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催し物催し物

町内交通事故・火災発生状況
（令和元年12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 27件 ５

負傷者数 32人 ６

死 者 数 ２人 ０

火 災

建 物 ２件 ０

林 野 ０件 ０

そ の 他 4件 ３

負傷者数 １人 １

火災などの問い合わせは…☎22-2999

お知らせお知らせ

てんと市

◆日　時　１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

  A cooking class for people from 
abroad who stay or work in Shika 
town will be held to be experience 
traditional Japanese food culture and 
tell the attraction to them by Shika 
Foundation for International Exchange.

　志賀町国際交流協会では、町内在住・
在勤の外国人の方々に日本の食文化に
触れていただきその魅力を知ってもら
うために体験教室を開催します。

◆Date   Sunday,February 9th,2020
 　　　　９:30 ～ 13:00

     日　時　令和２年 2月 9日 ㊐
      　　　　９:30 ～ 13:00

◆ Venue   Togi-Kasseika Center

      場　所　富来活性化センター

◆ Fee   Free

      参加費　無料

◆ Target   people from abroad who      
                      stay or work in Shika town,
　　　　    their family and  friend

      対　象　町内在住・在勤の外国人の
 　　　　　人および、そのご家族、知
　　　　　 人など

◆ Deadline   Monday,January 20th,
                           2020

     申込期日　令和２年１月20日㊊

◆ To apply   
      Please call Syogaigakusyu-ka
       (Lifelong Learning Division)
      0767-32-9350

問 生涯学習課　☎ 32-9350

※ If there are few applicient,we may 
      cancel the class.

※申込者が少数の場合は開催を中止す
    ることがあります。

社会福祉協議会
からのお知らせ

◆ 志賀町女性団体協議会 様より、
　 志賀町文化祭バザー収益金を
　 福祉に役立ててと　　  20,000円

◆ 志賀町末吉の稲岡  行枝 様より、
　 亡夫の供養として社会福祉向上
　 に役立ててと   　         100,000円

◆ 志賀町仏木の山守  祐晴 様より、
　 社会福祉向上に役立ててと   　         
　　　　　　　　　　　   50,000円
　
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  ☎32-5003

善意の花善意の花

今月の納税

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）

【電話相談】
◆日　時　１月26日㊐
                      10:00 ～ 16:00
◆当日専用ダイヤル
　　　　　☎ 076-291-0099
【面接相談】
◆日　時　１月26日㊐
                      13:00 ～ 16:00
◆場　所　コスモアイル羽咋
　　　　　　　　（羽咋市鶴多町）
　　　　　 七尾商工会議所
　　　　　　　　（七尾市三島町）
※両会場どちらでも受けられます。

問石川県司法書士会
　☎ 076-291-7070

問申  石川県能登中部保健福祉センター  
健康推進課　

         ☎ 0767-53-2482

うつ病家族教室

　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21日㊋
                          13:30 ～ 15:30
◆ 場　所　石川県能登中部保健福祉

センター  ２階ふれあいルーム
◆ 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

◆ 講　師　らいず訪問看護ステーション　
                        精神科認定看護師
       　               宮本 満寛  氏　

Cooking Class of Japanese Food
for People from Abroad
外国人のための日本料理体験教室

司法書士・税理士による
相続遺言無料相談会
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家屋の新増築・取り壊し
の届け出をお願いします

　家屋の固定資産税は、毎年１月１日現在に建って
いる建物に課税されます。
　税務課では、町内の新・増築家屋や取り壊し家屋
の把握に努めていますが、適切な課税を行うために
も、次のようなときは、税務課固定資産税担当まで
届け出をお願いします。

●新築・増築をしたとき
　税務課職員がお伺いして、家屋調査をします。こ
の調査は、固定資産税の基礎となる評価額を算出す
るために行うものです。
　調査は、完成後順次行う予定ですが、入居前に調
査を希望する人は、完成後、早めにご連絡ください。
ご都合の良い日を相談のうえ、お伺いします。

●取り壊しをしたとき
　2019年中に家屋の一部または全部を取り壊した人
は、取り壊しの日付がわかるもの（領収書の写しな
ど）を添えて、「家屋滅失届」を提出してください。
　取り壊した建物については、翌年度から固定資産
税が課税されなくなりますが、届け出がないと課税
されてしまうことがありますので、お早めにご連絡
ください。
　なお、本届け出は登記とは関係ありませんので、
登記されている家屋の場合は、別途ご自分で滅失登
記をしてください。

●未登記家屋の所有者を変更したとき
　登記されていない家屋の所有者を変更したときは
「未登記家屋の所有者変更届」を提出してください。
　この手続きをしないと、翌年度以降も前の所有者
に課税されてしまいますので、忘れずに届け出をし
てください。
　なお、本届け出は登記とは関係ありません。

