
納期限：８月31日㊎

・町県民税（２期）

・国民健康保険税（２期）

・後期高齢者医療保険料（５期）

・介護保険料（２期）

ＳＨＩＫＡ     ＴＯＷＮ
ＩＮＦＯＭＡＴＩＯＮ　ＰＡＲＫ

情     報
パーク

今月の納税

てんと市

皆さまのお越しをお待ちしています。

◆日　時　８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

催し物催し物

寄附のお知らせ

社会福祉向上に役立ててほしいと

◆酒見の川辻卓司様より
　亡母の供養として　　100,000円

日本赤十字社石川県支部にご加入
いただきました
◆濱野つ子 様（鹿　頭）　特別社員
◆濱野　節子 様（鹿　頭）　特別社員
◆相畑　敏政 様（谷　神）　特別社員
◆橋谷　　学 様（大　西）　特別社員
◆寺井　　強 様（富来領家町）　特別社員
◆石田　幸子 様（富来領家町）　特別社員

花のミュージアム フローリィ

現況届を提出してください

★夏休みキッズクラフト体験
　貝殻やドライフラワーを使って
ガラスビンの中に海をアレンジ。
◆日　時　８月５日㊐　11:00~11:30
◆参加費　500円
　　　　　　（先着20名様、電話予約可）

★フローリィインフォメーション
★８月のお花『ルリマツリ』

（温室にあります）

　暑さに強く、半つる性の枝の先
に花が咲きます。フローリィには
青い花と白い花の株があります。

★カフェ『カモミール』
季節のおすすめメニュー

　バイオレットハニー　450円(税込)
　　紫とオレンジに色分けされた
オシャレな夏のドリンク。

　「児童扶養手当」と「ひとり親家庭
等医療費助成制度」の受給資格を
持っている人は、毎年８月中に現況
届の提出が必要です。前年の所得、
受給要件などを確認し、手当の受給
資格を更新するための手続きです。
届出がないと更新できず、手当の
支給ができなくなりますのでご注
意ください。
　対象者には、７月末までに現況
届の案内を送付しますので、必要
書類を添付の上、下記まで提出を
お願いします。

問花のミュージアム フローリィ
　　☎32-8787

問住民課　☎32-9122

善意の花善意の花

問志賀町社会福祉協議会　☎42-2545

お知らせお知らせ

・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！

・Ｉターン者

10万円！・新規学卒者

最高

170万円！

20万円！

20万円！

・Ｕターン者

問企画財政課 ふるさと創生室
☎ 32-9301

志賀町に移住した人へ

移住し就業した人へ

文化ホール大規模改修に
伴う事務所移転

　志賀町文化ホール・志賀町保健福
祉センター（健康福祉課・志賀町社会福
祉協議会志賀支所・志賀訪問看護ステー

ション）は、施設改修の為、次のとお
り事務所を移転します。
※電話番号は変わりません。

◆志賀町文化ホール
移 転 先　富来活性化センター
　　　　　　　(富来領家町甲10番地）

移転期間　平成30年10月１日㊊
～平成31年６月30日㊐

問志賀町文化ホール　☎32-2111

◆志賀町シルバー人材センター
　（志賀町文化ホールでの取扱い業務分）
移 転 先　志賀町シルバーハウス
　　　　　　　(代田９字１番地１）

移転期間　平成30年10月１日㊊
～平成31年６月30日㊐

問志賀町シルバー人材センター
　☎42-2170

◆志賀町保健福祉センター
移 転 先　志賀町地域交流センター
　　　　　　　（西山台１丁目１番地）

移転期間　平成30年８月20日㊊
～平成31年６月30日㊐

問保健福祉センター　☎32-0339
問志賀町社会福祉協議会 志賀支所

　　　　　☎32-1363

町内交通事故・火災発生状況
（平成30年７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 15件 ８

負傷者数 17人 ７

死 者 数 １人 １

火 災

建 物 ０件 △２

林 野 ０件 △２

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

広報しか
2018.8
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海で安全に楽しむために

　海上保安庁では事故０
ゼロ

を目指して注意を呼びかけてい
ます。

問第九管区海上保安本部 海の安全推進室
　☎025-285-0118

　海で泳ぐときの注意事項
・天気予報を必ず確認！
・風が強いとき、波が高いときは遊泳しない！
・遊泳禁止区域では遊泳しない！
・遊泳期間外には遊泳しない！
・子供だけの遊泳はしない、させない！
・保護者は子供から目を離さない！
・飲酒したら遊泳しない「酔泳禁止」！
・ 海の「もしも」は１１８番

