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情     報
パーク

納期限：１月31日㊍
・町県民税（４期）

・国民健康保険税（７期）

・後期高齢者医療保険料（10期）

・介護保険料（７期）

今月の納税

てんと市

◆日　時　１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

催し物催し物

・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

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

町内交通事故・火災発生状況
（平成30年12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 22件 ３

負傷者数 26人 △１

死 者 数 ２人 １

火 災

建 物 ２件 ０

林 野 ０件 △２

そ の 他 １件 △３

負傷者数 ０人 △１

火災などの問い合わせは･･･☎22-2999

いしかわ支え合い
駐車場制度

　障害者等用駐車場を適正に利
用していただくため、障害者や
高齢者などで歩行が困難な人に
県内共通の利用証を交付します。
　利用証の交付を希望する人は、
下記に該当することを証明する
書類を持参し、健康福祉課まで
お越しください。

利用できる人
・身体障害者（肢体不自由、視覚
障害者など）

・精神障害者（精神手帳１級の方）
・難病患者
・高齢者（要介護１以上の人）
・妊産婦（産後１年までの人）
・けが人など（医師の証明が必要）

問健康福祉課　☎32-9131

善意の花善意の花

★詳しくは ･･･
いしかわ支え合い駐車場制度 お知らせお知らせ

うつ病家族教室

「退職届」？！ ちょっと
待ってください！！

　うつ病（躁うつ病を含む）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　１月31日㊍

　13:30 ～ 16:00
◆場　所　石川県能登中部保健福

祉センター
◆対象者　うつ病（躁うつ病を含む）

と診断された（または思
われる）人の家族など。
（当事者を除く）

◆参加費　無料

　介護に直面しても、すぐに退職
はせず、自社の就業規則などを確
認したり、人事担当者に相談する
などして、仕事と介護を両立する
ための制度を活用し、仕事を続け
ながら介護をしましょう！

問申  石川県能登中部保健福祉セン
ター　☎ 0767-53-2482

問石川県労働局 　☎076-265-4429

社会福祉協議会
からのお知らせ

福祉に役立ててと
◆鹿頭の㈲のぞみの里様より
バザーの売り上げの一部

20,000円
◆志賀町女性団体協議会様より
志賀町文化祭バザーの収益金

20,000円
「愛のタオル運動」タオル80本
を寄贈

◆（一財）石川県市町村職員等ラ
イフプラン協会様より
フルリクライニング車いす１台
ピタシートクッション１個
血圧計８台を寄贈

問志賀町社会福祉協議会
　☎42-2545
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2019 年度志賀町臨時職員等募集

◆勤務条件　詳細は「志賀町臨時職員等募集要綱」（総
務課、富来支所で交付またはホームページ）

で確認してください。
◆申込期限　１月21日㊊　17:00まで（必着）

◆申込方法　・申込期間内に所定の申込用紙（総務課、富来
支所で交付またはホームページでダウンロード
可）に必要事項を記入し、必要書類を添付
の上、総務課へ提出してください。

