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杉本社長(中央)と安中工場長(右)

　12月20日（金）、能登中核工業団地で、カレンダーを製
造する（株）ＴＳＧの杉本庄吾代表取締役社長と安中喜伸取
締役工場長が、志賀町役場を訪れ、日めくりカレンダーや
卓上カレンダーを町に寄贈しました。寄贈は今年で11回
目。毎年、町内の学校や福祉施設などに配られ喜ばれてい
ます。
　杉本社長は「今年は、町内の名勝地に加えて、全ての小
中学校の校舎を描いたイラストが増えました。子ども達に
も親しんでもらえれば嬉しいです」と話しました。

（株）ＴＳＧが日めくりカレンダーなどを寄贈
能登中核工業団地カレンダー製造会社

　12月22日（日）、アクアパークシ・オンで、羽咋署と高
浜交番ブロック連絡協議会が、年末の地域防犯、交通安全
を呼びかける餅つき大会を行いました。
　羽咋署の長田浩樹所長はじめ若手署員と協議会員12人
のほか、羽咋警察署マスコットキャラクターのハク太郎も
応援にかけつけ、約100個用意した防犯チラシや反射材の
入った袋を配布しました。

防犯・交通安全をハク太郎が呼びかけ
羽咋署・高浜交番ブロック連絡協議会

防犯チラシを配布するハク太郎

　１月５日（日）、富来活性化センターで富来地域公民館、
子ども会育成委員連絡協議会主催の新春書き初め席書大会
が開催され、小学生72人が参加し、習字の腕を競いました。
　会場では、「よい子」「お年玉」「令和の朝」などの文字を
のびのびと書き上げていました。
  
  【公民館大賞】 　　　　 　岡　　知花（富来小４年）
  【子ども会大賞】 　　　 　飲　理咲子（富来小６年）
  【志賀小ＰＴＡ会長賞】 　 酒田　心陽（富来小６年）　
  【富来小ＰＴＡ会長賞】 　 林　　栞帆（志賀小３年）　

新春書き初め席書大会    
第11回富来地域公民館・第４回子ども会育成委員連絡協議会

真剣に取り組む児童と温かく見守る家族

　12月13日（金）、富来活性化センターで、認知症サポー
ト要請講座が行われました。
　この講座は、認知症について理解し、認知症の人や家族
を温かく見守る応援者である「認知症サポーター」を養成
する講座で、町内の介護保険事業所の職員やケアマネー
ジャーなどが「認知症キャラバンメイト」と呼ばれる講師役
を務めています。この日は、区長会研修会で約100人の区
長が寸劇を交えた養成講座を受講し、認知症やその対応を
学び「認知症サポーター」となりました。

寸劇で認知症を学ぶ
認知症サポーター養成講座

認知症をわかりやすく寸劇で紹介
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　１月６日（月）に解禁された甘エビのかご漁は、10日（金）
に初水揚げされました。漁獲量はまずまず。水揚げ後すぐ
に選別、箱詰めされ、北陸、首都圏、関西方面に出荷され
ました。
　西海漁協では、沖合い約20キロ、水深300メートルの海
底に、直径60 ～ 80センチ、高さ50センチの円筒のかごに
ニシンを入れて甘エビを誘い込む漁法を行っています。こ
の漁法でとられた甘エビは傷つかず傷みが少ないのが特徴
で、高級品として生きたままの出荷も行われています。
　甘エビのかご漁は４月下旬まで続けられます。

甘エビのかご漁解禁
石川県漁協西海支所

かご漁であがった甘エビ

おいしそうにころ柿を食べる児童

子どもたちにころ柿を
　１月９日（木）、ＪＡ志賀が町教育委員会に、志賀町優良
特産品の「能登志賀ころ柿」を寄贈しました。
　新谷克己組合長は「子どもたちが１年間、元気に学校に
通えるように祈念して贈ります。いろいろ調理してもおい
しいのですが、元気にガブッと食べてほしいです」と手渡
しました。
　今年で４回目となるこの取り組みに、間嶋教育長は「郷
土の特産品として食育、ふるさと教育にもなり、とても感
謝している」とお礼を述べました。
　
　10日（金）、町内小・中学校と志賀高校の給食にころ柿
が提供されました。志賀小学校３年１組では、ころ柿生産
者の家庭で育った湊口教頭先生が、ころ柿ができるまでの
ビデオを流しながら、時間をかけて作られていること、な
ぜ柿をもむのかなどについて解説しました。
　いただきますの後、最初にころ柿を食べる子が多く、「あ
まい」「おいしい」と元気な声が上がっていました。

