
問企画財政課 ふるさと創生室
　☎32-9301

その 22

地域公共交通だより
　７月１日、第２回志賀町地域公共交通活性化協議会を開催し、

予約制のりあい交通運行実験（増穂線）の評価、コミュニティバス

改編案、本格運行までのスケジュールなどについて協議しました。

昨年10月からの運行実験において、ひと月あたりの利用者数は13.9人でしたが、

運賃を片道500円から200円に見直ししたところ、31.5人に増加しました。

運行に関する問題もないことから、10月から本格運行を開始します。

　「まちなか循環線」実証運行

「まちなか循環線」ルート図

「まちなか循環線」は、無料から他路線と同様に有料化（100円）になります。また、同路線はルートの大幅な

見直しや西山パーキングでの特急バス接続などがあるため、本格運行前に実証運行を行います。

　予約制のりあい交通（増穂線）を10月から本格運行

【令和元年度】

•９月16日㊊㊗

　　～ 22日㊐

「まちなか循環線」実証運行

•９月23日㊊㊗ コミュニティバス改編による

全路線運行開始

•10月１日㊋ 増穂線予約制のりあい交通の

本格運行開始

•３月31日㊋ 路線バス（北鉄能登バス）、

志加浦線と加茂循環線の廃止

【令和２年度】

•４月１日㊌   コミュニティバスにて志加浦線

と加茂循環線の代替運行開始

≪改編スケジュール≫

※詳細については次号以降でお知らせします
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　昨年より新たに開催された「ふるさと志賀リレーマラソン」。今年は富来地域のコースで開催します。

　大会は、小学生（男・女）の部、中学生（男・女）の部、一般（男・女）の部と６部門で、チームは４人１チーム。

　コースは部門ごとに 2.1km、2.8kmの周回コースです。参加賞のほか、入賞チームには豪華賞品があります。

　職場、学校仲間、各種団体で奮って参加してください。
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問生涯学習課　☎ 32-9350

ふるさと志賀 リレーマラソン 2019ふるさと志賀 リレーマラソン 2019

【距　　離】　小学生（男・女）・中学生女子・

　　　　　　一般女子の部

　　　　　　　2.1km×４人＝ 8.4km

　　　　　　中学生男子・一般男子の部

　　　　　　　 2.8km×４人＝ 11.2km

【申込方法】　指定の申込書に必要事項を記入の上、

　　　　　　下記提出先まで申し込みください。

　　　　　　申込用紙設置提出場所

　　　　　　　・志賀町総合体育館

　　　　　　　・富来行政センター

　　　　　　　・志賀町役場３階生涯学習課

【申込期限】　９月２日 ㊊　参加費は無料

【表 彰 式】　各部門１～３位

　　　　　　(副賞 : １位３万相当の商品券など )

　　　　　　大会MVP賞

【日　時】　10月 14日 ㊊㊗　スタート  9:30  予定

【コース】　富来行政センターを起終点とした周回コース

昨

ランナー募集
ランナー募集
参加賞あり !!
参加賞あり !!

新新しいしい町祭町祭のの提案提案をを募集募集しますします

　町では夏の「西能登やっちゃ祭り」と冬の「大漁起舟祭」を開催してまいりましたが、近年の

夏場の異常な気温や大雨、多発化する台風、冬場の寒波や大雪など、天候への対応や会場の問題、

そして、イベント内容など、いろいろな問題や課題に直面するようになりました。

　そこで、本年度は町祭を開催せず、町内各層からなる「町祭検討委員会」を設置して、内容の

再検討を行っています。

　この検討にあたり、皆さまからの幅広いご提案を募集します。

　
　　【募集内容】　　「真に町民が望み、喜ぶイベント」作りのための方針と方策
　　　　　　　　　　※個人的な考えを取りまとめください。

　　【提案様式】　　用紙、データなど様式は不問です。（末尾に氏名と住所を必ず記載）

　　【応  募  先】　　〒 925-0198　志賀町末吉千古１番地１
　　　　　　　　　　志賀町商工観光課　町祭担当あて
　　　　　　　　　　　☎  32-9341      FAX   32-3978

　　　　　　　　　　　E-mail　shokan@town.shika.lg.jp
　　　　　　　　　　　※郵送、FAX、電子メールのいずれかでご応募願います。

　　【締め切り】　　令和元年８月 30 日㊎（必着）

　　【採　　用】　　採用された提案者には記念品をお贈りします。

集募 要 領
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第48回 羽咋郡市消防団連合会連合訓練大会羽咋郡市消防団連合会連合訓練大会

