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町内交通事故・火災発生状況
（平成29年11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 △６

負傷者数 22人 ３

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：12月25日㈪

・国民健康保険税（６期）

・後期高齢者医療保険料（９期）

・介護保険料（６期）

・固定資産税（３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！

チャリティてんと市

皆さんのお越しをお待ちしています。

◆日　時　12月12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
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平成29年度石川県ふぐ処理資
格者試験準備講習会

◆日　時　１月30日㈫
　　　　　実技 9:00~12:00
　　　　　学科 13:00~17:00
◆場　所　金沢勤労者プラザ
◆受講料　29,500円（テキスト代含む）

◆定　員　26人

◆申込み締切り　定員になり次第

◆申込方法　申込書に必要事項を記
　　　　　入し受講料を添えて（公
　　　　　社）石川県調理師会宛に
　　　　　送付してください。
※申込書は（公社）石川県調理師会、県薬事衛
　生課または最寄の保健福祉センターにてお
　受け取りください。

★詳しくは･･･
問(公社)石川県調理師会

　☎076-236-2012
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志賀町社会福祉協議会から

寄附のお知らせ

社会福祉向上に役立てて
◆土田郵便局様より窓口設置募金
箱に集まったお金より　　　3,153円

日本赤十字社石川県支部にご加入
いただきました
◆植村千恵子様（豊後名）　特別社員

問志賀町社会福祉協議会
☎42-2545

志賀町土地改良区のお願い

　次のような時は、届出が必要で
す。届出がなければそのまま賦課さ
れますのでご注意ください。
★ 組合員および住所の変更

・農地の移動
・ 組合員が死亡した場合
・ 住所を変更した場合
・ 農地を売買、贈与、交換、相続、相

続放棄、耕作の移動などをした場合
・ 農業者年金受給のため経営を委譲し

た場合

★ 賦課金の納入方法の変更
・ 賦課金の納入方法を現金納入から口

座振替に変更する場合
・ 賦課金の納入方法を口座振替から現

金納入に変更する場合
・ 振替口座を解約した場合

★ 農地を農地以外に転用
・ 農地を宅地、駐車場、資材置き場な

どに変更した場合
・ 公共事業など（道路、公園など）で農

地が用地買収された場合
※農地を転用する際に、転用決済金が
　かかる区域があります。

　転用決済金とは、農地を転用するこ
とで、残存農地の組合に対して負担が
増えないようにするためのお金です。

問志賀町土地改良区（志賀町役場２階）
　☎32-3851

花のミュージアムフローリィ

★お正月しめ飾りアレンジ教室
　大きなお花をメインにした豪華な
アレンジです。
◆日　時　12月３日㈰14:00 ～
◆参加費　2,160円（税込み）

　　　（先着15名様　電話予約可能）

★リトルピアニスト演奏会
　酒谷ピアノ教室の子供達による
ピアノ演奏会です。
◆日　時　12月10日㈰

10:30 ～・12:30 ～

★お正月寄せ植え教室
　お正月用の寄せ植えです。

◆日　時　12月17日㈰10:00 ～
◆参加費　3,240円（税込み）

　　　（先着20名様　電話予約可能）

★クリスマスコンサート
アンサンブル演奏会

　少し早いクリスマス演奏をお楽
しみ下さい。
◆日　時　12月17日㈰

11:00 ～・14:00 ～

※今年のフローリィは12月17
　日㈰まで営業いたします。

【12月の休館日】
12月４日㈪・12月11日㈪

【冬期休館】
12月18日㈪～

平成30年３月23日㈮ 予定

問花のミュージアム   フローリィ
　☎32-8787
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平成 29年度公立羽咋病院
職員採用候補者試験

職種 人数 受験資格

薬剤師 １人
・昭和43年４月２日以降に生まれた人
・薬剤師免許を有するか、平成30年４
　月末までに取得見込みの人

臨床検査
技師 １人

・昭和48年４月２日以降に生まれた人
・臨床検査技師免許を有するか、平成

30年４月末までに臨床検査技師免許
を取得見込みの人

視能
訓練士 １人

・昭和48年４月２日以降に生まれた人
・視能訓練士免許を有するか、平成30

年４月末までに視能訓練士免許を取
得見込みの人

看護師 ３人
程度

・昭和53年４月２日以降に生まれた人
・看護師免許を有するか、平成30年４月

末までに看護師免許を取得見込みの人

◆採用年月日 平成 30 年４月１日予定

◆受 付 期 間  12 月４日㈪～ 12 月 22 日㈮
　※郵送必着。持参の場合、公立羽咋病院２階総務課で受付。
　（平日８:30 ～ 17:15 ／第２・第４土曜日８:30 ～ 12:30）

