
町内交通事故・火災発生状況
（平成30年１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 21件 △４

負 傷 者 数 31人 ７

死 者 数 ２人 ０

火 災

建 物 ２件 △５

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：２月28日㈬

・国民健康保険税（８期）

・後期高齢者医療保険料（11期）

・介護保険料（８期）

・固定資産税（４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　２月₂₇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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志賀町社会福祉協議会から
寄附のお知らせ

◆ 志 賀 町 婦 人 加 工 連 絡 会 様 か ら
チャリティーてんと市の売上げ
の一部を　　　　　　　15,000円

◆匿名の人から　　　　　50,000円
◆二所宮の寺口優美子様から亡母

三野なをい様の供養として
100,000円

◆末吉の志賀町版画協会様から版
画チャリティ展の収益の一部を

30,000円
歳末たすけあい募金

（志賀町共同募金委員会）
◆富来民謡保存会様、よい子の節

保存会様、民舞勝栄会様から
35,793円

◆日蓮宗　本成寺様から　10,000円

問志賀町社会福祉協議会　☎42-2545
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うつ病家族教室

　うつ病と診断された人や、うつ
病と思われる人の家族が、より良
い対応ができるよう、うつ病につ
いての知識や理解を深めるための
家族教室を実施します。

◆日　時　２月23日㈮
14:00 ～ 16:00

◆場　所　石川県能登中部保健福祉
センター ２階 ふれあい
ルーム（七尾市本府中町）

◆対象者　うつ病（躁うつ病を含む）と
診断された人の家族、う
つ病（躁うつ病を含む）と思
われる人の家族など

◆参加費　無料

問石川県能登㊥部保健福祉センター
　健康推進課　☎0767-53-2482

能登原子力センター 　　 35

 3 月
窓辺のインテリアに♪キラキラ輝くオーナメントをつけて･･･

2 28小鳥のゆらゆらインテリア

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
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【漏水注意報】 
水道メーターで漏水確認を

　屋外の露出配管や、日陰で風当り
が強い場所の配管はありませんか。
保温材の取り付けや点検を行い、凍
結に備えましょう。

【凍結してしまったら】
　凍結した水道管に熱湯をかけると、
破裂する場合があり危険です。ぬる
めのお湯でゆっくり解凍しましょう。

【 水道メーターボックス
   の除雪にご協力を　　 】
　積雪や凍結で検針困難な場合、過
去の実績値をもとに請求後、翌月以
降に過不足を精算する場合がありま
す。

問まち整備課上下水道室
☎ 32︲9241

【文化協会】
囲碁・将棋合同競技大会

◆日　時　３月４日㈰
　　　　　9:30 ～（9:00 ～受付）

◆場　所　志賀町文化ホール
　・囲碁：３階第32研修室
　・将棋：３階大広間「飛翔」

◆参加費（囲碁、将棋とも）※昼食費込

　・大　人：2,000円
　・子ども：1,000円（中学生以下）

問志賀町文化協会
☎32-9350

広報しか
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農家民宿開業セミナー
～能登で農家民宿を始めてみませんか～

　全国の農家民宿が実践しているお客様に喜ばれるおも
てなし術や、農家民宿開業のポイントなどを学びます。
どなたでもお気軽にご参加ください。

◆日 時　２月 22 日㈭　14:00 ～ 16:15（予定）

◆会 　 場　中能登町生涯学習センター「ラピア鹿島」

◆対 象 者　 農家民宿に関心のある人、農家民宿の魅力

をアップさせたい人 など

◆募集定員　25 人（先着順）

◆参 加 費　無料

◆申込締切　２月 15 日㈭

◆内 容　①より良いおもてなしのための心得
お客様に喜ばれるおもてなしや宿泊料金
設定の考え方などを全国の事例を交えて
ご紹介します。

【講師】（一財）都市農山漁村交流活性化機構

②農家民宿開業のためのポイント
一般住宅を農家民宿として開業するとき
に必要となる設備や改修についてご説明
します。

【講師】能登中部保健福祉センター

◆申込方法　参加を希望する人は、メール・電話・FAX
のいずれかで下記あてに氏名・連絡先・住所・
性別・年齢をお知らせください。

㉄石川県農林水産部里山振興室（中本）
☎ 076-225-1629　FAX：076-225-1618
e-mail：t-nakamoto@pref.ishikawa.lg.jp

農家民宿とは

　一般の個人が、宿泊者に農林漁業体験を提供しな
がら、自宅の一部を客室として滞在してもらう宿の
ことです。

県内の例：春蘭の里、古民家こずえ

最低賃金改正のお知らせ

　石川県内の事業所に適用される最低賃金は、次の通り
改定されています。最低賃金より低い賃金で労働者を使
用することはできません。

　