個人県政学習バス参加者募集

◆対　　象　七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、
　　　　　　中能登町に住む成人男女

◆運 行 日　日帰りコース（４回）
　９月29日㊏　いしかわの自然を楽しく学ぶコース
　10月４日㊍　いしかわの農・工業研究施設で学ぶ

コース

　10月18日㊍　白山ろく周辺の魅力再発見コース
　10月30日㊋　いしかわの安全・安心実感コース

◆定　　員　各コース43人（申込多数の場合は抽選）
◆参加費用　コースにより異なります
◆募集期間　８月８日㊌～ 22日㊌（当日消印有効）
◆申込方法　往復はがきでの申し込みが必要です。

★詳しくは・・・
問申  石川県中能登総合事務所 企画振興課

　　☎0767-52-6113

北陸信越運輸局
石川運輸支局の移転

富来図書館展示のお知らせ
『角谷精一  世界の船舶模型展』

　北陸信越運輸局石川運輸支局が新築移転します。

◆場 所　金沢市直江東１丁目１番地
　　　　　　　（現在：金沢市入江）

◆移転時期　９月３日㊊

※移転に伴い電話番号も変更となります。新たな電話番号は後
日ホームページでお知らせします。

※（独）自動車技術総合機構北陸信越検査部石川事務所も併せて
移転します。

問北陸信越運輸局 石川運輸支局　☎076-291-7854

　旧富来町出身の角谷精一氏が心を込めて作った「船
舶模型」の展示と、図書館に所蔵する「船の本」を展示貸
出します。細部にまでこだわり精巧に作成した模型は
銭屋五兵衛記念館にも展示され話題となりました。こ
の機会に地元の人にも迫力のある模型の堪能と、船に
関する図書を楽しんでいただきたいです。

◆場 所　富来活性化センター
◆期 間　８月１日㊌～ 22日㊌

問町立富来図書館　☎42-2777

志賀町職員採用候補者試験

　平成31年４月１日から勤務する職員の採用候補者試験
受験申込みを受付しています。

◆受付期間　８月10日㊎　17:00まで（必着）
◆受付場所　志賀町役場  総務課
　募集している職種、受験資格、試験日程など詳しくは、「広
報しか」７月号（前月号）または志賀町のホームページをご覧
ください。

問総務課　☎32-9311

ヒロシマ・ナガサキ「原爆と人間」パネル展

　被爆の悲惨さを広く町民に知っていただき、核兵
器廃絶に向けて、今一度考えていただけるよう、「原
爆と人間」パネル展を開催します。ぜひご覧ください。

　富来支所  ロビー　　　　８月３日㊎～９日㊍
　役場本庁舎  町民ホール　８月10日㊎～ 17日㊎

問総務課　☎32-9311

 

有　

料　

広　

告　

欄

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

広報しか
2018.8
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「子どもの人権 110 番」強化週間 備えて安心！いしかわ防災キャンペーン

小型家電製品のごみステーション回収

　学校で友達から「いじめ」を受けて学校に行きたくない、
でも先生や親には言えない・・・、誰に相談したらいいか
分からない・・・。もしもそんな苦しみを抱えていたら、
一人で悩まずに、私たちにお電話ください。
　どうしたら解決できるか私たちと一緒に考えませんか。
　相談は、金沢地方法務局において、人権擁護委員および
担当職員がお受けします。
　相談は無料、秘密厳守で対応します。

　☎ 0120-007-110（全国共通フリーダイヤル・無料）

　全国統一番号で最寄りの法務局につながります。
　（土・日曜日は名古屋法務局につながります）

　《受付時間》　８月 29 日㊌～ 31 日㊎　 8:30 ～ 19:00
　　　　　　　９月１日㊏・２日㊐　　10:00 ～ 17:00
　　　　　　　９月３日㊊・４日㊋　　　8:30 ～ 19:00
※パソコンでのメール相談は 24 時間受け付けています。