◆第１次試験日 平成 30 年１月 14 日㈰

◆第２次試験日 平成 30 年１月 27 日㈯

◆試 験 会 場 公立羽咋病院　２階　講義室

◆申込書の配布 次のいずれかの方法で請求

問公立羽咋病院 総務課（〒925-8502 羽咋市的場町松崎24)
　☎22-3307（URL：http://www.hakuihp.jp/）

戦没者等のご遺族の皆さまへ

第十回特別弔慰金の請求はお済みですか？

○第十回特別弔慰金について
　今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊
い犠牲に弔慰の意を表し、戦没者等のご遺族に特別弔慰
金（記名国債）を支給します。
　ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年５万
円に増額するとともに、５年ごとに国債を交付します。

○支給対象者
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年４月１日（基
準日）において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者
戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方（戦
没者等の妻や父母など）がいない場合に、次の順番による
先順位者のご遺族お一人に支給。
　１ 平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護　
　　 法による弔慰金の受給権を取得した人
　２ 戦没者等の子
　３ 戦没者等の①父母　②孫　③祖父母　④兄弟姉妹
　　　※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件
　　　　を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

　４ 上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）

　　※戦没者等の死亡まで引き続き１年以上の生計関係を有してい
　　　た人に限ります。

○支給内容　額面25万円、５年償還の記名国債
○請求期間　平成27年4月1日から平成30年4月2日　　　

（請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金を受けることがで
きなくなりますので、ご注意ください。）
○請求窓口　志賀町役場 健康福祉課 ☎32-9131
　　　　　　富来支所 総合窓口

※なお、平成32年4月1日を基準日とする特別弔慰金については、平
　成32年4月1日から請求受付を開始する予定です。

★詳しくは･･･
問石川県健康福祉部厚生政策課管理・援護グループ

☎076-225-1411

除雪時期が近づいています

◆道路にはみ出ている竹や木の枝などは、所有者があら
かじめ処分してください。

◆路上駐車はしないでください。

◆消防水利（消火栓、防火水槽）の周辺や除雪機械の入れ
ない狭い道路は地元の皆さんの共同作業により除雪し
てください。

積雪状況に応じて除雪作業
します。地区によっては除
雪機械の運行経路により、
作業が遅れることもありま
すのでご了承ください。

問まち整備課　☎ 32-9211

高齢者世帯などの除雪作業を支援します

　自力での除雪が困難な世帯の除雪を支援します。

　　　　　①  65 歳以上の高齢者のみの世帯
　　　　　②  母子世帯
　　　　　③  障がい者世帯など
　※近隣に除雪支援できる親族などがいる場合を除く。

◆費用　500円（１回）　
 　　　　※生活保護世帯、町民税非課税世帯は免除

　除雪の範囲は、居住のために使用している人家の住
居敷地内で、玄関先から公道までの日常生活を営む上
で必要不可欠な通行が確保できる範囲です。

※利用の際は、事前登録が必要です。

問申 健康福祉課　☎ 32-9131
問申 志賀町社会福祉協議会　☎42-2545
問申 各地区民生委員・児童委員

対象
世帯

　
　①  公立羽咋病院ホームページからダウンロード
　②  公立羽咋病院２階総務課で配布
　③  郵便請求の場合、封筒の表に「職員採用試験申込書請求」

と朱書し、120 円切手を貼った返信用封筒（角形２号、
返信先を明記すること）を同封して請求してください。

広報しか
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人権相談
ダイヤル

第69回人権週間 【12/4㈪～ 12/10㈰】

　みんなで築こう人権の世紀

　期間中、全国で人権意識を高めるための各種啓発活
動が実施されます。

◆人権週間における 17項目の強調事項
１ 女性の人権を守ろう　　　　　　　　
２ 子どもの人権を守ろう　　
３ 高齢者の人権を守ろう　　
４ 障がいを理由とする偏見や差別をなくそう
５ 同和問題に関する偏見や差別をなくそう　　　
６ 北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
７ 東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう
８ インターネットを悪用した人権侵害をなくそう
９ アイヌの人々に対する理解を深めよう
10 外国人の人権を尊重しよう　　　　　　
11 ＨＩＶ感染者やハンセン病患者等に対する偏見や
 差別をなくそう
12 刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう
13 犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
14 ホームレスに対する偏見や差別をなくそう
15 性的指向を理由とする偏見や差別をなくそう　
16 性自認を理由とする偏見や差別をなくそう
17 人身取引をなくそう