問 志賀町税務課 固定資産税担当
  ☎ 32-9141（直通）
　    32-0288（FAX）

建設リサイクル
～分けよう建設副産物！～

　建設産業では、建設リサイクル法に基づき、再生資
材として利用できる特定の建設廃棄物（コンクリート塊
やアスファルト塊、木材など）の「分別解体」と「リサイ
クル」を積極的に推進しています。しかし、一方では依
然として建設廃棄物の不法投棄が見受けられます。
　公共工事に限
らず、一般家屋
の解体などの際
には、業者に適
正な分別解体・
再資源化を促す
など、町民の皆
さまも、建設リ
サイクルの推進
にご理解とご協
力をお願いしま
す。

問まち整備課    ☎ 32-9211
問北陸地方建設副産物対策連絡協議会　事務局
　☎ 025-280-8880

石川県ふぐ処理資格者試験準備講習会

◆日 　 時　１月21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。
※石川県では平成18年、ふぐ条例の施行により免許制となり
ました。

問 (公社)石川県調理師会　　☎ 076-236-2012

関係ありません。

担当

TEL  0767-42-8080
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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（coco壱番屋さん向かい）（coco壱番屋さん向かい）
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

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（coco壱番屋さん向かい）（coco壱番屋さん向かい）
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

2020年農林業センサス

　令和２年２月１日現在で、全国一斉に「2020年農林
業センサス」が実施されます。今後の農林業施策推進
のため、５年ごとに実施する大切な統計調査です。
　１月中旬より順次、農林業を営む皆さまのところに
調査員が訪問しますので、調査のご協力をお願いしま
す。
　なお、調査票に記入された
事項については、統計以外の
目的には使用されません。

問 企画財政課  ☎ 32-9331

農林業センサスとは、農林業の生産構造や
就業構造、 農山村地域における土地資源など
農林業、農山村の基本構造の実態とその変化
を明らかにし、 農林業施策の
企画・立案・推進のための基
礎資料となる統計を作成・提
供することを目的とした調査
です。
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令和２年度 会計年度任用職員募集

職種（勤務地） 区分 人員 職務内容 応　募　資　格 任用期間・時間 報酬

学校給食調理員
（学校給食共同調理場）

パート
タイム ２人 学校給食調理業務

調理師免許
（令和２年３月末日までに取得 
   見込み者含む） を有する人

令和２. ４. １～　　
　　令和３. ３.31
８:15 ～ 16:30

月額
152,764円

◆勤務条件　詳細は「志賀町会計年度任用職員募集要綱」
（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24日㊎　17:00まで　※必着

◆選考方法　面接試験により選考

◆選考試験　期日：２月初旬（受験者あてに通知します）
　                      会場：役場本庁舎（予定）

◆申込方法    ・申込期限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「会計年度任用
　　　　　　    職員申込書」と朱書きしてください。

問 総務課総務人事担当　☎ 32-9311申

志賀町土地改良区からのお願い

　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移譲した場合

 ★ 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
　　員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
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◆ 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交代夜勤務あり）
　　 　　　　⑮の職種は、８:15 ～ 12:00の隔日勤務（週

２～３日)　金曜日のみ、 7:15 ～ 12:00
  ※通勤手当の支給や年次有給休暇、社会保険制度あり
      （一部の職種を除く）
◆ 採用予定　令和２年４月１日
◆ 雇用期間　１年
◆ 申込期間　令和２年１月６日㊊～１月 20 日㊊ ※必着

職　種 人員 応募資格・職務内容

① 看護師 18人程度 看護師免許を有する人

② 看護補助員（ケア担当） 25人程度 患者介助、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）

③ 看護補助員
　 （書類サポート担当） 4人程度 看護業務補助、物品管理など

④ 医師事務作業補助員 16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）

⑤ 健診室作業補助員 １人程度 電子カルテ操作、書類作成など

⑥ 社会福祉士 １人程度 社会福祉士免許を有する人

⑦ 管理栄養士 １人程度 管理栄養士免許を有する人

⑧ 薬剤科業務補助員 ２人程度 薬剤師業務補助、物品管理など

⑨ 中央材料室業務補助員 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

⑩ 眼科補助員 ２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

⑪ 臨床検査科業務補助員 ２人程度 検査業務補助、検体の運搬など

⑫ 厨房調理業務員 20人程度 病院厨房内での調理など（早出・遅出勤務あり）

⑬ 事務補助員（医事管理室） 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

⑭ 事務補助員【障がい者採用】 ２人程度 書類作成・配布、物品管理などの事務補助

⑮ 患者送迎用自動車運転手 ２人程度 普通自動車第一種免許を有する人（患者送迎、駐車場の誘導整理など）

※詳細は、公立羽咋病院ホームページ（https://www.hakuihp.jp）をご覧ください。

◆ 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してください。

◆ そ の 他　給与、報酬、詳細については下記まで

公立羽咋病院 会計年度任用職員募集

問 公立羽咋病院 総務課 職員係
　　  ☎ 0767-22-3307
　　〒925-8502　羽咋市的場町松崎24番地　

申
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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） １月 15日㊌

