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情     報
パーク
町内交通事故・火災発生状況

（令和２年２月１日現在）

令和２年１月からの累計 前年比

交 通

事 故

件 数 １件 △２

負傷者数 １人 △２

死 者 数 ０人 ０

火 災

建 物 ０件 △１

林 野 ０件 ０

そ の 他 ０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

富来支所の宿直廃止
催し物催し物

てんと市

◆ 日　時　３月24日㊋
                         8:30 ～ 11:00
◆ 場　所　みちのえき「旬菜館」前

問 農林水産課  ☎32-9290

◆ 日　時　３月15日㊐　
　　　　　  9:30 ～（受付･9:00 ～）
◆ 場　所　志賀町文化ホール
　・囲碁：３階 32研修室
　・将棋：１階 大広間［芙蓉］ 
◆ 参加費（囲碁、将棋とも）※昼食費込
　・大　人：2,000円
　・子ども：1,000円（中学生以下）
◆ 申込み　当日会場にて受け付け
問 志賀町文化協会
　 ☎ 32-9350

　４月１日㊌から、富来支所の宿直
が廃止になります。

　17:15 ～８:30（翌朝）
　職員が不在となります。
　この時間帯の電話は、
　役場本庁舎に転送されます。
　
　施設利用については、活性化セン
ター窓口 (22:00 まで ) をご利用くだ
さい。
　大雨や台風などで、避難場所と
なった場合は、これまでどおり職員
が待機します。

問 富来支所　☎ 42-1111

文化協会  第14回
囲碁・将棋合同競技大会

◆ 志賀町代田 の  高 山   孝  様より 
     福祉向上に役立ててと   　         
　　　　　　　　　　　 200,000円

◆ 日本赤十字社石川県支部にご加入
　 いただきました
     高山　孝  様 （代田） 金色有功章

　
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：３月２日㊊
・固定資産税（４期）

・国民健康保険税（８期）

・後期高齢者医療保険料（11期）

・介護保険料（８期）

納期限：３月31日㊋
・国民健康保険税（９期）

・後期高齢者医療保険料（12期）

・介護保険料（９期）敬老福祉金の有効期限は
令和２年 3月 31 日まで

　志賀町敬老福祉金として、志賀町
に５年以上在住、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

・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

最高
月額２万円！

最高

100万円！

最高

170万円！

　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年経過後か
ら３カ月以内に申請が必要です。

※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

ふるさと就業促進奨励金

志賀町に移住した人へ
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TEL  0767-42-8080

国民年金について

■ 国民年金保険料学生納付特例の申請について
　学生納付特例制度により、令和元年度に保険料納付
を猶予した人で、令和２年度も引き続き在学予定の人
へ、３月末に基礎年金番号などが印字されたハガキ形
式の学生納付特例申請書を送付します。
　同一の学校に在学している人は、このハガキに必要
事項を記入し返送することにより、令和２年度の申請
ができます。
　なお、令和２年度は学生納付特例制度を利用せず、保
険料の納付を希望する場合は、年金事務所まで問い合わ
せてください。