・郵送の場合は、封筒の表に「臨時職員等
申込書」と朱書きしてください。

◆選考方法　面接試験による選考

◆試　　験　２月３日㊐　 会場：役場本庁舎　（予定）
問総務課総務人事担当　☎ 32-9311

職種（勤務地） 区分 人員 職務内容 応　募　資　格 勤務期間・時間 賃金

保育園調理員
（町内保育園）

嘱託員 １人 保育園の調理業務
調理師免許（平成31年3月末
日までに取得見込み者含む）
を有する人

H31.4.1 ～ H32.3.31
8:30 ～ 17:00
※変則勤務時間あり

月額
160,000円

放課後児童クラブ
児童支援員
（志賀放課後児童クラブ）

嘱託員 １人

放課後児童クラブ
利用者支援

放課後児童支援員資格、保
育士資格、社会福祉士また
は教員免許を有する人

H31.4.1 ～ H32.3.31
早番　　7:30 ～ 16:00
遅番　10:30 ～ 19:00
※変則勤務時間あり

月額
158,300円

日々
雇用 ２人

H31.4.1 ～ H32.3.31
14:30 ～ 19:00
※変則勤務時間あり
※学校が長期休業期間は、　
７時間45分勤務を要する

時給
930円

放課後児童クラブ
児童支援員
（富来放課後児童クラブ）

日々
雇用 １人 放課後児童クラブ

利用者支援

放課後児童支援員資格、保
育士資格、社会福祉士また
は教員免許を有する人

H31.4.1 ～ H32.3.31
14:00 ～ 19:00
※変則勤務時間あり
※学校が長期休業期間は、　
７時間45分勤務を要する

時給
930円

学校校務員
（志賀小学校）

臨時
職員 １人

学校における校務
全般（機械除草や
運搬作業など有）

特に資格は問わないが普通
自動車免許を有する人

H31.4.1 ～ H31.9.30
7:30 ～ 16:15
※変則勤務時間あり
　（学校長の定める時間）
※雇用延長をする場合有

日額
6,600円

教育支援員
（町内小中学校）

日々
雇用 ２人 特別な支援を必要

とする児童の支援 教員免許を有する人優遇

H31.4.1 ～ H32.3.31
7:30 ～ 16:15
※変則勤務時間あり
　（学校長の定める時間）
※短時間勤務（応相談）

教員免許
時給930円
無資格
時給900円

看護補助者
（町立富来病院）

嘱託員 ３人 病棟の介護補助業
務

ホームヘルパー２級課程ま
たは介護職員初任者研修
（平成31年３月末日までに修
了見込み者含む）を修了した人

H31.4.1 ～ H32.3.31
8:30 ～ 17:15
※変則勤務時間あり
※夜勤・土日祝日
　勤務が可能な人

月額
155,500円

社会福祉士
（町立富来病院）

嘱託員 １人 地域連携室にて退
院支援業務

社会福祉士資格（平成31年
3月末日までに取得見込み
者含む）を有する人

H31.4.1 ～ H32.3.31
8:30 ～ 17:15
※変則勤務時間あり

月額
168,800円

※賃金は勤務経験年数などにより増額する場合があります。

申
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問公立羽咋病院総務課　☎0767-22-3307

◆勤務条件　勤務時間週38時間45分の範囲内で勤務。原
則８:30 ～ 17:15。（ただし、所属によっては早出・
遅出勤務、休日勤務、２交代勤務あり）パートに
ついては、指定する時間。その他、通勤手
当の支給や年次有給休暇、社会保険制度あり。

◆採用予定　平成31年４月１日
◆雇用期間　１年（６カ月単位）

※１ 早出・遅出勤務、休日勤務、２交代夜勤について手当あり　　※２ 勤務時間　9:00 ～ 13:00　　
※３ 勤務時間　8:15 ～ 12:00（金曜日のみ７:15 ～ 12:00）　　　
※上記の全職種について、身体障害者手帳所持者の応募可能（勤務日数、時間は応相談）。

職　種 人員 応募資格・職務内容 賃金（予定）

看護師（日勤・パート） 21人程度 看護師免許を有する人 日額 10,560円、時間給  1,320円

看護補助員※１
（ケア担当 /日勤） 13人程度

患者介助および看護
業務補助
（早出・遅出勤務、 休日
勤務、希望する人で状
況によって２交代夜勤
あり）

准看護師免許を有する人 日額 10,560円、時間給  1,320円

介護職員初任者研修修了者ま
たは同等の資格を有する人 月額　154,900円 

その他 月額　140,700円 

看護補助員
（書類サポート担当 /日勤） １人程度 外来看護師の診療の補助、物品管理等 日額 　   6,696円

医師事務作業補助員
（日勤） ３人程度 医師の指示のもとに行う事務補助（電子カルテ操作、

書類作成、患者呼込みなど） 日額 　    7,316円

健診室作業補助員（日勤） １人程度 電子カルテ操作、書類作成 日額　     7,316円

社会福祉士（日勤） １人程度 社会福祉士免許を有する人 月額　169,100円

中央材料室作業補助員
（日勤） １人程度 医療器材の洗浄・消毒業務、院内の物品集配送など

の運搬業務 月額　140,700円

眼科補助員（日勤） １人程度 視力測定、視野測定など眼科検査、診療補助、事務
業務補助 月額    140,700 円

臨床検査科業務補助員
（パート）※２ ２人程度 臨床検査業務補助および運搬など 時間給　  864 円

事務補助員
（医事管理室 /日勤） １人程度 外来患者の呼込み、診療録の入出庫作業、消耗品管

理など 日額　   6,696 円

事務補助員
（総務課 /日勤・パート） 若干名 書類作成・配布、物品管理等の事務業務補助 日額 6,696 円、時間給 864 円

患者送迎用自動車運転手
〔パート：隔日（週２～３日勤務）〕※３ ２人程度 普通自動車第一種免許を有する人 時間給　  917 円

◆申込期間　１月４日㊎～１月 21 日㊊（必着）
◆試　　験　２月上旬～中旬予定（受験者に別途案内）
◆必要書類　履歴書（市販のもの）、写真（６カ月以内に

撮った写真を履歴書に貼付）、有資格者は、
免許証の写しを添付。

2019 年度公立羽咋病院臨時職員募集
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羽咋郡市広域圏事務組合
職員採用候補者試験のご案内

