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　岡  良平 代表取締役(左)と小泉町長

　４月３日（金）、北陸環機株式会社と志賀町との間で、「災
害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書」の調印
式が行われました。
　この協定は、志賀町で地震や集中豪雨による河川の氾濫
などの大規模な災害が発生した場合、相互に協力して災害
対応に取り組み、町民生活の早期安定を図ることを目的と
しています。
　今後、大規模災害が発生した際には、塵

じんかいしゃ

芥車などの提供
を受けることで、災害廃棄物の処理に関して、より迅速な
対応が可能となります。

災害時支援協定を締結
災害時におけるレンタル機材提供協定調印式

　４月22日（水）、石川サンケン（株）の川端典秀代表取締
役社長とサンケンオプトプロダクツ（株）の本多祐二代表取
締役社長らが志賀町役場を訪れ、志賀町に一般用3,000枚、
医療用3,000枚のマスクを寄付しました。さらに町内５カ
所の幼稚園、保育園に子ども用のマスク5,500枚も寄付し
ました。
　川端社長は「地域の皆さんにお世話になっている。皆さ
んのお役にたてれば」と話しました。

　

一般用、医療用、子ども用のマスクを寄付
石川サンケン（株）・サンケンオプトプロダクツ（株）

川端代表取締役社長(左)と小泉町長

　４月24日（金）、志賀町役場で人権擁護委員の委嘱状伝
達式が行われ、村上栄子さん（富来領家町）と、三好つる江
さん（大島）に委嘱状が交付されました。
　村上さんは、毎月行われている総合相談の開催に、「他
市町では、ほとんど中止しているが、待っている人たちが
いるので続けている」と話しました。
　総合相談会場では、広い部屋で換気など配慮して行われ
ています。
　２人の任期は４月１日から３年間です。

人権擁護委員委嘱状伝達式
人権擁護委員

左から三好委員、小泉町長、村上委員

　４月15日（水）、米町の織田きよさんが自宅で100歳を迎
え、ご家族、小泉町長、民生委員などから祝福を受けました。
　織田さんは、白峰村（現白山市）の生まれ、家族によると

「昔のことですし、山に住んでいたので（届出が後になって）
本当に産まれたのはもう少し早かったのかも知れません」
ということで、実際はもっと早くに100歳を迎えていたの
かも知れません。
　今でも規則正しい生活で、「歩けなくなると困る」と散歩
を欠かさないそうです。

米町の織田きよさんが100歳
いつまでもお元気で、町内24番目の長寿

祝福を受ける織田きよ さん



広報しか
2020.6

13

堀館長から花を受ける小泉町長

　４月30日（木）、花のミュージアム　フローリイから、
志賀町に花50鉢と焼き菓子100箱が贈られました。
　堀  弘光 館長は「笑顔や明るい話題を提供できれば」と、
小泉町長に手渡しました。
　小泉町長は「庁舎に来た町民が少しでも明るい気持ちに
なれば」と花を本庁舎と富来支所などの窓口に、焼き菓子
は保育園や放課後児童クラブに配りました。

町に花と焼き菓子を寄贈
花のミュージアム　フローリイ

　５月12日（火）、高浜町の髙溝志げ子さんが自宅で100歳
を迎え、ご家族、小泉町長などから祝福を受けました。
　髙溝さんは今でも自分で食事を作り、早寝早起きの規則
正しい生活をしているそうです。しじみのおつゆ、トマト
などを良く食べているのが、長生きの秘訣かもと姪の春美
さんが話すと「かぼちゃの炊いたんも食べる」と元気に話し
ました。

高浜町の髙溝志げ子さんが100歳
いつまでもお元気で、町内26番目の長寿

祝福を受ける髙溝志げ子 さん

　５月３日（日）、西海風戸の濱口モトさんが100歳を迎え
入所する施設の職員などから祝福を受けました。
　残念ながら、ウイルス感染予防対策のため、本人への直
接の表彰授与は行えませんでしたが、家族は、「今でも元
気で、施設の中でも１番元気なのではないかと思います」
と話しました。
　表彰状などは５月７日（木）に家族へ伝達授与しました。

西海風戸の濱口モトさんが100歳
いつまでもお元気で、町内25番目の長寿

祝福を受ける濱口モト さん（※家族提供）

　５月１日(金)、上田孝子さん（笹波）の厚生労働大臣特別
表彰の伝達式が行われました。
　上田さんは昨年11月まで民生委員を15年、2007年から
は西浦地区会長も務めました。

「地区は少子高齢化が著しく、老夫婦や１人暮らしが多い。
皆さんに助けられながら見守りを続けてきました」と感謝
の言葉を述べました。
　式には町民生委員・児童委員協議会の松本力藏会長も同
席しました。