★詳しくは・・・
問 七尾年金事務所　☎ 0767-53-6511
問 住民課　☎ 32-9121

第 20回石川県障害者スポーツ大会
の参加選手を募集

◆日 時 ５月 30 日㊏・31 日㊐
◆場 所 石川県西部緑地公園陸上競技場

いしかわ総合スポーツセンターなど
◆実施競技 陸上競技、水泳、アーチェリー、卓球、

ボウリング、サウンドテーブルテニス、
フライングディスク、バレーボール、
ボッチャ、ゆうゆう運動会（※）

◆申 込 先 志賀町社会福祉協議会または、志賀町
役場健康福祉課、障害福祉サービス事
業所、特別支援学校など

◆申込締切 ３月 20 日㊎㊗
※ ゆうゆう運動会は自由参加です。

問 健康福祉課　☎ 32-9131
問 石川県障害者スポーツ大会 実行委員会事務局
　 ☎ 076-225-1426

■ 国民年金の任意加入制度
　老齢基礎年金（65歳から受けられる年金）は、20歳か
ら60歳になるまでの40年間保険料を納めなければ、満
額の年金を受け取ることができません。
　国民年金保険料の納め忘れで、納付済期間が40年間
に満たない場合は、60歳から65歳になるまでの間に国
民年金に任意加入し、保険料を納めることで、満額に
近づけることができます。（任意加入は、申し出した
日からとなります。）
　なお、老齢基礎年金を受けるためには保険料の納付
済期間や保険料の免除期間などが、原則として10年以
上必要となりますが、この要件を満たしていない場合
は、70歳になるまで、任意加入することができます。（昭
和40年４月１日以前生まれの人に限られます。）
　また、海外に在住する日本国籍を持つ人も国民年金
に任意加入することができます。

■ 年金生活者支援給付金制度に便乗した詐欺
　令和元年10月より始まった年金生活者支援給付金制
度に便乗し、厚生労働省、日本年金機構または市区町
村の職員を名乗り、「年金生活者支援給付金の振込口
座が使えないため、新しい口座番号、暗証番号、マイ
ナンバーを教えてほしい」という不審な電話がかかっ
てきた事例が報告されています。
　電話で口座番号、暗証番号、マイナンバーなどをお
聞きすることはありません。このような電話があって
も、口座番号などの個人情報を答えることのないよう
にご注意ください。

国税専門官募集案内

◆ 受験資格　
１ 1990 年４月２日 ～ 1999 年４月１日生まれの人
２ 1999 年４月２日以降生まれの人で次に掲げるもの
　（１）大学（短期大学を除く。以下同じ。）を卒業した人、
　　　    および 2021 年３月までに大学を卒業見込みの人
　（２）人事院が（１） に掲げる人と同等の資格があると
　　　    認める人
◆ 試験の程度　大学卒業程度
◆ 受験申込受付期間　インターネット申込み
　 ３月 27 日㊎ ９:00 ～４月８日㊌（受信有効）
　 申込専用アドレス 
　　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
◆ 試験日および試験種目
　１ 第１次試験　６月７日㊐
　　 基礎能力試験（多肢選択式）、 専門試験（多肢選
　　 択式及び記述式）
　２ 第２次試験　７月８日㊌～７月 17 日㊎
　　（上記期間のうち第１次試験合格通知書で指定する日時）
　　 人物試験、 身体検査
◆ 第１次試験合格者発表日　６月 30 日㊋ ９:00 ～
◆ 最終合格者発表日　　　　８月 18 日㊋ ９:00 ～

問 金沢国税局 人事第二課 試験研修係
　☎ 076-231-2131 ( 内線 2155)

ど
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【令和２年度】自衛官幹部候補生・予備自衛官補の募集

問自衛隊石川地方協力本部七尾出張所　☎0767-53-1691
  志賀町自衛官募集相談員  立花 信行 ☎0767-42-1725
                          中野 秀雄 ☎090-4567-2895

幹部
候補生

◆受付期間 ３月１日㊐～５月１日㊎まで
◆応募資格
　(2021.４.１現在)

大学卒業程度試験：22 歳以上 26 歳未満
大学院卒業者試験：修士課程修了者などで 28 歳未満

◆試験会場・期日
　【第１次試験】
　・筆記試験：

自衛隊石川地方協力本部（金沢市新神田 4-3-10）
５月９日㊏　

    ・筆記式操縦適性検査（飛行要員希望者のみ）：５月 10 日㊐
　【第２次試験】全国の主要都市などで実施（詳細は本人へ通知）
　・６月９日㊋～ 12日㊎のうち指定する日

予備
自衛官補

　公募により予備自衛官補として採用し、所定の教育訓練を終了
後、予備自衛官として任用する制度です。一般公募（後方地域での
警備要員など）と技能公募（医療従事者・語学要員・車両整備士など）に分
けられます。