　　　　　　　　　詳しくは ･･･

問石川労働局労働基準部賃金室　☎ 076-265-4425

◆地域別最低賃金（県内の全ての労働者に適用されます）

石川県最低賃金
時間額（円） 改定発効日

781円 H29.10.1

◆特定（産業別）最低賃金
最低賃金の名称 時間額（円） 改定発効日

石川県綿紡績、化学繊維紡績、
毛紡績、その他の紡績、染色
整理、鋼、漁網、網地製造業
最低賃金

782円

H29.12.31

石川県金属素形材製品、ボル
ト・ナット・リベット・小ね
じ・木ねじなど、その他の金
属製品、はん用機械器具、生
産用機械器具、発電用・送電用・
配電用電気機械器具、産業用
電気機械器具製造業最低賃金

880円

石川県自動車・同附属品、自
転車・同部品製造業最低賃金 880円

石川県電子部品・デバイス・
電子回路、民生用電気機械器
具、電子応用装置、情報通信
機械器具製造業最低賃金

826円

石川県百貨店、総合スーパー
最低賃金 820円

石川労働局　

第 27 回石川県警察音楽隊定期演奏会
ふれあいコンサート “2018”

中皮腫や肺がんなど、石綿による
疾病の補償・救済について

◆日 時　２月12日（月・振休）　開場  12:30　開演  13:30
◆場 所　本多の森ホール（金沢市石引）

◆曲 目　行進曲「エル・キャピタン」、組曲「スターウォー
ズ」より、前前前世、崖の上のポニョ  ほかドリ
ル演奏、カラーガード演奏など

◆入場料　無料　※満席になり次第入場制限する場合があります

問石川県警察本部広報室
　☎076-225-0110

　中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿
ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた
場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿
救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。
　石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を
経て発症することが大きな特徴です。
　中皮腫などで亡くなった人が過去に石綿業務に従事して
いた場合には、労災保険給付などの支給対象となる可能性
がありますので、まずはお気軽に最寄の都道府県労働局ま
たは労働基準監督署に相談してください。
　制度のご案内は、厚生労働省ホームページでもご覧にな
れます。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/
rousai/120406-1.html

問石川県労働局労災補償部労災補償課　☎076-265-4426

問石川県警察本部広報室

広報しか
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羽咋郡市広域圏事務組合臨時職員募集

◆勤務条件
・勤務場所　羽咋郡市広域圏事務組合事務局

（羽咋市中央町ア185番地（羽咋消防署２階））
・勤務時間　8:30 ～ 17:15（休憩時間：12:00 ～ 13:00）

・休 日　土日曜、祝日、年末年始
・そ の 他　交通費支給、有給休暇、社会保険制度あり

◆選考方法　面接による選考
（平成30年３月上旬に実施予定・応募者に別途通知）

◆採用予定　平成30年４月
◆雇用期間　６カ月（６カ月単位更新）

◆申込期間　２月５日㈪～２月23日㈮
◆申込書類　 履歴書（市販のもの）、写真（無帽・無背景で３カ月

以内に撮影したものを履歴書に貼付）

◆申込方法　 申込書類を入れた封筒の表に「臨時職員受験
申込書」と朱書きして、事務局総務課まで郵
送してください。（２月23日消印有効）

申 問羽咋郡市広域圏事務組合事務局総務課　☎22-6610

職　種 人員 応募資格・職務内容など

一般事務
補助 １人

パソコン（ワード、エク
セルなど）を利用した一
般事務が可能な人

日額
6,510円

◆職種、人員

自動車の検査・登録申請は
３月期を避けて、お早めに

　毎年３月は、自動車の検査・登録が集中し窓口が大変
混雑します。車検は有効期間の満了する日の１カ月前か
ら受検できます。比較的空いている２月中旬までの受検
をおすすめします。名義変更や廃車の手続きを、３月上
旬までに済ませるよう、ご理解とご協力をお願いします。

問北陸信越運輸局　石川運輸支局
　☎050-5540-2045（登録）　☎050-5540-2045（検査）

「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）のご案内

　高校、大学などへの入学時・在学中にかかる費用を対
象とした公的な融資制度です。

◆融資額　子ども１人あたり  350万円以内
◆金　利　年1.76％　固定金利
※「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収200万円（所得122万円）以内

の人」または「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収500万円（所得
346万円）以内の人」は年1.36％

◆返済期間　15年以内
※「交通遺児家庭」、「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収200万円（所

得122万円）以内の人」または「子ども３人以上の世帯かつ世帯年
収500万円（所得346万円）以内の人」は18年以内）

◆使いみち　入学金、授業料、教科書代、アパート・マンショ
ンの敷金・家賃など

◆返済方法　毎月元利金等返済（ボーナス時増額返済も可能）

◆保 証　（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保
証も可能）

★詳しくは・・・

問教育ローンコールセンター　☎ 0570-008656（ナビダイヤル）

☎ 03-5321-8656

検索国の教育ローン

美味しい出会い
クッキング＆婚活パーティー

　料理研究家の浅野淑子さんが、忙しくても簡単にでき
る“おいしい手抜きクッキング”を伝授します。
　料理を楽しんだ後、フリータイムで素敵な出会いの時
間をお楽しみいただけます。