上田孝子さんに特別表彰
厚生労働大臣特別表彰

特別表彰の上田孝子さん（中央)
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町内交通事故・火災発生状況
（令和２年５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 ５件 △３

負傷者数 ５人 △５

死 者 数 １人 １

火 災

建 物 １件 △１

林 野 ０件 ０

そ の 他 ０件 △１

負傷者数 ０人 ０

火災などの問い合わせは…☎22-2999

お知らせ母子家庭等就業支援講習会

　ひとり親家庭の父、母、寡婦を対
象として、講習会を開催します。た
だし、金沢市にお住まいの人は除き
ます。

◆ 講習会名　英語（接客表現）講習会
◆ 場　    所　北國新聞文化センター
　　　　　 　七尾教室
◆ 期　　間　７/ ５～８/ ２の日曜日
　　　　　　 に５回
◆ 時　　間　9 :30 ～ 15:30　　
◆ 申込期日　６月12日㊎  必着

 問 （公財）石川県母子寡婦福祉連合会
　　☎ 076-264-0503
  〒920-0861 金沢市三社町1番44号
　石川県女性センター５階

今月の納税

納期限：６月１日㊊
・軽自動車税

納期限：６月30日㊋
・町県民税（１期）

・後期高齢者医療保険料（３期）

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 ６月 30 日㊋

2 期 ８月 31 日㊊

3 期 11 月２日㊊

4 期 ２月１日㊊

農業者年金を
受給されている皆さんへ

　農業者年金の受給権者宛てに、５
月末に現況届用紙を郵送していま
す。必要事項を記入し、提出してく
ださい。提出がない場合、年金を受
給できませんのでご注意ください。

◆ 受付期間　６月１日㊊～ 30日㊋
◆ 受付場所　志賀町農業委員会事務局
　　　　　 　 (志賀町役場２階)

 問 志賀町農業委員会事務局
　  ☎ 32-9290  （農林水産課内）

６月は
「児童手当現況届」の提出月です

　この届出は、現在手当を受給され
ている人に、前年の所得および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。）

※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  

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15日㊊から６月17日㊌まで
　※休業中は、志賀斎場を利用

【志賀斎場】
　６月18日㊍から６月22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

ＤＶのお悩み相談窓口が開設されました

　DVのお悩み、ひとりで抱えていませんか？あなたが配偶者やパートナーか
ら受けているさまざまな暴力（DV）について、専門の相談員が一緒に考えます。
　「これってDVかな？」　「暴力を振るわれている」
　「今すぐパートナーから逃げたいけどどうしたらいいの？」
　「自分だけでなく子どもたちのことも心配」
など、どんなご相談もお気軽にご連絡ください。女性被害者だけでなく男性
被害者の相談も受け付けしています。
メール、電話は24時間受け付け、チャットは12:00 ～ 22:00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホームページ　
　　　　　    　　　　　　　　　　　☎ 0120-279-889　（24時間受付）

詳しくは
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戦没者等のご遺族の皆さまへ

【 第11回 特別弔慰金の支給について 】
　　今日のわが国の平和と繁栄の礎となった戦没者の尊
　い犠牲に弔慰の意を表し、戦没者等のご遺族に特別弔
　慰金を支給します。
◆ 支給対象者
　　戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日の令和２年
　４月１日に、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者
　戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人
　がいない場合、次の順番による先着順位のご遺族お１
　人に支給します。

　1 令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等
　　 援護法による弔慰金の受給権を取得した人
　2 戦没者などの子
　3 戦没者などの
　　　①父母　②孫　③祖父母　④兄弟姉妹
　　　※戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているなどの要件
　　　　を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
　4 上記1～3以外の戦没者等の３親等内の親族
　　（甥、姪など）
　　　※戦没者等死亡時まで引き続き１年以上生計関係を
　　　　 有していた人に限ります。

◆ 支給内容　額面25 万円、５年償還の記名国債
◆ 請求期間　令和２年４月１日～令和５年３月31日
　　　　　　※期間を過ぎると特別弔慰金を受けること
　　　　　　　   が出来なくなります。
◆ 請求窓口　健康福祉課　高齢者障害担当（☎32-9131）
　　　　　　 富来支所　総合窓口担当　　（☎42-1111）
詳しくは･･･
  問 健康福祉課  高齢者障害担当　☎32-9131
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生ごみの減量化にご協力を

　家庭から出る収集ごみの半分は生ごみです。ごみの
減量化ならびに堆肥化による資源の有効利用を図るこ
とを目的に、生ごみの処理機器などの購入者に補助金
を交付しています。町内全体のごみを減らすため、皆
さまのご協力をお願いします。