◆受付期間 ①１月６日㊊～４月 10 日㊎
②７月１日㊌～９月 11 日㊎

◆受験資格
　(2020.７.１現在)

一般：18 歳以上 34 歳未満
技能：18 歳以上で別に示す国家資格などに応

じ 53 歳から 55 歳未満
◆試験期日 ①４月 18 日㊏～ 22 日㊌

② 10 月３日㊏～６日㊋

◆試験会場 自衛隊石川地方協力本部（金沢市新神田 4-3-10）
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犬を飼っている皆さんへ

　生後３カ月月以上の犬を飼う場合は、
法律により年に１回の狂犬病予防注射が
義務付けられています。
　今年の集合予防注射は、４月５日㊐
から４月12日㊐まで実施する予定です。
会場、時間、料金などは４月号の広報に
掲載します。登録された犬の飼い主には、
毎年３月中に町から案内ハガキが郵送さ
れますので、案内ハガキを持参のうえ予
防注射を受けてください。
※飼い犬の登録がお済みでない人は、集
　合予防注射会場で予防注射とともに犬
　の新規登録の手続きができます。
※登録された飼い犬がすでに亡くなって
　いる場合は、環境安全 
    課または富来支所窓口 
    にて登録抹消の手続き
    をしてください。
問 環境安全課　☎32-9321

トヨタ　ハイラックスサーフ

令和元年度第５回物品売払いを行います
　志賀町が所有する下記の物品について、予定価格（最低売却価格）の
提示による一般競争入札を実施します。詳しくは企画財政課までお問
い合わせください。参加できる人は町内に住所を有する個人および法
人に限ります。 　

入札に付する売払い物件
物件
番号 品名 形　式 取得年 予定価格

（最低売却価格） 備　考

1 車両
トヨタ　
ハイラックスサーフ　
ＫＤ－ＫＺＮ 185 Ｇ

H8 50,000 円
（消費税込）

自動車
リサイクル料込

◆入札期間　３月16日㊊～ 23日㊊
　　　　　　 8:30 ～ 17:15
◆入札場所　志賀町役場 企画財政課
※入札期間等について変更になる場合が
　ございますのでご了承ください。

問 企画財政課　☎ 32-9331 問 志賀町保健福祉センター　☎32-0339

３月は「自殺対策強化月間」

　国は、最も自殺者の多い３月を「自殺
対策強化月間」としています。自殺を特
別なことではなく身近な問題として受け
止め、共に支えあう共存社会の形成を目
指しています。

自殺予防のキーワード
○気づき
　～家族や仲間の変化に気づいて声をかける～
　身近な人が「いつもと様子が違う」と気づ
いたら声をかけてみましょう。

○つなぎ 
　～早めに専門家に相談するようにうながす～

　一人で悩むのではなく、解決に向けて専
門機関への相談につなげましょう。

○見守り 
　～温かく寄り添いながらじっと見守る～

　あせらず優しく寄り添いながら見守りま
しょう。

看護・介護スタッフ募集
・１日２～３時間程度から可
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小さな掛金・大きな補償　「スポーツ安全保険」 に加入しませんか？

申問 (公財)スポーツ安全協会石川県支部　☎ 076-268-3100　申問 生涯学習課　☎ 32-9350

加入対象者 補償対象となる
団体活動

加入
区分

掛け金
（１人年額）

傷　害　保　険　金　額 賠償責任保険
支払限度額

（免責金額なし）

突然死
葬祭費用保険
支払限度額死亡 後遺障害

（最高）
入院
（日額）

通院
（日額）

子ども子ども
（中学生以下）（中学生以下）

スポーツ・文化・スポーツ・文化・
ボランティア・地域活動ボランティア・地域活動 Ａ１Ａ１ 円円

800800
万円

2,000
万円

3,0003,000
円円

4,0004,000
円円

1,5001,500
対人・対物賠償合算１事故５億円対人・対物賠償合算１事故５億円
ただし、対人賠償は１人１億円ただし、対人賠償は１人１億円

180 万円180 万円
上記団体活動に加え、個人活動上記団体活動に加え、個人活動
中でも対象中でも対象
上段：団体活動中およびその往上段：団体活動中およびその往

