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情     報
パーク

納期限：７月１日㊊
・町県民税（１期）

・後期高齢者医療保険料（３期）

今月の納税

催し物催し物

町内交通事故・火災発生状況
（平成31年５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 ８件 △２

負傷者数 10人 △１

死 者 数 ０人 △１

火 災

建 物 ２件 ２

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

補修工事に伴う
羽咋・志賀斎場の休業

　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　６月25日㊋
                         8:30 ～ 11:00
◆場　所　みちのえき「旬菜館」前

問農林水産課　☎32-9290

善意の花善意の花

町県民税の納期

※納税通知書は６月中旬に発送
　予定です。全期分を発送しま
　すので、なくさないようにお
　願いします。

※口座振替の人は、納期限に引
　き落としします。残高確認を
　忘れずに。

問税務課　☎32-9142

納期限

1期 ７月１日㊊

2期 ９月２日㊊

3期 10 月 31 日㊍

4 期 １月 31 日㊎

社会福祉協議会
からのお知らせ

◆社会福祉向上に役立ててほしい
　と匿名の方より
　　　　　　　　　　　100,000円

◆日本赤十字社石川支部にご加入
　いただきました
　宮下　茂一 様 （矢田） 特別社員

  問 志賀町社会福祉協議会
　　☎42-2545
  問 志賀町社会福祉協議会
　　志賀支所　　　　　
　　☎32-1363

寄附のお知らせ

◆介護福祉のために
　高浜町　濱田　明人様より
　　　　　　　　　　　200,000円
　

知ってください
盲ろう者のことを

盲ろう者向け通訳
介助員養成講習会
～受講生募集～

　盲ろう者に対する理解と通訳・
介助の基礎技術を学びます。
  　
　開催期間　
　 ６月22日㊏～ 10月12日㊏　
　 　全10回　毎回土曜日
　時　間　10時～ 15時
　場　所　羽咋公民館（羽咋市）
　定　員　15人　
　対　象　石川県内在住で18歳
　　　　　以上の人
　　　　　（高校生はのぞく）　
　受 講 料　5,000円 （教材費）　
　申込期限　６月７日㊎
　申 込 先　健康福祉課

   「盲ろう者」とは目が不自由な 
   上に、耳も不自由な人たちの
   ことをいいます。

問 健康福祉課　☎  32-9131　       
                            FAX  32-0288　
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国民生活基礎調査ご協力のお願い

　2019年国民生活基礎調査（世帯票・健康票・介護票）
は、６月６日㊍を調査日として実施します。対象は全
国で無作為に選ばれた地域の全世帯です。
　保健・医療・福祉など、国民生活の基礎的な事項を
調査します。調査対象に選ばれた世帯に調査員がお伺
いしますので、調査票のご記入ご回答をお願いいたし
ます。

　詳しくは　

問 能登中部保健福祉センター企画調整課
 　☎　0767-53-2482

  国民生活基礎調査

日本年金機構職員などを装った
不審電話にご注意を！

　全国各地で、「日本年金機構」や「社会保険庁」もしく
は「厚生労働省」などの職員と称して、現金を詐取した
り、銀行口座番号や家族構成、預貯金額を聞くなど、
不審な電話や訪問があった等というお問い合わせが寄
せられています。
　また、"年金関係の書類"を配達できないなどと言っ
て、運送会社を名乗り、職業や会社名などの情報を入
手しようとする電話があったというお問合せも寄せら
れています。
　日本年金機構職員及び委託事業者が訪問する際は、
必ず写真付身分証明書を携行し、お客様に提示いたし
ます。
　なお、委託事業者の訪問員が現金をお預かりするこ
とはありません。
　不審な点を感じたら、できるだけ1人で対応せず、
相手の名前や所属、用件を聞いて、メモを控えて家族
等に相談してください。
　怪しいなと感じたら、口座番号等の個人情報を話し
たり、現金を支払ったり、 振り込みをせずに、お近く
の年金事務所または警察へお問い合わせください。

６月は
「児童手当現況届」の提出月です

　この届出は、前年の所得及び６月１日現在の状況を
把握し、６月分以降の児童手当を引き続き受けられる
か審査するための重要なものです。
 　提出がない場合には、６月分以降の手当の支払いが
できなくなりますので必ず６月中に手続きをしてくだ
さい。
（用紙は、受給者宛てに５月末に郵送しています。）

　【現況届に必要な添付書類】
　　○健康保険被保険者証の写し（受給者の方のもの）
　　○監護する児童と受給者の住所地が違う場合、
　　　別途「別居監護申立書」が必要となります。

　　※郵送での提出も受け付けますが、記入・押印漏れ、
　　　書類の添付忘れのないようお願いします。

問 住民課　児童手当係　☎32-9122

年金相談のお手続きにはご予約を！

　日本年金機構の全国の年金事務所では、年金相談や年
金請求手続きについて、「事前予約」を行っています。お
待たせ時間の少ない「予約相談」をぜひご利用ください。

　◆予約相談希望日の１か月前から前日まで受付して
　　います。
　◆お申込みの際は、基礎年金番号のわかるもの（年
　　金手帳や年金証書など）をご用意ください。

　ご予約の方法は、全国共通の予約専用受付電話
「0570-05-4890」またはお近くの年金事務所へ電話・来
訪時にお申込みください。

問 七尾年金事務所 　☎　0767-53-6511
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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。
　
　◆日　時　６月11日㊋
　　　　　　10:30 ～ 11:30・13:30 ～ 14:30
　◆場　所　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）

