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情     報
パーク

納期限：５月７日㊋

・固定資産税（１期）

・後期高齢者医療保険料（１期）

納期限：５月31日㊎
・軽自動車税

今月の納税

土田の郷
オープンガーデン2019

　能登の春を鮮やかに彩るのとキ
リシマツツジが見られる庭を公開
しています。

◆期　間　５月中旬まで
◆場　所　土田地区
問のとキリシマツツジ土田の郷
　センチュリー会（辻口）
　☎ 37-1404　
※土・日、祝日は
　能登の旅情報センター☎ 0768-26-2555

催し物催し物

町内交通事故・火災発生状況
（平成31年４月１日現在）

平成31年１月からの累計 前年比

交 通

事 故

件 数 ５件 △４

負傷者数 ６人 △３

死 者 数 ０人 △１

火 災

建 物 １件 １

林 野 ０件 ０

そ の 他 １件 ０

負傷者数 ０人 ０

火災などの問い合わせは･･･☎22-2999

お知らせお知らせ

花のミュージアム フローリィ

★お花畑の音楽祭2019

 ◆日　時　６月２日㊐　
　　　　　　10:00 ～ 16:00

オルビスＮＯＴＯ＆ゆかいな仲間
たちによるコンサートです。

★フローリィ deフリーマーケット

 ◆日　時　６月９日㊐　
　　　　　　9:30 ～ 16:00

手作り小物やアクセサリーがいっ
ぱい並びます。

問花のミュージアム フローリィ
　☎32-8787

志賀町
ふるさと就業促進奨励金

補修工事に伴う
羽咋・志賀斎場の休業

羽咋郡市手話奉仕員養成講座

入門課程受講生募集

　聴覚障がい者に関する知識や
手話で日常会話をするための基
礎的な知識を学びます。

◆日　程　６月６日～11月14日
　 　　　　の毎週木曜日

（８月15日は除く）　　　　

◆日　時　19:00 ～ 21:00

◆場　所　役場大会議室

◆定　員　20 人

◆対　象　初めて手話を学ぶ人
　　　　　 （高校生以上）
◆受講料　無料

（ただしテキスト＆副教材　5,240 円）

◆申込期限　５月 29 日㊌

問健康福祉課　
☎ 32-9131　FAX 32-0288

　平成30年４月１日以降に志賀町
へＵターン・Ｉターンした人に対
して奨励金を交付します。

【Ｕターン者】

　町内出身者で、転入した日か

ら１年以内に新規に地元企業

などに就業で、20万円！

【Ｉターン者】

　町外出身者で、転入した日か

ら１年以内に新規に地元企業

などに就業で、20万円！

【新規学卒者】

　町内居住者で、就学終了日か

ら１年以内に新規に地元企業

などに就業で、10万円！

※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。

問企画財政課ふるさと創生室

　☎32-9301

　羽咋斎場と志賀斎場は補修工事
のため、下記の期間休業します。
ご迷惑をお掛けいたしますが、ご
理解とご協力をお願いします。

【羽咋斎場】

６月11日㊋から６月13日㊍まで
※休業中は、志賀斎場を利用

【志賀斎場】

６月14日㊎から６月16日㊐まで
※休業中は、羽咋斎場を利用

問羽咋郡市広域圏事務組合
     環境保全課
　☎27-1153

てんと市

◆日　時　５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
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高齢者肺炎球菌予防接種のご案内

問志賀町保健福祉センター　☎32-0339

◆期 　 間　平成 31 年４月１日㊊
　　　　　　～令和２年３月 31 日㊋
◆対 象 者　・今年度次の年齢になる人

65、70、75、80、85、90、95、100 歳
・100 歳以上の人
・満 60 ～ 64 歳までの心臓や腎臓、呼吸器
等重度障害を有する人（身体障害１級程度）