復中復中の補償額の補償額
下段：上記以外（個人活動など）下段：上記以外（個人活動など）

の補の補償額償額

ＡＷＡＷ 1,4501,450
2,1002,100 3,1503,150 5,0005,000 2,000 2,000 対人・対物賠償合算１事故５億 500 万円ただし、対人賠償は１人１億 500 万円

100 150 1,000 500 対人・対物賠償合算１事故対人・対物賠償合算１事故
500 万円500 万円 対象外対象外

大人大人
（高校生以上）（高校生以上）

スポーツ活動スポーツ活動
（指導・審判を含む）（指導・審判を含む）

64 歳以下64 歳以下 ＣＣ 1,8501,850 2,0002,000 3,000 3,000 4,0004,000 1,500 1,500 

対人・対物賠償合算１事故５億円
ただし、対人賠償は１人１億円 180 万円180 万円

65歳以上65 歳以上 ＢＢ 1,2001,200 600600 900 900 1,8001,800 1,0001,000

文化・ボランティア・地域活動文化・ボランティア・地域活動
団体員の送迎、応援、準備、片付け団体員の送迎、応援、準備、片付け ＡＡ２２ 800800 2,0002,000 3,0003,000 4,0004,000 1,5001,500

全年齢全年齢 危険度の高い危険度の高い
スポーツ活動スポーツ活動 ＤＤ 11,00011,000 500500 750 750 1,8001,800 1,000 1,000 

※上記年間掛金には、制度運営費(10円）が含まれます。
※上記以外にインターネット加入に限り、開催期間３カ月以内の短期スポーツ教室専用の加入区分があります。（https://www.sportsanzen.org）

◆対象となる事故…　団体活動中の事故・経路往復中の事故
◆受付期間…令和２年３月２日～令和２年３月30日
◆保険期間…令和２年４月１日～令和３年３月31日
　（４月１日以降の申し込みは加入手続日の翌日から有効）

　スポーツ・文化・ボランティア活動などを
行う団体（４人以上）に対し、活動中の傷害事
故および賠償責任を負う事故を補償する保険
です。万が一に備えて、加入しましょう。

羽咋郡市広域圏事務組合 会計年度任用職員の募集

職　種 人員 職務内容 報酬月額

事務補助員 若干名
・持ち込みごみの窓口受付、リサイクル品の販売管理、統計数値の
   入力などの業務
・窓口対応ができ、表計算、ワープロなどのパソコン操作可能な人

131,490円～

◆ 勤務条件
・勤務場所　 羽咋郡市広域圏事務組合リサイクルセンター

　 （羽咋市滝谷町ヌの30番地）
・勤務時間　 週35時間の範囲内で勤務
　　　　　　 　（勤務時間は、別に指定）
・休　　日 　土・日曜、祝日、年末年始
・そ  の  他 　交通費、期末手当支給、有給休暇、
　　　　　　社会保険制度あり

◆ 選考方法  　 面接による選考（応募者に別途通知）
◆ 採用予定　   令和２年４月１日
◆ 雇用期間　  １年

◆ 申込期間　３月２日㊊～ 13日㊎
◆ 申込書類　 履歴書（市販のもの）、写真（無帽・無背景で３

カ月以内に撮影したものを履歴書に貼付）
◆ 申込方法　 申込書類を入れた封筒の表に「会計年度任

用職員受験申込書」と朱書きして、事務局
総務課まで郵送してください。（３月13日消
印有効）

     問 羽咋郡市広域圏事務組合事務局総務課　
           ☎22-6610
　      〒925-8505　羽咋市中央町ア185番地

申