ＪＡ志賀

左から間嶋教育長、新明ころ柿部会長、新谷組合長

町長から大会参加の補助金目録を受ける岡田さん

　１月９日（木）、スウェーデンで行われるレスリングの国
際大会に出場する岡田夢生さんが、山下 勝監督らと志賀
町役場を訪れました。
　岡田さんは「優勝を目指します」とあいさつ。小泉町長と
下池県レスリング協会会長らは、「あまりプレッシャーを
感じることなく、国際試合を楽しみながら、経験を積んで
来てほしい」とエールを贈りました。
　岡田さんは、15日に出国。17日、18日に試合を行い、
好成績を収めました。（結果は次号でお知らせします。）

国際大会出場 岡田さんへ激励
クリッパン レディー オープン 2020
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町内交通事故・火災発生状況
（令和２年１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 28件 ＋２

負傷者数 33人 ＋１

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　２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

社会福祉協議会
からのお知らせ

◆ 志賀町東小室の 堂角 直友 様より 
     福祉向上に役立ててと   　         
　　　　　　　　　　　 100,000円

◆ 志賀町婦人加工連絡会 様より、
　 チャリティてんと市の売上の一
　 部を社会福祉に役立ててと
　　　　　　　　　 　　  10,000円
歳末たすけあい募金
◆ 日蓮宗　本成寺   様より

◆ 日本赤十字社石川県支部にご加入
　 いただきました
     小波　久喜  様 （直海） 特別会員
　
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  
　　　　　　　　　　　☎32-5003

善意の花善意の花

　志賀町敬老福祉金として、志賀町
に５年以上在住で昭和７年１月１日
から昭和７年12月31日までに生ま
た人に、２万円分の商品券（500円
券で40枚）を支給しました。
　商品券の有効期限は令和２年３月
31日までです。期限を過ぎると使
用できなくなりますので、できるだ
け早く利用してください。利用でき
る店舗については各商工会へ問い合
わせください。

問 志賀スタンプ会（志賀町商工会内）
　 ☎ 32-1002
問 富来商工会　☎ 42-2562

敬老福祉金の有効期限は
令和２年 3月 31 日まで

【令和２年度】 学校給食
食材納入希望者の募集

◆資格対象　給食用食材取扱者およ
び食品製造・販売店・
農水産物生産者

◆申込期間　２月28日㊎まで

 問 志賀町学校給食共同調理場
　　  ☎ 32-1298
申

大田耕士版画作品展
     ～昭和時代の著名版画家作品～

　教育版画の父・大田耕士先生のも
とに寄せられた著名版画家の作品
150点を展示します。恩地孝四郎、
滝平二郎、畦地梅太郎らの作品、ま
た、大田先生自作の作品も展示され
ます。

同時開催
前田良雄民話版画展

　志賀町各地区ごとの民話を題材に
した版画作品を一同に展示します。
　
◆ 期　間　２月15日㊏㊏～ 17日㊊㊊
　　　　　 ９:00～ 17:00

◆ 場　所　志賀町文化ホール
　　　　　１階小ホール・ロビー

 問 志賀町版画協会　☎ 32-3332

シルバーリハビリ体操体験会

　昨年11月23日開催した介護予防
講演会の講師、大田仁史先生創設の
シルバーリハビリ体操が体験できま
す。申込不要、体験無料です。

◆ 日　時　２月21日㊎
　　　　　 10:00～ 13:00
        　　　  ※体操は随時行います
◆ 場　所　増穂浦ショッピングモール
　　　　　 アスク内 子どもの広場
  　                （100円ショップ ポピア前）

　また同日、介護予防・もの忘れ相
談会を行います。相談希望の人は、
当日、健康診断や医療機関での血液
検査結果、お薬手帳をご持参くださ
い。

問 健康福祉課  ☎ 32-9132

・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

志賀町に移住した人へ

移住し就業した人へ
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石川県最低賃金の改正

　石川県最低賃金は、パートタイマー・アルバイトな
ど雇用形態を問わず、石川県内で働くすべての労働者
に適用されます。
　特定（産業別）最低賃金は、特定の産業の事業場で働
く基幹的労働者に適用されます。
　派遣労働者は、派遣先事業場に適用される地域別ま
たは特定（産業別）最低賃金が適用されます。
　複数の最低賃金が適用される場合は、金額の最も高
いものが適用されます。