※対象者には接種券を送付します。

※これまでに任意または定期接種として高齢
　者肺炎球菌感染症の予防接種を受けたことが
　ある人は対象外です。

◆費 用　2,300 円（生活保護世帯は無料）

◆接種方法　３月末に送付した案内をよく読み、医療
機関へ予約をしてから受診してください。

住まいの耐震化にとりくみませんか？

　志賀町には住宅の耐震化補助制度があります。大切

な生命と財産を守るため、ぜひ補助制度を活用し、住

宅の耐震改修を行ってください。

○簡易耐震診断・・・現況図面等がある場合、
　　　　　　　　　　自己負担なし

○耐震設計・・・・・補助率2/3　上限10万円

○耐震改修・・・・・補助率10/10　上限150万円

※昭和56年5月31日以前に工事が着手された木造住宅であるこ

と、居住の用に供していること、町税などの滞納がないこと

など各種要件があります。

【商店・事業者の皆さま】

志賀町優良特産品募集

　町の優良特産品を募集しています。町の優良特産品
に認定されると、ふるさと納税の返礼品の対象になっ
たり、推奨品パンフレットや町ホームページで情報発
信します。

◆募集期間　４月１日㊊～８月31日㊏

◆募集用件

　・ 町内で生産または加工された物産である

　・ 品質などが町地場産品として適当である

　・ 食品衛生法、意匠法、計量法などに違反しない

◆推奨基準　

　町内に事務所または事業所を営む個人または法人、

　その他の団体が生産または加工した物産

　※品質やブランドイメージが優れている、市場性が十分にあ

　　る、味や素材を活かしている、郷土色豊かで志賀町をイメー

　　ジさせるe t c ･･･

宝くじ助成金で防災資機材を整備
～地域の安心・安全を守る～

　宝くじの社会貢献広報事業のコミュニティ助成金

で、穴口区自主防災会、梨谷小山区自主防災会、草

木区自主防災会に防災資機材を配備しました。

　この事業は、地域のコミュニティ活動の充実・強

化を図り、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上

に寄与することを目的としています。

　配備した資機材は、「投光器、発電機、トランシー

バー、リヤカー、救助工具」など、災害時の避難や

救助活動に役立つものとなっています。

宝くじの収益金は、

身近な街づくりに

役立っています。

【住まいの耐震化相談会】

　お住まいの住宅の耐震化について、建築士

による無料相談会を開催します。興味のある

人はぜひお越しください。

◆日　時　５月22日㊌　13:30 ～ 16:00

◆場　所　志賀町役場１階　第11会議室
※当日の予約も可能ですが、お待ちいただく場合が

あります。

問まち整備課　☎32-9211

詳しくは ･･･ 志賀町優良特産品募集

問商工観光課　☎32-9341 整備された機材
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消費税軽減税率制度等説明会