問住民課　☎32-9121

　　８月25日㊏～９月９日㊐
　石川県では、各家庭における生活必需品の備蓄など防災
対策を推進するため、８月25日㊏から９月９日㊐までの間、
県内の協賛店舗において、「備えて安心！いしかわ防災キャ
ンペーン」を実施します。
　協賛店舗では、特設コーナーの設置などにより、備蓄品
や防災グッズなどの販売が行われます。
　このキャンペーンを機会にご自身や家族に必要な「災害
への備え」を準備しましょう。

問石川県危機管理監室危機対策課　☎076-225-1482

■小型家電製品とは
　炊飯器、トースター、電子レンジ、扇風機、掃除機、Ｃ
Ｄプレイヤー、デジカメ、延長コード、電話機、携帯電話、
タブレット、充電器、電源アダプター、パソコン、プリン
ター、ファンヒーター、電気ストーブ、ゲーム機、時計、
懐中電灯、アイロン、ＵＳＢメモリー、ＳＤカードなど。
※ただし、家電リサイクル法対象商品（テレビ、エアコン、冷
蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）は、ごみステーションに出
せません。
※簡単に取り外せる乾電池は、水銀使用物で出してください。
※パソコンや携帯電話、デジカメなどを出す場合は、データを
消してください。

■回収場所
• 各町会（区）のごみステーション（資源ごみ置き場）の回収容器
に入れて出してください。
• 収集日は家庭ごみカレンダーを確認してください。
• 掃除機やファンヒーター、扇風機など、回収容器から一
部がはみ出るものもありますが、本体部分が回収容器に
入る大きさであれば、小型家電製品に出してください。
それ以上の大きい物は粗大ごみで出してください。

問環境安全課　☎32-9321

子どもの人権 110 番

平成30年度 羽咋郡市広域圏事務組合
職員採用候補者試験

詳しくは、羽咋郡市広域圏事務組合ホームページをご覧ください。
（URL：http://www.hakuikouiki.jp/）

問羽咋郡市広域圏事務組合事務局 総務課　☎22-6610
問消防本部 警防課　☎22-0089

区分 人数 受験資格

一般事務職 １人
①平成元年４月２日以降に生まれ
た人で性別不問

②一般事務職は、高等学校卒業程
度の学力を有する人

③消防士は、高等学校卒業程度の
学力を有し、消防業務に必要な
体力および健康を有する人

消防士 ２人

◆受 付 期 間 ８月６日㊊～８月31日㊎

◆第１次試験日 ９月16日㊐
◆試 験 会 場 羽咋市内（申込締切後、受験者あてに通知）

◆採用予定日 平成31年４月１日

◆申込書交付 組合事務局総務課、消防本部または
志賀町総務課

 

有　
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福祉のしごと
職場体験してみませんか

　福祉・介護分野への就職に関心がある人に、仕事に対す
る理解を深めてもらうため、県内の高齢者、障害者、児童
関連の社会福祉施設の協力を得て職場体験事業を行ってい
ます。受入事業所一覧、申込書は、石川県社会福祉協議会
ホームページに掲載されていますので、体験を希望する人
は、石川県福祉の仕事マッチングサポートセンター」（福
サポいしかわ）までお申し込みください。

問石川県福祉の仕事マッチングサポートセンター
　☎076-234-1151

平成30年度第３回物品売払いを行います

◆入札期間　８月20日㊊～ 24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

　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
人は羽咋郡市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

番号 品　名 取得年 予定価格
（最低売却価格） 備　考

１ トヨタ　KC-HDB50
（マイクロバス） H９ 500,000円

（消費税を含む）
自動車リサ
イクル料込

２ トヨタ　KC-HZB50
（マイクロバス） H９ 300,000円

（消費税を含む）
自動車リサ
イクル料込

物件番号１ 物件番号２

　７月に生じた貯湯タンクの破損により、現在、休館中の「とぎ温泉センター」は、タンクの交換に２か
月以上を要することから、閉館することになりました。長い間ご利用いただき、ありがとうございました。
　隣接する「とぎ地域福祉センター」は大規模改修中であり、10 月７日㊐にリニューアルオープンの予定です。
　それまでの間、浴場施設を利用できないことになり、大変ご不便をおかけすることになりますが、ご理
解とご協力をお願いいたします。