◆日　時　２月25日㈰　10:00 ～
◆場　所　金沢市企業局ショールーム（金沢市西念１-2-1）
◆対　象　独身の男女 
◆参加料　無料
◆応募方法　shikamachi@h-staff .jp　までメールにてエン

トリーしてください。
　　　　　氏名・フリガナ・性別・年齢・電話番号・住

所を入力の上、メールを送信してください。
折り返しセミナーの案内を送ります。参加は
先着順、定員になり次第締め切ります。

　　　　　エプロン持参のご協力をお願いいたします。

問企画財政課ふるさと創生室   ☎32-9301
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【平成30年度】 学校給食食材納入希望者の募集

◆資格対象　給食用食材取扱者および食品製造・販売店・
　　　　　　　農水産物生産者

◆申込期間　２月28日㈬まで
※納入資格の有効期間は、平成30年４月１日
　から平成31年３月31日まで

申 問志賀町学校給食共同調理場　☎32-1298

広報しか
2018.2
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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

◆意見公募期間　２月１日㈭から２月 15 日㈭まで（必着）

◆資料の入手方法　志賀町ホームページ（http://www.town. 
shika.lg.jp）、または健康福祉課・富来
支所の窓口。
＊ホームページで確認する場合は、インター

ネットの検索サイトから、「志賀町　老人
福祉計画」と入力して検索してください。

◆意見の提出方法　郵送または FAX で提出してください。
　　　　　　　　・郵送の送付先　〒 925-0198　
　　　　　　　　　　　　　　　　志賀町末吉千古 1-1
　　　　　　　　・ＦＡＸの送信先　0767-32-0288

意見書に記入すること
・表題に「第７期介護保険事業計画等の策定案に係る意見」
・氏名、住所、職業、連絡先
・宛名に「志賀町役場 健康福祉課  介護支援担当  あて」

　ご意見に対しての個別の回答はしませんので、ご了承
ください。

㉄健康福祉課 介護支援係　☎ 32-9132

　介護保険法では、３年を１期とする事業計画が定められており、今回は平成 30 年度から平成
32 年度を計画期間とする第７期の事業計画を作成しています。
　本事業計画案に関して、皆さまのご意見やご提案をお寄せください。最終的な事業計画決定に
おける参考とさせていただきます。

第７期志賀町老人福祉計画・
介護保険事業計画の策定 意

意

見

見

募

募

集

集

　介護保険法では、３年を１期とする事業計画が定められており、今回は平成 30 年度から平成

　本事業計画案に関して、皆さまのご意見やご提案をお寄せください。最終的な事業計画決定に

対 象

第３子以降の子を養育している人で、第３子以降の子が各
学校入学時において、養育者および対象の児童が本町に定
住して１年が経過している人。
※本町での定住期間が１年未満の人はお問い合わせください。

祝 金
10万円分の商品券
※志賀スタンプ会または富来商工会のいずれかを選択

申 請 期 間 入学した日から30日以内

提 出 書 類

①祝金申請書
②戸籍の謄本（入学する子が第３子以降とわかる戸籍）
　※入学した日前後１カ月以内に発行したもの

③町税等納付状況調査同意書   
④入学したことが確認できる書類（在学証明書、生徒手帳の

写し、入学式時に配布された名簿など）
　※小・中学生は不要 

そ の 他
祝金の交付は５月以降となるため、入学準備品購入の支払
いに祝金を使用したい場合は、「申立書」に必要事項を記入
し、販売店（商品券が使用できる商店）へ提出してください。

入学祝金
のお知らせ

第３子以降のお子さんが入学する人へ

志賀町では、第３子以降のお子さんの小学
校、中学校、高等学校（各種学校）入学時に、
お祝金を交付しています。申請書に提出
書類を添えて申請してください。申請書
は本庁住民課子育て支援窓口または富来

支所にあります。

※町ホームページからもダウンロード可

申 問住民課子育て支援窓口　☎ 32-9122

多 子 世 帯
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相談 ・お知らせ

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

２月22 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 >
 ２月 13 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 >
 ２月９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 ２月 14 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）

２月　１日㈭
　８日㈭
15 日㈭
22 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  ２月 20 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。