※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

志賀町ふるさと就業促進奨励金

　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

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）

議会の映像がYouTubeで見れます

　議会の様子がYouTube（ユーチューブ）で見れるよ
うになりました。

　　問 議会事務局　☎ 32-9270

YouTube 画面

石川県志賀町議会　YouTube
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　「ヘルプマーク」は、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方々
が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなる
よう作成されたマークです。ヘルプマークを持っている方を見かけた場合は、電車
やバス内で席を譲る等、援助や配慮、支援をお願いいたします。
　なお、ヘルプマークは県や市町の窓口等で無料交付しています。

　　　対 象 者：義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、
　　　　　　　　妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としている方

  　     配布場所：志賀町役場健康福祉課、志賀町社会福祉協議会
    　                    　・お一人につき１個交付します。
      　                  　・申請書の記入が必要です。
       　                 　・本人確認ができる書類をお持ちください。

                                                                問 石川県障害保健福祉課   ☎ 076-225-1426　FAX　076-225-1429
                                                            問 志賀町役場健康福祉課   ☎ 32-9131　FAX　32-0288

「ヘルプマーク」とあわせて使
える「ヘルプカード」とは？
　　　　　　　
　「ちょっと助けが必要な人」と「ちょっ
と手助けをしてあげたい人」を結ぶカー
ドです。
　ヘルプマークの入ったカードには、
緊急連絡先や必要な支援内容などを自
由に記載することができます。障がい
のある方などが災害時や日常生活の中
で困った時に、周囲に自分の障害への
理解や支援を求めるためのものです。

どなたでも無料で利用できます。

　配布場所：役場健康福祉課
　　　　　　志賀町社会福祉協議会

問：志賀町役場健康福祉課　☎ 32-9131
　　　　　　　　　　　　　FAX  32-0288

ヘルプマーク

ヘルプカード

ヘルプマーク知っていますか？ヘルプマーク知っていますか？
「ヘルプマーク」を見かけたら、援助や配慮をお願いいたします

( 裏 )

( 表 )
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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

無料法律相談
（予約制・先着８人）

６月 24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：住民課又は支所

ひとり親家庭相談
相談員：自立支援員

６月27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、
　　　　生活相談支援員

<富来地域 >
６月３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 >
 ６月３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 ６月 12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。

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

６月１日㊏・８日㊏
　　15日㊏・22日㊏
　　29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）

 ６月８日㊏
５月29日㊌ ~
６月７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）

 ６月15日㊏
６月５日㊌ ~
６月14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

TEL  0767-42-8080

アクアパーク  シ・オン
志賀千古温泉♨

温　泉　　　午前 ９時 ～ 午後10時
室内プール　午前 ９時 ～ 午後 ９時
レストラン　午前11時 ～ 午後 ９時半

　　　　　　営業時間

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 )
皆さま、楽しい時間をお過ごしください　☎ 0767-32-8555
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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 ６月６日㊍ 平成31年２月生まれ
児

１歳６カ月児健診 ６月13日㊍ 平成29年11月～12月生まれ

内　容 実施日 対　象 時　間 場所

すくすく
子育て相談

６月６日㊍

乳幼児のお子さ
んとお母さんど
なたでも

15:00 ～
15:30

児６月13日㊍

ゆう遊クラブ
６月11日㊋

10:00 ～
11:30

６月25日㊋ 富

遊びの教室 ６月３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11日は「音遊び」、25日は「クッキング」です。
※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 ６月21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。

教室名 実施日 時　間 対　象 場　所

ほがらか
教室

６月13日㊍
６月27日㊍

10:30
～
11:30

65歳以上の人

やすらぎ荘

志賀
健幸教室

６月５日㊌
６月12日㊌
６月19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

オレンジ喫茶 ６月12日㊌
11:00
～
13:00

もの忘れが心配な
方やそのご家族

旧ＪＡ高浜支店
ＡＴＭ  横

※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。
※オレンジ喫茶は申込み不要です。参加費１００円が必要です。

介護予防介護予防

問志賀町保健福祉センター　☎32-0339

【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

内　容 実施日 受付時間 場所

特定健康診査

結核・肺がん検診
胃がん検診
大腸がん検診
前立腺がん検診
肝炎ウイルス検診

６月３日㊊

８:30 ～
　　10:30

下甘田公民館

６月４日㊋
志加浦公民館

６月５日㊌

６月６日㊍
東増穂公民館

６月７日㊎

６月10日㊊ 稗造公民館

６月11日㊋ 酒見構造改善センター

６月12日㊌
西海公民館

６月13日㊍

６月17日㊊ 笹波集会所

６月18日㊋ 西浦コミュニティセンター

６月19日㊌ 赤崎構造改善センター

６月20日㊍
富来活性化センター

６月21日㊎

【対象者】
*特定健康診査（志賀町国保加入者）
*健康診査（後期高齢被保険者・30 歳代の国保加入者）　　　　　　
*胃がん検診・大腸がん検診・結核肺がん検診（40 歳以上の人）
*胃がんリスク検査（40、45、50、55、60、65、70、75 歳の人）
*大腸がん検診：集団検診会場のほか、保健福祉センター、富来支所で検
   査容器を発行します。費用は 300 円です。
*前立腺がん検診 (51.56.61.66.71 歳の人 )
* 肝炎ウイルス検診（40.41.46.51.56.61 歳の人）

集  団  健  診集  団  健  診

健康づくり健康づくり

教室名 実施日 時　間 集合場所

健康ウォーク ６月２日㊐ 受付:7:45 ～
開会:8:00 ～

富来行政センター前

※機具岩コース（５Km）
※ウォーク後、食育に関するミニ講話、体験コーナーを行います。

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=６月21日㊎まで）
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》

問地域包括支援センター　☎32-9132

問志賀町保健福祉センター　☎32-0339

広報しか
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