
町内交通事故・火災発生状況
（平成30年４月１日現在）

平成30年１月からの累計 前年比

交 通

事 故

件 数 ９件 ７

負傷者数 ９人 ７

死 者 数 １人 １

火 災

建 物 ０件 △１

林 野 ０件 △１

そ の 他 １件 １

負傷者数 ０人 ０

火災などの問い合わせは･･･☎22-2999

納期限：５月31日㈭

・軽自動車税

・後期高齢者医療保険料（１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

金金金金金

最高
月額２万円！

最高

100万円！

20万円！・Ｉターン者

10万円！・新規学卒者

最高

170万円！

20万円！・Ｕターン者

てんと市

皆さんのお越しをお待ちしています。

◆日　時　５月22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

催し物催し物

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ほしいと
◆末吉の曽根久仁夫様より
　亡母登美子様の供養として　　　

　50,000円

問志賀町社会福祉協議会　
　☎42-2545
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お知らせお知らせ

花のミュージアムフローリィ

のと里山空港

志賀町に移住した人へ

移住し就業した人へ

★西田啓子先生の遊書体験
　遊書で自分の名前を書いてもら
おう。
◆日　時　５月６日㈰　

10:30~12:00、
13:30~15:00

◆参加費　無料
（先着25名様、1家族1名さま）

★多肉植物の寄せ植え教室
◆日　時　５月13日㈰　10:00 ～
◆参加費　1,620円（税込み）

（先着20名様、電話予約可）

★のとキリシマツツジフェスティバル
　＆子供フェスティバル
◆日　時　５月３日(木・祝)～５日(土・祝)
　　　　　　　　　9:00~17:00
◆場　所　のと里山空港　芝生広場

★のっぴーグラスづくり
　５月のデザインは、“のっぴーと
「のとキリシマツツジ」”。
　母の日のプレゼントに手作りの
グラスはいかがですか。
◆日　時　５月13日㈰

10:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 15:00

◆場　所　のと里山空港１階
能登の旅情報センター

◆参加費　無料
◆対象者　１家族１個程度、子供

連れの場合は子供の数、
小学生以下優先

◆数　量　限定50個

★おらが故郷お国自慢　－能登町－
　唐獅子太鼓保存会による唐獅子
太鼓の演奏
◆日　時　５月27日㈰　15:00~
◆場　所　のと里山空港　２階ロビー

問のと里山空港賑わい創出実行委員会
　☎0768-26-2303

問花のミュージアムフローリィ　
　☎32-8787

※平成 29年４月１日以降に志賀町へＵ
ターン・Ｉターンした人が対象です。

※就業の日から１年および２年経過後
に申請が必要です。

※転勤など一時的な就業および公務員
は対象となりません。

善意の花善意の花
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  軽自動車税・
 　　　自動車税
　　　　　の納期限

軽自動車税･･･最寄の金融機関、会計課、富来支所
　　　　　　　　コンビニエンスストア
自 動 車 税･･･最寄の金融機関、県総合事務所、  
　　　　　　　　コンビニエンスストア

下記の納付場所で、期限内に納税しましょう

５月31日木

軽自動車税
身体障害者等の減免申請

　身体障害者手帳などの交付を受けた人で軽自動車を所

有している場合、障害の種類・程度により、軽自動車税

の減免を受ける事ができます。

◆受付期間　５月31日㈭まで

　※期間を過ぎると減免は受けられません
◆対象車両　・心身に障害がある人（精神障害者または
　　　　　　　18歳未満の身体障害者ならばその家族）
　　　　　　　が所有する車両で、   自分で使用するか、　
　　　　　　　本人のために使用されるもの
　　　　　　・身体障害者が常時使用するために改造
　　　　　　　している車両
　　　　　　・公益のために直接専用する車両

減
免
対
象
と
な
る

主
な
障
が
い
範
囲

障害の種類 障害の程度
上肢不自由 1級および 2級
下肢不自由 1級～ 6級
体幹不自由 1級～ 3級および 5級
心臓機能障害 1級および 3級
じん臓機能障害 1級および 3級

◆申請に必要な書類
・身体障害者手帳など・自動車検査証・印鑑・運転する人の
   運転免許証
・身分証明書（納税義務者の個人番号カード 、 通知カード、
    運転免許証など）
※納税義務者が法人の場合は、法人番号の記載が必要です。