◆利用期間　８月１日㊌～ 10月６日㊏
◆利用時間　15:00 ～ 23:00（年中無休）

◆入 浴 券　必ず渤海のフロントにて購入してくださ
い。とぎ温泉センターの回数券を持って
いる人は、引き続き利用できます。
新たに回数券の購入を希望する人は、渤
海のフロントでお求めください。ただし、
回数券の利用期限は 10 月６日㊏までとさ
せていただきます。

  シーサイドヴィラ渤海の浴場
をご利用ください

　町では、少しでもご不便を解消するため、「シー
サイドヴィラ渤海」の浴場を、志賀町民に限り、
「とぎ温泉センター」と同一料金でご利用いただ
けるようにしました。利用にあたっては、右記の
とおりとなります。

問シーサイドヴィラ渤海　☎42-8080
問健康福祉課　☎32-9131

問志賀町シルバー人材センター　☎42-2170
　(とぎ温泉センター指定管理者)

県内一斉司法書士無料法律相談会

【電話相談】　９月２日㊐　13:00 ～ 16:00
◆臨時・相談専用ダイヤル　☎076-291-0099

【面接相談】　９月２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

とぎ温泉センターの閉館
渤海の入浴料を一時値下げ

広報しか
2018.8
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•富来バスターミナルを拠点とします。
•朝の１便目を病院便とします。
•とぎ地域福祉センターの利用に便利な時間に運行します。
•「予約制のりあい交通」の運行実験を行います。
•利用の多い買い物施設をバス停に追加します。

•高浜バスターミナルを拠点とします。
•アクアパーク シ・オン、やすらぎ荘、シルバーハウスの利用
　に便利な時間に運行します。
•市街地循環線を西山台とみらいとうぶに運行します。
•北鉄能登バスの志加浦線と加茂循環線の代替運行を図ります。
•利用の多い買い物施設をバス停に追加します。

　富来線と富来急行線は高校生の通学に多く利用されており、路線の維持は重要な課題です。
　また、富来地域と志賀地域を結ぶ公共交通として、富来バスターミナルと高浜バスターミナル間で、
平日は上り下りとも 12 本運行しています。
　しかし、利用者は年々減少していることから富来線と富来急行線の利用促進、富来地域と志賀地域の
移動に対する運賃補助実験を実施します。

問企画財政課 ふるさと創生室
　☎32-9301

その 11地域公共交通だより
富来地域コミュニティバス改編のポイント

志賀地域コミュニティバス改編のポイント

路線バスの運行維持に向けて

　どこまでが『しつけ』で、どこからが『虐待』？どこまでが『しつけ』で、どこからが『虐待』？
　子どもが自分で社会生活を送れるように導くことが「しつけ」です。
　どんなに子どものことを思っていたとしても、子どもの心や体を傷つけるような教え方は
「しつけ」とはいえません。 
　悪いことをしたら叩くような体罰の正当化、他の子と比べて責めるような言葉の暴力や年齢不相応な早期教育を強
要するような発達を無視した無理な要求などは保護者にとっては「しつけ」のつもりでも、子どもにとって有害なら
ば、「虐待」になります。「虐待」はどのような理由があっても、正当化されるものではありません。
　子どもにとって社会のルールは未知なもの。周りの大人の真似をしながら、少しずつ社会性
を身につけていきます。いつも親から叱られてばかりいると親との信頼関係が持てなくなりま
す。子どもが良いことをしてくれたとき、手伝ってくれた時は、すかさずほめることが大切です。
　また「ありがとう、助かったよ」と感謝の気持ちを伝えることで関係がよくなるきっかけ
にもなります。
　まず、「基本的信頼感」を子どもの頃に大切に育てることで、子供は良い方向に伸びてい
きます。

　

ません。
性
ま
す。

問 児童相談所全国共通ダイヤル　☎１
いちはやく

８９
問 七尾児童相談所　☎ 0757-53-0811
問 志賀町住民課　　☎ 32-9122
問 志賀町児童相談　☎ 090-8267-4693

志賀町要保護児童対策志賀町要保護児童対策
地域協議会だより地域協議会だより
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問石川県中能登土木総合事務所  のと里山海道課　☎ 0767-22-6001
問石川県羽咋土木事務所  維持管理課　☎0767-22-1225

のと里山海道課★詳しくは ･･･
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