の「後納制度」について 】
　過去５年以内に納め忘れた国民年金保険料を納付する
ことで将来の年金額を増やすことができる「後納制度」
が平成 27 年 10 月から平成 30 年９月までの３年間に限
り実施されています。
　後納制度を利用することで年金額を増やすことや、年
金の受給ができなかった人が受給資格を得られることが
あります。
　従来、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済み
期間と保険料免除期間など合算した資格期間が原則とし
て 25 年以上必要でしたが、平成 29 年８月からは、資格
期間が 10 年以上あれば老齢年金を受け取ることができ
るようになりました。そのため、後納制度を利用し不足
している保険料を納めることにより、年金の受給ができ
なかった人が受給資格を得られる可能性があります。
　ただし、すでに老齢基礎年金を受給している人などは、
後納制度の利用はできません。
　後納制度を利用するには、申込みが必要です。

★詳しくは・・・
問年金加入者ダイヤル　☎ 0570-003-004
㉄七尾年金事務所　☎ 0767-53-6511
㉄住民課　☎ 32-9121

自動車税の口座振替制度
をご利用ください

　平成30年度分の自動車税から口座振替を希望する人
は、平成30年２月末までの申込みをお願いします。

◆申込方法 県内の金融機関（銀	行､ 信

金､ JA､ ゆうちょなど）に備
え付けてある申込用紙に
必要事項を記入し、金融
機関窓口に提出してくだ
さい。

問石川県税務課　☎076-225-1273 県税キャラクター直之くん

建設副産物　知恵と技術で建設リサイクル

　建設産業では、建設リサイクル法に基づき、再生資
材として利用できる特定の建設廃棄物（コンクリート塊
やアスファルト塊、木材など）の「分別解体」と「リサイ
クル」を積極的に推進しています。しかし、一方では依
然として建設廃棄物の不法投棄が見受けられます。
　公共工事に限らず、一般
家屋の解体などの際には、
業者に適正な分別解体・再
資源化を促すなど、町民の
皆さまも、建設リサイクル
の推進にご理解とご協力を
お願いします。

問まち整備課　☎32-9211
問北陸地方建設副産物対策連絡協議会事務局
　☎025-280-8880
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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 
  

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】  

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 

かのう おか

　　　　　　　　　　　　　　　　　災害時に、第三者の支援が必要な人（避難行動要支援者）を地域のみんなで助け
　　　　　　　　　　　　　　　　    る仕組みをつくるため、対象者を「避難行動要支援者名簿」に登録する制度です。

◆登録対象者
　災害時に避難が必要となった場合、身体が不自由などの理由
で自力または家族などの支援のみでは避難が困難であり、第三
者の支援を必要とする在宅の人が対象です。具体的には、下記
の要件に該当する人が対象者となりますが、避難が困難かどう
かは、本人または家族に判断していただきます。

　　　　　　　今後、要支援者名簿に登録を希望する人は、自分で登録申請をする必要があります。
　　　　　　　まず、健康福祉課または地域の民生委員に相談して、登録申請してください。
　　　　　　　新たに対象要件に該当すると思われる人には、町から直接申請書が送付されることがあります。

問健康福祉課　☎ 32-9131　FAX 32-0288　
問民生委員・児童委員

2 		高齢者のみ世帯

介護認定で３以上の
認定を受けている人

4 	

3 	

5 	

6 	

身体に障害のある人
（身体障害者手帳１級・２級所有者）

平成 28 年度末での登録者数 ･･･998 人

知的障害のある人
（療育手帳Ａ１・Ａ２所有者）

精神に障害のある人
（精神障害者保健福祉
手帳１級・２級所有者）

1 ～7 に準ずる状態
にあり、災害時に
避難支援などが
必要な人

7 	難病患者

1 	高齢者で一人暮らしの人

！

避難行動要支援者
登録制度とは　

◆地域で支援方法を協議（個別計画の策定）

　個人情報の外部提供に同意した人について
は、自主防災組織や民生委員などに情報が提
供され、災害時に誰がどのようにして助けに
行くかを決める「個別計画」を策定につなげ
ます。

【申請者へのお願い】
　名簿の登録は、避難の支援を約束するものではありません。
支援関係者の善意によって成り立つ制度であり、責任を問う
ものではないことを理解の上、登録申請をお願いします。こ
の制度を正しく理解・申請していただくため、民生委員が直
接訪問する場合がありますのでご協力ください。

体などが不自由な在宅者へ

﹃避難行動要支援者﹄ の登録をしましょう
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