問軽自動車税（町税）　税務課　☎ 32-9142 
問普通自動車税（県税）　石川県税務課　☎ 076-225-1273

『矢駄獅子舞若連中』
～宝くじ助成金で獅子舞用具の整備～

　矢駄獅子舞若連中は、コミュニティ助成金により獅子
舞用具を購入しました。
　この助成金は、地域のコミュニティ活動の充実・強化
を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の
向上に寄与するため、宝くじの受託事業収入を財源とし
て、交付されるものです。
　団体では日常練習はもとより、郷土芸能の保存継承、
地域のコミュニティ活動の推進に役立てたいと考えてい
ます。

宝くじの収益金は、
身近な街づくりに
役立っています。

語学・文化を学ぼう
オーストラリアでホームステイ

　町内在住の中・高校生を対象にした青少年海外派遣事
業です。ホ－ムステイをしながら、語学研修プログラム
や現地の生徒との交流に参加してみませんか。

◆派 遣 先　オーストラリア　クイーンズランド州
　　　　　　州都ブリスベン市およびその近郊

◆派遣時期　７月 21 日㈯～７月 30 日㈪

◆派遣人員　14 人

◆個人負担　12万円（パスポート取得手数料、海外旅行保険料、
　　　　　　　　　　　渡航手続き費用、小遣いなどは除く）

◆応募資格
①町内在住の中学生、高校生（ただし、中学１年 生は除く）
②健康で、協調性があり、規律ある団体行動と積極的な
　活動への参加ができる
③研修会（事前・事後の計５回程度）に参加できる
④海外留学経験（６カ月以上）がなく、過去に行われたこ
　の事業の派遣者でない
⑤帰国後も志賀町の実施する国際交流事業などに深く理
　解し、協力できる
⑥保護者の同意が得られる
⑦生徒の属する世帯の町税納付状況調査に同意できる

◆申込締切　５月８日㈫　17 時まで

◆派遣生徒選考会　５月 18 日㈮（作文で派遣生徒を決定）

※参加申込書は、町教育委員会学校教育課・富来支所のほか、
　町内の各中学校と志賀高校に備えつけてあります。

問申 志賀町青少年海外派遣事業実行委員会事務局
       （学校教育課内）　☎32‒9116

富来地区開拓パイロット事業土地改良区　銀章受章

　３月 26 日㈪、全国土
地改事業団体連合会（全
土連）の通常総会が東京
都内において開催され、
「富来地区開拓パイロッ
ト事業土地改良区」が、
全土連会長表彰の銀章を
受章しました。

広報しか
2018.5

7



平成30年度第１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　５月14日㈪～ 18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

物件
番号 品　名 取得年 予定価格

（最低売却価格） 備　考

１ トヨタ　PB-XZB50
（マイクロバス） H17 1,500,000円

（消費税を含む）
自賠責・自動車
リサイクル料込

２ いすゞ　KK-FRR35D ４S
（塵芥車） H12 250,000円

（消費税を含む）
自賠責・自動車
リサイクル料込

３ トヨタ　GE－VCH28S
（救急車） H14 100,000円

（消費税を含む）
自賠責・自動車
リサイクル料込

５月12日は「看護の日」

志賀町心身障害者福祉協会
各種事業参加者募集

　身体障害者手帳をお持ちの人の
参加を募集します。

①グラウンドゴルフ大会（いこいの村）

②カラオケ歌の会（文化ホール３階）

③身しょうカフェ「あおぞら」
　（保健福祉センター）

④温泉一泊旅行（和倉温泉）

⑤バス旅行（日帰りツアー）

⑥障害者スポーツ大会
　（西部緑地公園 他）

問志賀町心身障害者福祉協会
　（志賀町社会福祉協議会内）

☎ 42-2545（富来本所）
☎ 32-1363（志賀支所）

問志賀町心身障害者福祉協会　
会長　太田 勉

☎ 32-3383（昼間）　32-3751（夜間）

町立富来病院看護師等修学資金の修学生募集

　この制度は、町立富来病院に勤務する薬剤師、保健師、助産師または看護師
（以下「看護師等」）の確保が目的です。修学資金は、基本的に返済免除ですが、
養成施設を卒業後、１年以内に免許を受け、直ちに町立富来病院に就業するこ
となどが要件です。いくつかの要件に該当しない場合は、修学資金の返済が必
要です。