【志賀町での啓発活動】

人権イメージキャラクター
　人KENまもる君・あゆみちゃん

（法務省人権擁護局）

同和問題に関する偏見や差別をなくそう　　　

　人KENまもる君・あゆみちゃん
（法務省人権擁護局）

啓発発動 日　時 場　所

街頭啓発
活動

12 月８日㈮
16:30 ～

・どんたく高浜店前
・アスク富来店前

人権相談
（無料）

12 月８日㈮
10:00～15:00

富来行政
センター 2 階

志賀町文化
ホール 2 階

※人権相談は、総合相談にあわせて開催します。

人権イメージキャラクター
　人KENまもる君・あゆみちゃん

人権イメージキャラクター
　人KENまもる君・あゆみちゃん

　・全国共通人権相談ダイヤル ☎0570-003-110
　・女性の人権ホットライン　 ☎0570-070-810
　・子どもの人権110番　　　　☎0120-007-110

陸上自衛隊高等工科学校生徒 募集

　平成29年度の陸上自衛隊高等工科学校生徒（中学生を対
象）の募集を行います。
※高等工科学校とは、科学技術の進歩に伴う技術的な識能
　を有し、知徳体を兼ね備えた陸上自衛官となる人を養成
　し教育する全寮制の学校（男子校）です。

◆受付期間　11 月１日㈬～平成 30 年１月９日㈫

◆応募資格　17 歳未満の男子で中学校卒業者（見込みを含む）

◆試 験 日　平成 30 年１月 20 日㈯

　　　　　　※第１次試験合格者のみ、平成 30 年２月１
　　　　　　　日㈭～４日㈰までの間の指定する１日に第
　　　　　　　２次試験を行います。（口述試験・身体検査）
◆試験会場　七尾地方合同庁舎２階（七尾市小島町）

問自衛隊石川地方協力本部本部 七尾出張所　
☎0767-53-1691
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マイナンバーカードの郵便申請について

◆差出有効期限切れの返信用封筒はそのまま使えます
　「通知カード」および「個人番号カード交付申請書」と一緒
にお届けしている個人番号カード交付申請書の送付用封筒（返
信用封筒）は、差出有効期間が平成29年10月4日になって
いる場合でも、平成31年5月31日まで切手を貼らずに、そ
のまま使用することができます。

◆交付申請書の送付用封筒はホームページからダウンロー
　ドすることもできます
　「マイナンバーカード総合サイト」に申請者自身で印刷して利用
可能な封筒様式を掲載していますのでご利用ください。

★詳しくは ･･･　問住民課　☎ 32-9121

日本郵便株式会社　川崎東郵便局　郵便私書箱第2号

地方公共団体情報システム機構

個人番号カード交付申請書受付センター  行
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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

新教育委員に髙野正人氏、新教育委員長に保々稔氏が就任

　２期８年間、志賀町教育委員として務めた中島進氏（酒
見）が任期をもって退任し、10月22日、髙野正人氏（貝田）
が、新たに志賀町教育委員として就任しました。任期は４
年間です。
　また、委員会で、教育委員長に保々稔氏（末吉）、同職務
代理者に谷内雅人（安津見）が選任されました。任期は１年
間です。

問志賀町教育委員会 　☎32-9360

新たに就任した
髙野正人氏

役職名 氏　　名 就任年月日 備　考

委員長 保々　　稔 平成 27 年 10 月 22 日 平成 29 年 10 月 24 日
委員長就任

委員長職務
代理者 谷内　雅人 平成 28 年 10 月 22 日 平成 29 年 10 月 24 日

委員長職務代理者就任

委　　員 新古　紀子 平成 25 年 12 月 14 日

委　　員 髙野　正人 平成 29 年 10 月 22 日

教育長 守田　廣三 平成 26 年６月 3 日 平成 26 年 6 月 3 日
教育長就任

平成30年は「明治150年」

　平成30年は、明治元年から起算
して満150年に当たります。政府で
は、内閣官房副長官を議長とする

「「明治150年」関連施策各府省連絡会
議」を設け、①「明治以降の歩みを次
世代に遺す施策」、②「明治の精神に
学び、さらに飛躍する国へ向けた施
策」、③「明治150年に向けた機運を
高めていく施策」の３つを柱として、
政府一体となって「明治150年」関連
施策を推進しているところです。国
だけでなく、地方公共団体や民間も
含めて、日本各地で、「明治150年」
に関連する多様な取組が推進される
よう、ロゴマークの使用促進や広報
などを通じて、「明治150年」に向け
た機運の醸成を図っています。

★詳しくは･･･

問企画財政課　☎32-9331

林業退職金共済制度

　林業の仕事をしていたことがあり
ませんか？林退共制度に加入してい
たが、退職金をまだ受け取っていな
い人を探しています。林業の仕事を
していたが、林退共へ加入していた
か分からない人も調べています。罹
災した共済契約者や被共済者に対し、
各種手続きの必要性が生じた場合は、
できる範囲で対応します。