　七尾税務署主催による事業者を対象とした消費税の

軽減税率制度等説明会を開催します。説明会では、軽

減税率制度の概要や制度対応に係る支援制度（補助金

等）などをテーマとして開催しますので、ぜひ参加し

てください。

※駐車場の施設が限られていますので、なるべく公共交通機　

関などを利用してください。

※会場の収容人員の都合により参加いただけない場合もござ　

います。

※不明な点につきましては、問合せ先まで連絡してください。

問金沢国税局課税部事務処理センター　☎0570-03-8121

開催日 時間 場所

５月16日㊍
10:30 ～ 11:30 七尾税務署

１階共用会議室
七尾市小島町大開地3-7
（七尾西湊合同庁舎）

13:30 ～ 14:30

６月11日㊋
10:30 ～ 11:30

13:30 ～ 14:30

志賀町心身障害者福祉協会会員募集（随時受付）

◆対　象　身体障害者手帳所持者

◆年会費　1,000 円

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」

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）

⑦ 各種事業（フライングディスク大会、ボウリング大会など）

問志賀町心身障害者福祉協会　　☎ 42-2545（富来本所）

　（志賀町社会福祉協議会内）　　　　　　☎ 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）

生ごみの減量化・リサイクルにご協力を

　家庭から出る収集ごみの半分は生ごみです。生ごみ

を堆肥化し、ごみを減量するため、生ごみの処理機器

購入者に補助金を交付しています。また、資源ごみの

リサイクルを推進し、資源ごみを回収する団体に報奨

金を交付しています。

【処理機器・コンポスト購入者】

◆対象　町内に住所を有し、町税などに滞納のない居住者

100円未満切り捨て

【資源ごみ回収団体】 

◆対象　子供会、青壮年団、老人会、ＰＴＡなどの各種団体

平成30年度は42団体が約165ｔを回収

問環境安全課　☎32-9321

警察官・女性警察官採用募集 

【警察官Ａ・女性警察官Ａ】

◆受付期間　５月22日㊌～ 6月14日㊎
◆一 次 試 験　筆記試験:７月14日㊐

　　　　　　　体力試験:７月20日㊏
◆二 次 試 験　８月下旬

◆最終合格発表　９月上旬

◆受験資格　昭和63年４月２日～平成11年４月１日
までに生まれた人で大学卒および令和
２年３月までに大学卒見込みの人

【警察官Ｂ・女性警察官Ｂ】

◆受付期間　8月5日㊊～ 9月3日㊋
◆一 次 試 験　筆記試験:９月22日㊐
　　　　　　　体力試験:９月28日㊏
◆二 次 試 験　10月下旬

◆最終合格発表　11月下旬

◆受験資格　大学卒および令和２年３月までに大学卒
見込みの人を除いた昭和63年４月２日
～平成14年４月１日までに生まれた人

問申 羽咋警察署警務課　☎0767-22-0110

 

有　

料　

広　

告　

欄

品　目 補助金 規　定

電気式生ごみ処理機
（ディスポーザ式は除く） 購入費の

１／２以内

上限３万円
１世帯あたり１台まで

生ごみ堆肥化処理容器
（コンポスト）

上限3,000円／１基
１世帯あたり２基まで

対象となる資源ごみ 報奨金

新聞紙・段ボール・牛乳パック ４円 ／１kg　

アルミ缶・スチール缶 ４円 ／１kg　

再利用びん （繰り返し使用できる酒びん、ビールびん） ４円 ／１本　

びんケース ４円 ／１個　

広報しか
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志賀町心身障害者福祉協会総会

◆ 日　時　5 月 30 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９日㊍

   問志賀町社会福祉協議会　☎ 42-2545

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、障がいの種類・程度により、
軽自動車税の減免を受ける事ができます。

◆受付期限　５月31日㊎まで

　※期限を過ぎると減免は受けられません｡

◆対象車両　・心身に障がいがある人（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

  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㊎

減
免
対
象
と
な
る

主
な
障
が
い
範
囲

障がいの種類 障がいの程度

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

 

有　

料　

広　

告　

欄

PCB 使用器具の期限内処分をお願いします

問石川県廃棄物対策課　☎076-225-1474

　皆さんの工場やオフィスに、古い照明器具や大型の

変圧器・コンデンサーはありませんか？

　これらに使用されている安定器などには、PCB が含

まれ、健康被害が生じるおそれがあり、処分しないと

罰則もあります。
（３年以下の懲役若しくは 1,000 万円以下の罰金）

安定器 大型コンデンサー 大型変圧器 (トランス )

【 処分期間 】

・ＰＣＢ使用照明器具・高濃度ＰＣＢ汚染物      

                                               令和５年３月 31日まで

昭和 52 年 3月末までに建築・改修された建物の照
明器具は、安定器にＰＣＢ使用の可能性があります。
　※一般家庭用照明器具は、対象ではありません。

・高濃度ＰＣＢ廃棄物である大型の変圧器・
コンデンサー　　　   令和４年３月 31日まで

平成２年以前に製造のコンデンサー
平成５年以前に製造の変圧器（トランス）

・その他低濃度ＰＣＢ廃棄物の処分期間
令和９年３月 31日まで

　　※使用中のものも、処分期間までに処分する必要
　　　があります。

詳しくは ･･･ 石川県 PCB 廃棄物

広報しか
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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