◆応募資格・看護師などの養成施設に在学し、卒業後、 町立富来病院で看護師
　等業務に従事しようとする人

　　　　　・昭和53年４月２日以降に生まれた人

◆募集人員　３人

◆貸与金額　月額130,000円以内

◆申請期間　看護師等養成施設に入学後、いつでも申請可能

◆提出書類・ 看護師等修学資金貸与申請書
　　　　　・在学する施設長（学校長）の推薦書
　　　　　・在学する養成施設（修学年数が１年未満の場合
　　　　　　   は卒業した高校）の成 績証明書
　　　　　・本人、保護者の世帯全員の住民票
　　　　　　（本籍など省略しないもの）
　　　　　・誓約書

※申請書類は町立富来病院で交付。当院ホームページでもダ
　ウンロード可。

【修学資金返還免除となる場合】
養成施設を卒業した日後、１年以内に看護師などの免許を受け、直ちに町立富
来病院の看護師などとなり、薬剤師については７年以上、保健師、助産師また
は看護師については５年以上勤務したとき。

※応募者には選考結果を通知しますが、予算に限りがありますので、応募資格を満たし
ていても対象から外れることがありますのでご了承願います。

問申 町立富来病院 修学資金係　☎42-1122

志賀町心身障害者福祉協会総会

◆日　時　5月 23 日㈬　9:30～
◆場　所　いこいの村 能登半島
◆対　象　志賀町心身障害者福祉
                      協会会員
◆参加費　1,500 円
◆申　込　各地区役員まで
◆締　切　5月 11 日㈮

問志賀町社会福祉協議会　☎ 42-2545

５月６日日～12日土は
「看護週間」

　毎年５月12日は、「看護の日」で
す。この日は、フローレンス・ナイ
チンゲールの誕生日で、1965年か
ら国際看護師協会はこの日を「国際
看護師の日」に定めています。21世
紀の高齢社会を支えていくために
は、看護の心、ケアの心、助け合い
の心を、私たち一人一人が分かち合
うことが必要です。「看護の心をみ
んなの心に」をメイ
ンテーマに各種事業
を実施しますので、
理解と協力をお願い
します。

問石川県看護協会　☎076-232-3573
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住まいと土地の総合案内所

みらい都志開発㈱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羽咋市石野町ニ107（やち歯科医院さん向かい）（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不動産コンサルティングマスター

心の通うまちづくり心の通うまちづくり

植えてはいけない「けしの花」、
咲いていませんか？

　けしの花は、法律で栽培が
禁止されているものがありま
す。植えてはいけない「けし
の花」を正しく見分け、発見
した場合は、能登中部保健セ
ンターまたは最寄りの警察署
に連絡してください。

問能登中部保健福祉センター　☎0767-53-2482

植えてよいヒナゲシ

区分 種類 葉の特徴 茎やつぼみ

植
え
て
は
い
け
な
い

ケシ 切れ込みが浅い、
葉は茎を抱き込む 毛は少ない

アツミ
ゲシ

切れ込みがやや深い、
葉は茎を抱き込む

つぼみや茎に少し
毛がある

ハカマ
オニゲシ

花の真下に苞葉がある
（通常４～６枚）

つぼみの表面の毛
は寝ている

植
え
て
よ
い

オニゲシ 花の真下に苞葉がある
（通常０～５枚）

つぼみの表面の毛
は立っている

ヒナゲシ 深い切れ込みがある つぼみや茎に細か
い毛が多数

【新幹線に乗るなら】
新高岡駅の予約駐車場が便利

　新高岡駅から北陸新幹線を利用する際は、安心・確実
に駐車できる予約専用駐車場をご利用ください。

◆予約方法　利用日の１カ月前から前日までの電話予約
　　　　　　【予約専用電話番号：☎0766-50-9838】　
　　　　　　 （受付時間：10:00 ～ 18:00）
◆対 　 象　富山県外在住者
◆利用料金　１泊２日まで600円、以降１日ごとに600

円加算
◆入出庫時間　７:00 ～ 23:00
◆駐車場所　新高岡駅立体駐車場隣（高岡市下黒田3001）

詳しくは･･･

問高岡市都市計画課　☎0766-20-1411

新高岡駅予約駐車場

チームのサポートがあれば、仕事も休日も、
もっと輝く。

「仕事休もっ化計画」
まずは、ゴールデンウイークからはじめよう！

年次有給休暇取得に向けた職場づくりを！

　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）のために、

計画的に年次有給休暇を取りましょう。

　年次有給休暇を土日・祝日と組み合わせて、連続休暇に。

問石川労働局 雇用環境・均等室　
　☎076-265-4429

国民健康保険加入の皆さんへ

　低所得世帯に対する軽減の拡充
　平成30年４月から、国の法改正にあわせて所得が低い
世帯に対する国民健康保険税の軽減所得判定基準が見直
されます。
　今回の見直しにより、より多くの世帯が軽減を受けら
れるようになります。