※基幹的労働者とは、
　・18歳未満、あるいは65歳以上の人
　・雇入れ後6カ月未満の、技能習得中の人
　・掃除や片付けに主に従事する人
　　　　　　　　　　　　　          以外の労働者です。

●地域別最低賃金
最低賃金の名称 時間額 改正発効日
石川県最低賃金 832円 令和元年10月２日

●特定（産業別）最低賃金
No. 最低賃金の名称 時間額 改正発効日

1

石川県金属素形材製品、ボルト・
ナット・リベット・小ねじ・木
ねじ等、その他の金属製品、は
ん用機械機具、生産用機械器具、
発電用・送電用・配電用電気機
械器具、産業用電気機械器具製
造業最低賃金

920円

令和元年

12月31日
2 石川県自動車・同附属品、自転車・同部分品製造業最低賃金 920円

3

石川県電子部品・デバイス・電
子回路、民生用電気機械機具、
電子応用装置、情報通信機械器
具製造業最低賃金

868円

4 石川県百貨店、総合スーパー最低賃金 860円

　詳しくは･･･

　生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内
の最低賃金を引き上げた場合、そのかかった費用の一
部が助成されます。

　詳しくは･･･

問 石川県労働局
  　最低賃金に関しては　☎ 076-265-4425
  　助成金に関しては　     ☎ 076-265-4429

石川県働き方改革推進

石川県最低賃金

　経済的理由により高等学校・大学などへの修学が困
難な町民に対し、奨学資金の貸付を行っています。

◆対　象　下記①～⑤の要件をすべて満たしている人

① 令和２年４月に高等学校、大学などに入学する、ま
たは在学中（専修学校は修業年限が２年以上の専門課程）

② 申請者および同一世帯の父母またはそれに代わる人
（以下保護者）が１年以上町内に在住している
  　（修学のためやむを得ず町外に居住する場合は可）
③ 保護者の2019年中の総所得金額が500万円以下
　  （大学修学生が２人以上になる場合は700万円以下）
④ 保護者が町税について滞納がない
⑤ 在学する（新１年生の場合は卒業した）学校長の推薦が
ある

※６月下旬に選考委員会で決定し、４月分から貸付開始します。

◆提出書類
① 奨学資金貸付申請書（学校教育課・富来支所にあります）
② 申請者、保護者の世帯全員の住民票
③ 学校の長または学部長の推薦調書および成績証明書
④ 作文　題名「今、学びたい事と自分の将来について」
⑤ 申請者の３カ月以内の上半身写真（縦３㎝×横２.５㎝）
⑥ 保護者の 2019 年度納税証明書
⑦ 保護者の令和２年度町県民税（所得・課税）証明書

◆書類提出期限　６月 12日㊎  必着

問申  学校教育課　☎ 32-9116

志賀町奨学資金貸付のご案内

貸付月額
（貸付は
     無利子）

高校・高専 12,000 円

大学・専修学校
国公立：36,000 円
　私立：48,000 円

「卒業後志賀町で働くと最大半額返済免除」制度
もあります。（詳しくは学校教育課まで）

TEL  0767-42-8080
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対 象

第３子以降の子を養育している人で、第３子以降の子が各
学校入学時において、養育者および対象の児童が本町に定
住して１年が経過している人。
※本町での定住期間が１年未満の人はお問い合わせください。

祝 金 10万円分の商品券
※志賀スタンプ会または富来商工会のいずれかを選択

申 請 期 間 入学した日から30日以内

提 出 書 類

①祝金申請書
②戸籍の謄本（入学する子が第３子以降とわかる戸籍）
　※入学した日前後１カ月以内に発行したもの
③町税等納付状況調査同意書   
④入学したことが確認できる書類（在学証明書、生徒手帳の写し、
入学式時に配布された名簿など）

　※小・中学生は不要 

そ の 他
祝金の交付は５月以降となるため、入学準備品購入の支払
いに祝金を使用したい場合は、「申立書」に必要事項を記入
し、販売店（商品券が使用できる商店）へ提出してください。

入学祝金入学祝金
のお知らのお知らせせ

第３子以降のお子さんが入学する人へ第３子以降のお子さんが入学する人へ

　志賀町では、第３子以降のお子さん
の小学校、中学校、高等学校（各種学校）
入学時に、お祝金を交付しています。
申請書に提出書類を添えて申請してく
ださい。申請書は本庁 住民課子育て
支援窓口または富来支所にあります。
※町ホームページからもダウンロード可