10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00

役場本庁舎 住民課
☎ 32-9121

年金保険料の免除・年金の
支給手続きなど、年金に関
すること。

ひとり親家庭相談
相談員：自立支援員 １ 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。

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：住民課又は支所

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８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 10 日㊎

（司法書士：午後のみ）

志賀町文化ホール
２階 21・23
会議室

志賀町社会福祉
協議会志賀支所
☎ 32-5003

障がい者福祉相談 １ 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。

七尾法律相談センター
（予約制・先着５人）

１月９日㊍
１月16日㊍
１月23日㊍
１月30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　5,500 円（30 分）
※クレサラ相談は初回無料
負担困難で法律援助基準に
該当すれば無料。
（回数制限有）

自死遺族交流会
(J 交流会 ) １ 月４日㊏ 14:00 ～ 16:00 金沢市内

(電話でお知らせします )

石川こころの健康
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。

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

１月４日㊏・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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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）

■  町長談話室　　   問総務課　☎ 32-9311
日　　時 場　所

１月８日㊌
13:30 ～ 15:00

役場本庁舎

１月29日㊌ 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。



広報しか
2020.1

21

介護予防介護予防

問 地域包括支援センター　☎32-9132

教室名 実施日 時　間 対　象 場　所

ほがらか教室
（体操：講師  元尾 教恵 氏）

１月９日㊍
１月23日㊍ 10:30 ～ 11:30

65歳以上の人

やすらぎ荘

志賀健幸教室
（講話と体操：講師 南   進 氏）

１月８日㊌
１月15日㊌
１月22日㊌

10:00 ～ 11:30 シルバーハウス

いきいき貯筋倶楽部
（百歳体操）

毎週火曜日
13:30 ～ 14:30

志

毎週月曜日 と

毎週水曜日 10:00 ～ 10:30 やすらぎ荘

毎週金曜日 9:40 ～ 10:10 シルバーハウス

オレンジ喫茶 １月８日㊌ 13:30 ～ 15:00 もの忘れが心配な人やそのご家族 旧ＪＡ高浜支店  ＡＴＭ  横

※いきいき貯筋クラブは 1/1 ～ 1/5 の期間お休みです。
※オレンジ喫茶は、参加費 100 円が必要です。
※やすらぎ荘、シルバーハウス、とぎ地域福祉センターには入館料が必要です。

健康カレンダー　掲示板

志  ：志賀町保健福祉センター　志賀町高浜町カの１番地１
富  ：富来保健福祉センター　　志賀町富来領家町甲の10番地　富来支所２階
と  ：とぎ地域福祉センター　　志賀町酒見河原50番地

《実施会場》

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９日㊍ 令和元年９月生まれ
志

３歳児健診 １月16日㊍ 平成28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

問 志賀町保健福祉センター　☎32-0339

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
※３日㊎は除く どなたでも

10:00 ～11:30 志

こころの健康相談 １月17日㊎ 13:00 ～14:00 役場

※いきいき健康相談を希望の人は、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。

内　容 実施日 対　象 時　間 場所

すくすく
子育て相談

１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
※要相談

志１月16日㊍

ゆう遊クラブ
１月14日㊋

10:30 ～
11:30

※ 10:00から　   
  希望者には計測
  を行っています

１月28日㊋ 富

ぷちゆう遊クラブ
(ファーストサイン) １月17日㊎

８カ月～１歳半の
お子さんとご家族

志

モグモグ教室 １月21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６日㊊ お子さんの発達に
不安を感じている人

9 : 30 ～
　11:30

げんキッズ広場
毎週火・金曜日
※３日㊎、14日㊋、
17日㊎は除く

乳幼児のお子さんと
お母さんどなたでも

10:00 ～
　12:00

※ すくすく子育て相談、遊びの教室を希望する人は、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「リフレッシュコンサート」、28日は「足形・手
形をとろう !」です。

※ ぷちゆう遊クラブは定員 15 組です。参加希望の人は１月 10 日㊎まで 
に保健福祉センターまで申し込みください。

※ モグモグ教室に参加希望の人は、事前に保健福祉センターまで申し込み
ください。

すくすく子育てすくすく子育て
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