※前年の所得が表の基準額を下回る世帯については、均
等割額と平等割額が軽減割合に応じて減額されます。

問住民課 国保年金担当　☎32-9121

軽減
割合

改正前（29年度まで） 改正後（30年度から）

世帯主及び被保険者の総所得金額など

７割
軽減 33 万円以下の世帯

５割
軽減

33 万円
　＋ 27 万円×被保険者数
　　　　　　　以下の世帯

33 万円
　＋ 27.5 万円×被保険者数
　　　　　　　　以下の世帯

２割
軽減

33 万円
　＋ 49 万円×被保険者数
　　　　　　　以下の世帯

33 万円
　＋ 50 万円×被保険者数
　　　　　　　　以下の世帯
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　生活習慣病は自覚症状がないまま進行し、症状が出てから医療機関を受診すると、悪化している場合が多く、
その結果、治療費が高くなると考えられます。まずは、特定健診を受けて、自分の健康状態を確認し、生活習慣
の改善に役立てましょう。

健診名 対象者 健診期間 健診会場 持ち物

健康診査
（特定健診）

40 ～ 75 歳未満
（志賀町国保加入者）

５月 21 日㈪
〜

７月 11 日㈬
集団健診会場

①健康診査  受診券

②保険証
（国民健康保健被保険者証
　または
後期高齢者医療被保険者証）

６月  １日㈮
〜

９月 29 日㈯

※町内医療機関
※公立羽咋病院
※公立能登総合病院
※定梶医院

健康診査
（30 歳代健診）

30 ～ 39 歳
（志賀町国保加入者） ５月 21 日㈪

〜
７月 11 日㈬

集団健診会場

健康診査 75 歳以上の住民
（後期高齢被保険者）

集団健診会場

６月  １日㈮
〜

９月 29 日㈯
町内医療機関

がん検診
(胃･肺･大腸など)

40 歳以上の住民
５月 21 日㈪

〜
７月 11 日㈬

集団健診会場 ①がん検診受診券
②検診費用

日曜健診
※上記日程で受診
できない人

健康診査
30 ～ 75 歳未満

（志賀町国保加入者）

75 歳以上の住民
（後期高齢被保険者）

がん検診
40 歳以上の住民

10 月 14 日㈰
11 月 18 日㈰

役場大会議室

健康診査　※１と同じ
がん検診　※２と同じ

10 月 21 日㈰
12 月  ２ 日㈰

富来活性化センター

【健診を受けるにあたって】

●治療中の人も必ず受診してください。

●朝に飲む高血圧の薬は、当日６時頃に少量の水で薬を飲み来所してください。
　血液検査や胃がん検診に影響はありません。ただし、朝食は食べないでください。
●国保加入者で、職場などで健診を受ける人は、その結果を下記まで提出してください。

※都合が悪い場合は、
対象地区以外の健
診会場でも受診で
きます。

問住民課 国保年金担当　☎ 32-9121　問保健福祉センター　☎ 32-0339

受診券は、５月上旬に対象者全員
に送付します。（青色封筒）

※１

※２

健康診査健康診査自分メンテナンス
必ず受けよう必ず受けよう
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実施日 会　　場 対象地区