◆受付期間　１月７日㊊～ 18日㊎
◆１次試験　２月３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
◆申込書交付場所　組合事務局総務課、消防本部、羽

咋市市民窓口課、宝達志水町・志
賀町の各総務課

★詳しくは･･･
羽咋郡市広域圏事務組合ホームページ

http://www.hakuikouiki.jp

問羽咋郡市広域圏事務組合事務局総務課
　☎0767-22-6610

問羽咋郡市広域圏事務組合消防本部警防課
　☎0767-22-0089

職種 予定人数 受験資格

消防士 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

志賀町土地改良区のお願い

　次のような場合は、届出が必要となりますので土地
改良区まで連絡してください。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
•現金納入から口座振替に変更
　する場合
•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　FAX 32-4545

問まち整備課　☎32-9211

問まち整備課 上下水道室　☎32-9241

県内一斉司法書士・税理士無料相談会

【電話相談】　
◆日　時　１月27日㊐　10:00 ～ 16:00
◆臨時・相談専用ダイヤル　☎076-291-0099

【面接相談】　
◆日　時　１月27日㊐　13:00 ～ 16:00
◆場　所　コスモアイル羽咋（羽咋市鶴多町）
　　　　　パトリア（七尾市御祓町）

問石川県司法書士会　☎076-291-7070

凍結防止剤散布車を購入

　志賀町では、路面凍結を防止し、交通の安全を確保
するため、凍結防止剤散布車を１台更新しました。凍
結が予想される場合は、早朝、深夜を問わず散布作業
を行います。
　予期せぬ凍結・積雪がありますので、安全運転をお
願いします。

給水車を購入

　志賀町では、災害などの断水時に備え、給水車を購
入しました。この給水車は、飲料水を最大2.9トン積
載可能で、６リットルの給水パック480袋相当を運ぶ
ことができます。

申

申
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男性の料理教室
料理と献立の基本を学ぶ

受講生募集！あなたも素敵な料理男子に！
　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。
　「今まで料理したことがない」「自分で作ってみたい
けど、何をどうしたらよいか分からない」などと思って
いる人、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
◆対象者　志賀町にお住まいの65歳以上の男性
◆持ち物　エプロン、三角巾、手拭きタオル
◆申込み　開催日の１週間前までに、保健福祉センター

までお申し込みください。

月　日 会　場 対象地区

１月 25 日㊎ 富来活性化センター 富来全地区

１月 30 日㊌ 志加浦公民館 志加浦、高浜地区

２月   １日㊎ 土田公民館 土田、上熊野地区

２月   ５日㊋ 堀松公民館 堀松、加茂地区

２月 14 日㊍ 下甘田公民館 下甘田、中甘田地区

２月 22 日㊎ 富来活性化センター 町内全地区

問志賀町保健福祉センター　☎32-0339

石川県ふぐ処理資格者試験準備講習会

◆日 　 時　１月29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
◆申込締切　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受け取ってください。

問(公社)石川県調理師会　　☎076-236-2012
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新成人のみなさんへ
20歳になったら国民年金

　国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害が
残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、働い
ている世代みんなで支えようという考えで作られた仕
組みです。
　国民年金は 20 歳以上 60 歳未満の人は加入するこ
とが義務付けられています。
　20 歳になったら、忘れずに国民年金の加入手続き
をしましょう！

【 国民年金のポイント 】
◆将来の大きな支えになります
　国民年金は 20 歳から 60 歳までの人が加入し、保
険料を納める制度です。
　国が責任をもって安定した運営を行うことにより、
年金の給付は生涯にわたって保障されます。

◆老後のためだけのものではありません
　国民年金には、年を取ったときの老齢年金のほか、
障害年金や遺族年金もあります。障害年金は、病気や
事故で障害が残ったときに受け取れます。また、遺族
年金は加入者が死亡した場合、その加入者により生計
を維持されていた遺族（「子のある配偶者」や「子」）
が受け取れます。

【 「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」 】
◆「学生納付特例制度」
　学生の人は一般的に所得が少ないため、本人の所得
が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予さ
れる制度です。
　対象となる学生は、学校教育法に規定する大学、大
学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校
および各種学校（修業年限１年以上である課程）、一
部の海外大学の日本分校に在学する人です。

◆「納付猶予制度」
　学生でない 50 歳未満の人で、本人および配偶者の
所得が一定額以下の場合に国民年金保険料の納付が猶
予される制度です。
※平成 28 年６月以前の期間は、30 歳未満であった期間が対象
となります。