消費税の引上げによる、家計への影響を緩和し、地域の消費を下支えするため、

プレミアム付商品券を販売します。

プレミアム付商品券事業についてプレミアム付商品券事業について

 プレミアム付商品券とは？

【購入対象者】

　①2019年度分の住民税が課税されていない人
　　（住民税が課税されている人の配偶者、扶養親族等・ 生活保護の受給者を除く）
　②2016年４月２日から2019年９月30日までに生まれた子のいる世帯の世帯主
    　※両方の要件に該当する人は、両方とも対象になります。

【商品券】

　①住民税非課税の人　１人につき25,000円（販売額20,000円）
　②2016年４月２日から2019年９月30日までに生まれた お子さん１人につき25,000円（販売額20,000円）
    　※分売も可能です。　例：5,000円（500円10枚綴）の商品券を4,000円で購入×５回

【申請方法】

①の購入対象と見込まれる人には、志賀町から申請書を送ります。申請書が届いたら、必要事項を記入のうえ、
同封の返信用封筒に入れて返送してください。交付申請書は８月上旬に郵送されます。
受付期限は11月30日(土)までです。
②の小さな乳幼児のいる子育て世帯主の人は、申請不要です。

　６月15日（土）、西山台の防災公園に羽咋郡市の消防団

25分団が集結し、「ポンプ車操法」など日頃の練習の成

果を披露しました。同大会は、県大会の予選も兼ねており、

土田分団(右上)と西増穂分団(右下)が出場権を獲得しました。

総合の部

 優　勝　土田分団

 準優勝　西増穂分団

 ３　位　富来分団

最優秀選手賞

  指導者　高嶋 忠夫（宝達志水町第 1分団）  

  １番員　川瀧 剛志（西増穂分団）

  ２番員　安田 大樹（羽咋市第 2分団）

  ３番員　國井 俊男（羽咋市第 6分団）

  ４番員　森場 達也（上熊野分団）
ポンプ車操法の部

 優　勝　土田分団

 準優勝　　西増穂分団西増穂分団

  ３　位　　富来分団富来分団

【その他】

〇商品券を使用可能な店舗は、町から広報やホームページでお知らせします。
○使用期間は、10月１日から令和２年２月29日までです。

【購入方法】

〇９月下旬から、購入対象者に、町からプレミアム付商品券の購入引換券が届きます。
〇プレミアム付商品券の販売場所で、購入引換券と身分証明ができる書類を提示し、プレミアム付商品券を
　購入することができます。
○購入期間は、10月１日から令和２年１月31日までです。

問 健康福祉課 ☎ 32-9131

 申請、購入、使用のながれ
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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）

 

有　

料　

広　

告　

欄

問志賀町児童館　☎ 32-1724

８ / ２金 14:00 ～
　      23 金 14:00 ～

８ / ３土 13:30 ～
８ / ７水 10:30 ～
　  21 水 10:30 ～

８ / 19 月 13:30 ～

こども教室
～モーターで動くおもちゃ
を作ろう！

 ２日 『 紙トラック』 
23 日 『 ホバークラフト風走行車 』

講　師：北陸電力社員
対　象：小学生
定　員：15人

※事前に予約が必要です

マジックショー

お待たせしました！大人気
の「ザ・ノリックトリオ」
の皆さんによるショーです。
ご家族で一緒に楽しみま
しょう。

親子リトミック遊び

音楽に合わせて親子で楽し
く体を動かしましょう♪
お父さんの参加も増えてい
ます！
指 導：松本  有美　先生
対 象：乳幼児親子
定 員：20 組

大正琴演奏＆おはなし

琴修会の皆さんによる、大
正琴のきれいな音色と、楽
しいおはなしを聞きません
か？  

休 館 日　８月 11日㊗㊐・12日           ㊊・18日㊐
開館時間　9:00 ～ 17:30

  対　象：小学生

  定　員：15 人

  持ち物：マスク、三角巾、エプロン

  参加費：100 円

※事前に予約が必要です

　　　　　北インド地方のカレー

児童館でシリーズで行っているワールドキッズクッキング

第二弾は、夏野菜を使って北インド地方風のカレーを作ります！

ぜひ参加してください！お待ちしています！

※ 小学生でも食べられるよう日本のカレールーを使います。

ワールドキッズクッキング ８ / ８木 11:00 ～

『『児童館児童館だより』しかチャンネルでだより』しかチャンネルで放送中放送中！！

火災・救急・救助は 119 番！
問志賀消防署　☎ 32-1776　問富来分署　☎ 42-1211

夏を楽しく過ごすためにお子さんに防火指導を！

子どもの火遊びによる火災で、真っ先に危険にさらされるのは子どもたち自身です。

親や周囲の大人が次の点に注意を払うとともに、子どもに理解させておきましょう。

　・子どもだけで火を取扱わせない !

　・子どもに火の恐ろしさや正しい火の取扱いについて教える !

　・子どもが火遊びしているのを見かけたら注意してやめさせる !

　・マッチやライターなどは子どもの手の届くところには置かない !

　　　　シリーズ ②
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