5/21㈪ 上熊野公民館 上熊野地区

5/22㈫
土田公民館

徳田・舘開・火打谷

5/23㈬ 矢田・印内・代田・仏木・谷屋・
栗山・牧山・新林

5/24㈭
志加浦公民館

安部屋・安部屋営団・上野・
川尻

5/25㈮ 小浦・百浦・赤住・大津・町・
志賀の郷住宅

5/28㈪
中甘田公民館

福野・大島

5/29㈫ 長沢・宿女・岩田・甘田・坪野

5/30㈬ 堀松公民館 堀松・緑ヶ丘・梨谷小山・
北吉田・清水今江・出雲・西山台

5/31㈭
東増穂公民館

里本江・中浜・給分

6/ 1㈮ 八幡・八幡座主・中泉・相神・
草江・大福寺

6/ 4㈪ 笹波集会所 笹波・前浜

6/ 5㈫ 西浦コミュニティー
センター 鹿頭

6/ 6㈬
赤崎構造改善セン
ター 赤崎・小窪

下甘田公民館 下甘田地区

6/ 7㈭ 旧福浦小学校体育館 福浦港地区

6/ 8㈮
加茂公民館 加茂地区

稗造公民館 稗造地区

6/ 11㈪
西海公民館

西海風無

6/ 12㈫ 西海風戸・西海千ノ浦・
西海久喜

6/14㈭
富来活性化センター

富来高田・富来地頭町

6/15㈮ 富来領家町・富来七海・
富来生神・富来牛下

6/18㈪

保健福祉センター

末吉・神代・矢蔵谷・猪の谷・
ロイヤルシティ・健康村

6/19㈫ 高浜１～８区

6/20㈬ 高浜９～ 11 区、旭ケ丘・はまなす・
あすなろ・新大念寺・東旭

6/22㈮ 酒見構造改善センター 酒見、栢木、稲敷、香能

6/26㈫ 熊野公民館 熊野地区

6/29㈮ 富来活性化センター
全地区

7/11㈬ 保健福祉センター

10/14 ㈰ 役場大会議室

日曜健診（全地区）

※上記日程で受診できない人

10/21 ㈰ 富来活性化センター

11/18 ㈰ 役場大会議室

12/ 2 ㈰ 富来活性化センター

▼集団健診・がん検診 ＜受付時間  ８:30 ～ 10:30 ＞    

問住民課 国保年金担当　☎ 32-9121

国民健康保険

　志賀町国民健康保険に加入・脱退する時は、
14 日以内に届出をお願いします。
　また、国保加入者で、住所・世帯・氏名変更
などがあった場合も届け出が必要です。

・他の市区町村から転入してきた

・家族の健康保険の被扶養者からはずれた

・子どもが生まれた

・任意継続から国保に切り替える

・生活保護を受けなくなった

・外国籍の人が加入する

・他の市区町村に転出する

・職場の健康保険に加入した

・職場の健康保険の被扶養者になった

・国保の被保険者が死亡した

・生活保護を受けるようになった

・外国籍の人が国保をやめる

・住所、世帯主、氏名が変わった

・世帯を分けたり、一緒にした

・就学のため、他市区町村に住所を移した

・保険証をなくしたり、汚れて使えなくなった

※届け出は、役場住民課または富来支所総合窓
口でお願いします。

★必要書類など詳しくは・・・

こんなときは
14日以内に
届出を！

国保に加入するのはこんなとき

国保を脱退するのはこんなとき

こんなときも届出が必要です

広報しか
2018.5

11



後期高齢者医療制度へ
加入している皆さん

　平成 30・31 年度の保険料率を現行の保険料率に
据え置くことになりました。

※保険料の賦課限度額は 57 万円から
　62 万円に変更します。

４月 1日から、所得の少ない人に適用される保険料軽減の所得判定基準が見直されます。

4月 1日から、保険料軽減の特例措置が一部見直されます。

4月 1日から、入院したときの食事代（１食あたり）が見直されます。

　１食あたり 460 円（360 円→ 460 円）

※所得の少ない人などの食事代は据え置きとなります。

賦課のもととなる所得が 58 万円以下の人の
軽減所得割額

　2 割軽減→軽減なし

後期高齢者医療制度加入の前日まで被用者保険の
被扶養者だった人の軽減均等割額　

　５割軽減（7割軽減→ 5割軽減）
　※所得割額は賦課されません。

※９割軽減および 8.5
割軽減対象世帯の
基準は据え置きと
なります。

※基準となる所得は、
同一世帯の被保険
者および世帯主の
所得の合計額です。

平成 30 年度の保険料額決定通知書

は、7月中旬に送付します。

均等割額 所得割率
47,520円 9.33％

年額62 万円 
（57 万円→ 62万円）

保険料賦課
限度額

５ 割
軽 減

２ 割
軽 減

保険料率は据え置き

保険料軽減に係る所得判定基準の見直し

保険料軽減に係る特例措置の見直し

入院時の食事代

問石川県後期高齢者医療広域連合　☎ 076-223-0140
問住民課 後期高齢者医療担当　☎ 32-9121

基準所得が「33万円＋ 27.5 万円× ( 世帯の被保険者数 )」
を超えない世帯 

　　　　　　　　　　　  （27 万円→ 27.5 万円）

基準所得が「33万円＋ 50 万円× ( 世帯の被保険者数 )」
 を超えない世帯

　　　　　　　　　　　  （49 万円→ 50 万円）
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