★詳しくは・・・
問七尾年金事務所　☎ 0767-53-6511
問住民課　☎ 32-9121
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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

自死遺族交流会
（J交流会） １月 ５日㊏ 14:00～ 16:00

金沢市内
（電話でお知らせ

します）

石川県こころの健
康センター相談課
☎ 076-238-5750

自ら命を絶った人の遺族が寄り
添い互いに共感することにより
心が安らぐ時を過ごします。

障害者福祉相談 １月 10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。

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、
　　　　生活相談支援員

<富来地域 >
 １月 10 日㊍
（司法書士：午前のみ）

10:00～ 15:00

富来行政センター 
２階 201・202
会議室

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 >
 １月 11 日㊎
（司法書士：午後のみ）

役場本庁舎
11会議室

志賀町社会福祉
協議会志賀支所
☎ 32-1363

七尾法律相談センター
（予約制・先着５人）

１月 10 日㊍
 17 日㊍
24 日㊍
31 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）

ひとり親家庭相談
相談員：自立支援員

１月24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。

無料法律相談
（予約制・先着８人）

１月28日㊊ 9:30 ～ 15:30 役場本庁舎
相談室

住民課
☎ 32-9121

対　象：住所が志賀町の人
相談員：國田武二郎弁護士
相談時間：１人 30分
予約先：住民課または支所

要約筆記・
手話通訳の案内 毎週月～金曜日 8:30 ～ 17:15 役場本庁舎

健康福祉課

健康福祉課
☎ 32-9131
FAX 32-0288

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。

しかまちむすび
結婚・出会い相談

随時（土・日曜日対応可。予約
時に申し出ください）

役場本庁舎ほか
（予約時にお知ら
せします）

企画財政課
ふるさと創生室
☎ 32-9301

個別相談のため要予約。
相談無料。

■ 窓口延長業務　　　問住民課　☎ 32-9121
日　　時 内　　容

１月 ５日㊏・ 12日㊏
　　19日㊏・26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

 

有　

料　

広　

告　

欄

■ 町長談話室　　　 問総務課　☎ 32-9311
日　　時 場　所

１月30日㊌ 13:30 ～ 15:00 富来支所

※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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健康カレンダー　掲示板

乳幼児健康診査乳幼児健康診査

内　容 実施日 対　象 場所

４カ月児健診 １月10日㊍ 平成30年９月生まれ

児
３歳児健診 １月24日㊍ 平成27年６月～

７月生まれ

【受付時間】４カ月児健診　13:15 ～ 13:45
３歳児健診　　13:15 ～ 14:00

内　容 実施日 対　象 時　間 場所

すくすく
子育て相談

１月10日㊍

乳幼児のお子さんと
お母さんどなたでも

15:00 ～
15:30

児１月24日㊍

ゆう遊クラブ
１月８日㊋

10:00 ～
11:30

１月22日㊋ 富

ぷちゆう遊クラブ
（ファーストサイン）

１月18日㊎ ８か月～１歳半頃の
お子さんとお母さん

児モグモグ教室 １月15日㊋ 離乳期のお子さん
をお持ちの人

10:00 ～
12:00

遊びの教室 １月７日㊊ お子さんの発達に不
安を感じている人

14:30 ～
16:30

※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：８日は「音遊び♪」、22日は「ティータイム」です。
※ぷちゆう遊クラブ・モグモグ教室・遊びの教室に参加を希望する人は、
事前に志賀町保健福祉センターまでお申込みください。
※保健福祉センターの改修工事に伴い、〈げんキッズ広場〉は 2019 年６月
30 日までお休みします。

すくすく子育てすくすく子育て

健 康 相 談健 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 １月18日㊎ 13:00 ～14:00 役場

※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。

機機  能能  訓訓  練練

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

10:00 ～
13:00

と

毎週金曜日 志

※参加を希望する人は、事前に保健福祉センターまで相談してください。

教室名 実施日 時　間 対　象 場　所

鶴亀
おたっしゃ
教室

１月10日㊍
１月24日㊍

10:30
～
11:30

65歳以上の人

やすらぎ
荘

志賀
健幸教室

１月 ９日㊌
１月16日㊌
１月23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
13:30
～
14:30

志賀町立
図書館２階

毎週月曜日
（祝日は除く） と

※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。

介護予防介護予防

問志賀町保健福祉センター　☎32-0339

　《実施会場》
　児 ：志賀町児童館横　　　　　 富 ：富来保健福祉センター
　　　（旧放課後児童クラブ）
　志 ：志賀町保健福祉センター　 と ：とぎ地域福祉センター
　　　（志賀町地域交流センター内仮事務所）
　活 ：富来活性化センター

 

有　
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