問（独法）勤労者退職金共済機構林業退
職金共済事業本部　 ☎03-6731-2887

検索 明治 150 年地　域　安　全　ニ　ュ　ー　ス

羽咋警察署・羽咋郡市防犯協会連合会（☎ 22-4970）

ハク太郎

年末年始特別警戒
　警察では、12月15日（金）から平成30年１月５日(金)の期間中、年末年始特
別警戒を実施します。実施期間中、地域パトロールや金融機関・コンビニエ
ンスストアの警戒活動を強化して地域の安全・安心の確保に努めます。皆様
のご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。

◆鍵をかけましょう！
　旅行や帰省をする人は全ての出入口・窓に鍵をかけましょう。

◆振り込め詐欺防止！
　年末年始に家族や親戚が集まる場合、「電話でお金の
話をされたら詐欺を疑う」ということをみんなで確認し
ましょう。
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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

12月 ２日㈯・ ９日㈯
　　16日㈯

9:00 ～
12:30 住民票・戸籍・印

鑑証明などの発行・
マイナンバーカー
ド交付業務12月29日㈮ 9:00 ～

15:00
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相 談 内 容 日　　時 場　所 問い合わせ先 備　考

ひとり親家庭相談
相談員：自立支援員

12月21 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 >
 12 月８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 >
 12 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 12 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）

12 月７日㈭
14 日㈭
21 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  12 月 19 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。

　10 月から実施している高齢者インフルエンザ予防接種につい
て、インフルエンザワクチンの供給が追い付かない状況にある
ことから、接種期間を延長します。
　なお、接種を希望する場合は、希望の医療機関へ必ず予約を
してから受診くださいますようお願いいたします。

問保健福祉センター　☎ 32-0339

高齢者インフルエンザ予防接種
期間延長のご案内

　接種期間：平成 30年１月 31日 ( 水 ) まで
※接種期間は延長しますが、ワクチン効果の有効期間が
　ありますので、なるべく早めの接種をお勧めします。
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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

すくすく子育相談
12月７日㈭

乳幼児のお子さんと
お母さんどなたでも

15:00 ～
15:30

志
12月14日㈭

げんキッズ広場 毎週火・金曜日
（祝日は除く）

10:00 ～
11:30ゆう遊クラブ

12月12日㈫ 乳幼児のお子さ
んをお持ちの人12月26日㈫ 富

遊びの教室 12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

教室名 実施日 時　間 対　象 場　所

鶴亀
おたっしゃ
教室

12月14日㈭
12月21日㈭

10:30
～
11:30

65歳以上の人

やすらぎ
荘

志賀
健幸教室

12月 ６日㈬
12月13日㈬
12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） 富

男性の
料理教室

12月 ６日㈬
12月 ８日㈮

10:00
～
12:30

65歳以上の男性
志

活

介護予防

※すくすく子育て相談を希望する人は、事前に相談内容をご連絡ください。
※ゆう遊クラブは「クッキング」です。
※遊びの教室に参加を希望する人は、事前に申し込みください。

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 12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 12月７日㈭ 平成29年８月生まれ
志

１歳６カ月児健診 12月14日㈭ 平成28年５月～６月生まれ

【受付時間】４カ月児健診　　 13:15 ～ 13:45
　　　  　　１歳６カ月児健診 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。
※男性の料理教室に参加を希望する人は、事前に申し込みが必要です。

女性がん検診（個別検診）

女性がん検診（集団検診）

※平成 29 年 12 月末まで、協力医療機関で受診できます。事前に保健福祉
　センターに申し込みが必要です。
※クーポン券対象年齢の人は、無料で受診できます。クーポン券を忘れず
　に提示してください。

※集団検診用受診券と検診費用をご持参ください。クーポン券対象年齢の
　人は、クーポン券をご持参ください。

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（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（昭和51年４月２日～昭和52年４月１日生まれ）

内　容 健診内容 費　用 費　用

子宮頸
がん検診

子宮頸部
細胞診

20歳以上
（平成 10年３月 31 日以前生まれ） 500 円

21 歳
（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

マンモ
グラフィ

40 歳以上
（昭和 53年３月１日以前生まれ） 500 円

41 歳
（昭和 51年４月２日～昭和 52年４月１日生まれ） 無　料

骨粗鬆
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

内　容 実施日 受付時間 場　所

土曜検診 12月２日㈯ 9:00 ～ 10:00 活

機 能 訓 練

教室名 実施日 対　象 時　間 場所

リハビリ教室

毎週月曜日
（祝日は除く）

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。

10:00 ～
13:00

富

毎週金曜日
（祝日は除く） 志

※参加希望の人は、事前に保健福祉センターまで相談してください。

能登原子力センター 　　 35

 1 月
籠の背面には、 越前和紙で華やかにアレンジします･･･

12 13椿の籠かざり

水

* 写真はイメージです

ふれあいミニ講座＆クラフト体験

金
1/17 1/19 1/23 1/28

日火

-
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