■ 窓口延長業務　　　問住民課　☎ 32-9121

日　　時 内　　容

２月 ３日㈯・ 10日㈯
　　17日㈯・24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

■ 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）

 ３月３日㈯
（第10回）

２月21日㈬~
３月　２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

                    地　域　安　全　ニ　ュ　ー　ス
ハク太郎

コンビニ収納代行サービスを悪用した
架空請求詐欺に注意！

　コンビニ収納代行サービスを利用した特殊詐欺が石川県内で発生して
います。
　例えば「インターネット使用料の未納があります。本日中に連絡無き場
合、法的手続きに移行します」などといった内容のはがきやメールが届き
ます。はがきなどに記載された電話番号に電話をかけると「支払方法はン
ビニで店員に番号を言うだけ、あるいは、コンビニに設置してある端末
に番号を入力するだけ」などと言われ、十数桁の番号を伝えられます。こ
の番号によりコンビニで現金を払い込ませる手口です。

羽咋警察署・羽咋郡市防犯協会連合会　☎ 22︲4970                    地
ハク太郎

                    地
ハク太郎ハク太郎ハク太郎

                    地
ハク太郎ハク太郎ハク太郎

身に覚えのない支払い請求には応じないで
ください！
不安なときは必ず家族や友人、羽咋警察署

（☎２２－０１１０）に相談しましょう。

◎有料動画の利用料で未払い分がある
◎利用料を払わないと法的手続きに移行する
◎支払方法はコンビニで店員に番号を言うだ

けと、はがきやメールに書かれていたら、
あるいは、電話の相手に言われたら詐欺だ
と思ってください！

■ 町長談話室　　　 問総務課　☎ 32-9311

日　　時 場　所

２月14日㈬ 13:30 ～
15:00

役場富来支所

２月21日㈬ 役場本庁舎
※都合により開設できない場合や、開始時刻および終了時刻
　が変更となる場合がありますので、事前にご確認ください。
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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
２月８日㈭

乳幼児のお子さんと
お母さんどなたでも

15:00 ～
15:30

志
２月22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

２月13日㈫

２月27日㈫ 富

あそびの教室 ２月５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
２月８日㈭
２月22日㈭

10:30
～

11:30

65歳以上の人

やすらぎ
荘

志賀
健幸教室

２月７日㈬
２月14日㈬
２月21日㈬

10:00
～

11:30
シルバー

ハウス

いきいき
貯筋倶楽部

２月６日㈫
２月13日㈫
２月20日㈫
２月27日㈫ 13:30

～
14:30

志

２月５日㈪
２月19日㈪
２月26日㈪

富

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：13 日は「リフレッシュコンサート」、27 日は「足型をと

ろう！」です。
※あそびの教室に参加希望の人は、事前に申込みください。

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
（祝日は除く）

どなたでも
10:00 ～ 11:30

志
こころの健康相談 ２月16日㈮ 13:00 ～ 14:00

※いきいき健康相談を希望する人は、事前に連絡のうえ、健診結果もしく
は血液検査結果を持ってきてください。

※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 ２月８日㈭ 平成29年10月生まれ
志

１歳６カ月児健診 ２月22日㈭ 平成28年７月～
８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。

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

活

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。

健康志っ賀り♥ミニ講座　【血糖値編①】　　　問保健福祉センター　☎ 32-0339

　糖尿病とは、高血糖状態が長く続くことで起こる代謝異常で
す。糖尿病になってもほとんど自覚症状は現れません。
　自分の血糖値を定期的に把握するためには健診が有効です。

糖尿病に関連する検査項目

血液検査で定期的に血糖値を確認しましょう。

種 類 適量の目安 適正 要注意 受診が必要

血糖値 空腹時 ～ 99 100 ～ 125 126 ～
（mg/dl） 食後 ～ 139 140 ～ 199 200 ～

ヘモグロビンＡ 1c（％） ～ 5.5 5.6 ～ 6.4 6.5 ～

尿  糖 （ー） （±） （＋）～ ・尿 糖：尿の中に糖が含まれているかを調べます。
血糖値が 200 ｍｇ / ｄｌを超えると、尿の中に糖が
含まれやすくなります。

＋ ＝
血糖 ヘモグロビン ヘモグロビン A1c

【時間】 13:30 ～ 15:00生活習慣病予防セミナー
内　容 実施日 対　象 場所

運動教室
２月５日㈪ 運動習慣をつけたい

40 ～ 74歳までの人
文化ホール

２月28日㈬ 活

歯ッピー健口教室
（歯周疾患予防） ２月27日㈫ 40 ～ 69歳までの人 志

※参加希望の人は、事前に保健福祉センターに申込みください。
※健診結果もしくは血液検査結果を持ってきてください。

・血 糖 値：血糖値は時間によって変化し、食事の後は血糖値が
高くなります。
空腹時血糖が正常でも、食後高血糖があると動脈硬
化が進行すると考えられています。

・へモグロビン
Ａ１ｃ：過去約２カ月の平均的な血糖の状態を示しています。

へモグロビンＡ１ｃの値が高くなると合併症を引き
起こしやすいと言われています。
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