無料年金相談

（予約制）
５月 15日㊌

10:00～ 12:00

13:00～ 16:00
富来支所

住　民　課
☎ 32-9121

年金保険料の免除・年金の至急
手続きなど、年金に関すること

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 >

５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 >

 ５月 10 日㊎
（司法書士：午後のみ）

役場本庁舎
１階 11会議室

志賀町社会福祉
協議会志賀支所

☎ 32-1363

障がい者福祉相談 ５月８日㊌ 13:30～ 15:30
役場本庁舎

相談室

健康福祉課
☎ 32-9131
FAX 32-0288

障がい者福祉相談支援事業
所の相談員が応じます。

ひとり親家庭相談
相談員：自立支援員

５月23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。

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
☎ 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

５月11日㊏・18日㊏
　　25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
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■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。

■ 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）

 ５月18日㊏
５月８日㊌ ~

５月17日㊎
室谷 加代子さん

料理づくりをとおして、ごみの処理方法を学びます。
参加費：1,000 円、持ち物：エプロン、三角巾、箸

古着リフォーム教室
（予約制・定員20人）

 ５月25日㊏
５月15日㊌ ~

５月24日㊎
原田 洋子さん

ごみを出さない工夫と布の有効利用を学びます。
参加費：700 円、持ち物：布 1枚、裁縫道具

平成31年４月１日より

　　　利用料金が改定されました

アクアパーク  シ・オン
新価格

大人 子供

温　泉 500円 250円
プール 550円 300円
共　通 800円 400円

石川県羽咋郡志賀町新保向 22-1( 道の駅ころ柿の里しか内 )

※団体予約も承っております。　☎ 0767-32-8555TEL  0767-42-8080

広報しか
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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 ５月９日㊍ 平成31年１月生まれ

児
３歳児健診 ５月30日㊍ 平成27年10月～11月生まれ

内　容 実施日 対　象 時　間 場所

すくすく
子育て相談

５月９日㊍

乳幼児のお子さ
んとお母さんど
なたでも

15:00 ～
15:30

児５月30日㊍

ゆう遊クラブ
５月14日㊋

10:00 ～
11:30

５月28日㊋ 富

モグモグ教室 ５月21日㊋
離乳期のお子さ
んをお持ちの方

10:00 ～
　12:00

児

ぷちゆう遊クラブ
(ファーストサイン)

５月17日㊎
８か月～１歳半
頃のお子さんと
お母さん

10:00 ～
　11:30

児

遊びの教室 ５月13日㊊
お子さんの発達
に不安を感じて
いる人

9 :30 ～
　11:30

志

※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。

※ゆう遊クラブの14日は「リズムヨガ」、28日は「むし歯予防のおはなし」
です。

※モグモグ教室、ぷちゆう遊クラブ、遊びの教室に参加を希望する人は、
事前に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 ５月17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 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

ほがらか
教室

５月９日㊍
５月30日㊍

10:30
～

11:30

65歳以上の人

やすらぎ荘

志賀
健幸教室

５月８日㊌
５月15日㊌
５月22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

志賀町立
図書館２階

毎週月曜日
（祝日は除く）

と

※ほがらか教室、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

児  ：志賀町児童館横（旧放課後児童クラブ）

志  ：志賀町保健福祉センター

　　（志賀町地域交流センター内仮事務所）

【受付時間】４カ月児健診 13:15 ～ 13:45
３歳児健診 13:15 ～ 14:00
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シルバー人材センターマスコット
キャラクター「チエブクロー」

公益社団法人  志賀町シルバー人材センター 会 員 募 集
● 仕事を依頼したい
　「人を雇うまでもなく、専門業者に頼むほどでもないが、誰かに頼むあてがない」…

● 仕事をしてみたい
　町内に住む健康で働く意欲のある 60 歳以上の方なら、誰でも会員になれます。

まずは、お電話ください！！ ☎（0767）42-2170（富来行政センター内）

富  ：富来保健福祉センター

と  ：とぎ地域福祉センター

《実施会場》

広報しか
2019.5

15