申問 住民課子育て支援窓口　☎ 32-9122

多 子 世 帯

　里親になりませんか？里親になりませんか？

　
問 児童相談所全国共通ダイヤル　☎１

いちはやく

８９
問 七尾児童相談所　☎ 0767-53-0811
問 志賀町住民課　　☎ 32-9122
問 志賀町児童相談　☎ 090-8267-4693

志賀町要保護児童対策志賀町要保護児童対策
地域協議会だより地域協議会だより

　子どもの成長には、家庭で暮らす時間や経験がとても大きな役割を担っています。
　ところが今、さまざまな事情で自分の家族と暮らせない子どもたちがいます。彼らを自分の家庭に迎
え入れ、温かい愛情と正しい理解でその成長をサポートする人が、「里親」です。
　幼い頃から施設で育った子どもたちは、「家庭」での暮らしを知りません。「わたしだけを、ぼくだけ
を愛してくれる親」の存在を知りません。そうすると、自分が家庭を持つときに、どう子育てしていい
のか分からず、子育てが難しい状況になってしまいます。
　子どもたちの健全な成長のため、そして明るい未来のために、あなたもできることがあるかもしれま
せん。里親制度に関心を持たれた人は、お近くの児童相談所にお問い合わせください。

里親制度は、健やかな育ちの場を求める里親制度は、健やかな育ちの場を求める
子どものための制度です子どものための制度です
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ガソリンの詰め替え購入には、本人確認が必要となりますガソリンの詰め替え購入には、本人確認が必要となります !!!!
　令和元年７月に発生した、京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、
ガソリンスタンドでは、ガソリンを携行缶で購入する人に対して、「本人確認」、「使用目的の確認」を行う
こと、「販売記録の作成」を行うことが令和２年２月１日から義務化されます。

○ 本人確認について
　運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、
　公的機関が発行する写真付きの証明書が必要

○ 使用目的の確認について
　「農業機械器具用の燃料」、「発電機用の燃料」などの
　具体的な内容の確認が必要

問 羽咋郡市広域圏事務組合消防本部  予防課　☎ 22-0089    FAX 22-5391

日　　時 場　　所 スタッフ

運動器具体験会
２月７日㊎
２月17日㊊・27日㊍ 18:00 ～ 20:00 とぎ地域福祉センター

 リハビリ室
※入館料が必要です

リハビリ専門職員

介護予防相談会 ２月７日㊎ 14:30 ～ 16:30 健康福祉課　保健師

運動器具体験会運動器具体験会（無料）（無料）のお知らのお知らせせ

申問 とぎ地域福祉センター　☎ 42-2020　　 志賀町健康福祉課内 地域包括支援センター　☎ 32-9132

リニューアルされた、とぎ地域福祉センターに、新しい運動器具が入りました！
その器具の効果的な使い方や、個人に合った器具の選び方について、リハビリの
先生から個別にアドバイスを受けるチャンスです！（先着20人）

※２月７日㊎には、保健師による介護予防・もの忘れ相談会もあります。
※ 介護予防相談会に参加される人は、健康診断や、　医療機関の血液検査結果、お薬手帳を
　 持参ください。
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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） ２月 19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 ２ 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 >
 ２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 >
２月 14 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 ２ 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。

七尾法律相談センター
（予約制・先着５人）

２月６日㊍
２月13日㊍
２月20日㊍
２月27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 )

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

２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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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

２月26日㊌ 13:30 ～ 15:00 役場本庁舎

※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。

■ 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 期　日 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）

  ３月７日㊏ ２月26日㊌ ~３月６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



広報しか
2020.2

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：元尾 教恵 氏）

２月13日㊍
２月27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：南   進 氏）

２月５日㊌
２月12日㊌
２月19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 ２月12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

※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 ２月６日㊍ 令和元年10月生まれ
志

１歳６カ月児健診 ２月20日㊍ 平成30年７月～８月生まれ

【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

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
どなたでも

10:00 ～11:30 志

こころの健康相談 ２月21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

２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
※要相談

志２月20日㊍

ゆう遊クラブ
２月４日㊋ 10:30 ～

11:30
※ 10:00から　   
  希望者には計測
  を行っています

２月25日㊋ 富

遊びの教室 ２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
げんキッズ広場 毎週火・金曜日

※４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
※ 希望者には計
測を行っています

※ 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４日は「クッキング」、25日は「作って遊ぼう !」です。

すくすく子育てすくすく子育て
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