［生ごみ処理機器設置事業費補助金］
◆ 対象：  町内に住所を有する居住者で、町税などに
　　　　　滞納がない人。

※ 算定された額に100円未満の端数がある場合、これを切り捨てた額

  問 環境安全課　☎ 32-9321

石川県不妊相談センターのご案内

　石川県不妊相談センターでは、不妊症や不育症に関
するお悩みについて、助産師が匿名で相談を受けてい
ます。秘密は厳守します。

◆ 相談時間　月曜日～土曜日　9:30 ～ 12:30
　　 　　　　火曜日のみ　　  18:00 ～ 21:00でも受付
◆ 相談方法　電話相談　　☎ 076-237-1871
　　　　　　 メール相談　funin@pref.ishikawa.lg.jp
　　　　　　 面接相談　　相談時間内に、電話で予約
◆ 相談内容例　不妊の治療や検査内容について
　　　　　　 不妊治療の費用について　

　上記の相談のほか、年４回、泌尿器医師による面接
相談も行っています。
◆ 相 談 日　５月30日㊏・８月29日㊏・11月28日㊏
　　  　　　　 ２月27日㊏
　　　　　　   14:00 ～ 16:00
◆ 相談方法 　事前予約制による面接相談
　　　　　　 １組あたり最大１時間まで
　希望者は不妊相談センターまでご連絡ください。相
談場所は、のちほど相談者 に伝えます。

  問 石川県不妊相談センター　☎ 076-237-1871

品目 補助率 限度額など

電気式生ごみ処理機
（ディスポーザ式は除く） 購入費の

1/2 以内

上限３万円
１世帯あたり１台まで

生ごみ堆肥化処理容器
（コンポスト）

上限 3,000 円／１基
１世帯あたり２基まで

200t

300t

400t

4月

286

272

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

R1

315

262

316

328

277
286

265

283

285

232

277

R2

ｔ

月

前年のゴミ量

（家庭から収集した燃えるごみの量）

問 環境安全課
☎ 32-9321

きちんと分別してごみを減らし
ましょう～

ゴミメーター

1４tの
減量

４ 
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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

ひとり親家庭相談
相談員：自立支援員 ６月25 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
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

< 志賀地域 >
６月１日㊊

（司法書士：午後のみ）
10:00 ～ 15:00

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
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。

< 富来地域 >
６月１日㊊

（司法書士：午前のみ）

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

障がい者福祉相談 ６ 月 10 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）

６月４日㊍
６月11日㊍
６月18日㊍
６月25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 分以内 )
※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 )

こころの健康相談 ６月19日㊎ 13:30 ～ 15:00 志賀町保健福祉
センター

能登中部保健福祉
センター

☎ 0767-53-2482

ひきこもり、うつ病、アルコー
ル使用障害、認知症などについ
て、悩みや不安をお持ちの人、
家族の相談に専門医が応じます

（相談は無料、要予約）

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。

■ 窓口延長業務　　　問住民課　☎ 32-9121

日　　時 内　　容

６月６日㊏・13日㊏
　  ・20日㊏・27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

■ 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

　　６月の教室はお休みします。
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住まいと土地の総合案内所

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（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
不動産コンサルティングマスター

心の通うまちづくり

■  町長談話室　　   問総務課　☎ 32-9311

日　　時 場　所

６月17日㊌
13:30 ～ 15:00

役場本庁舎

６月24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。
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※新型コロナウイルス感染症の発生状況によって日程が変更となる場合があります。
※発熱や風邪症状がないことを確認してから来てください。発熱症状がある場合はお控えください。

健康カレンダー　掲示板

乳幼児健康診査
内　容 実施日 対　象 場所

１歳６カ月児健診 ６月11日㊍ 平成30年11月～ 12月生まれ
志

４カ月児健診 ６月18日㊍ 令和２年１月～２月生まれ

※詳細については、後日、個別にご案内します。

内　容 実施日 対　象 時　間 場所

遊びの教室 ６月１日㊊
お子さんの発達
に不安を感じて
いる人

9 : 3 0 ～
　11:30 志

※事前に保健福祉センターに申し込みをしてください。
〔 お休みする事業 〕

　○ゆう遊クラブ
　○げんキッズ広場
　○すくすく子育て相談
  これらの事業は、しばらくお休みします。
  再開については、ホームページ、広報などでお知らせします。

すくすく子育て

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

※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などを持って来てください。

※６月のこころの健康相談は中止しますが、電話での相談は受
け付けています。ご利用ください。

※介護予防の教室は６月もお休みします。
　不活発な生活をしているとどんどん筋力が低下してしまいます。家の中でもできる体操をして体力を維持しましょう。

介護予防

【受付時間】１歳６カ月児健診 13:15 ～ 14:45
４カ月児健診 13:15 ～ 14:00

内　容 実施日 場所

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１日㊊
志６月２日㊋

６月３日㊌
６月４日㊍

富６月５日㊎
６月８日㊊
６月９日㊋

志
６月10日㊌
６月11日㊍

富
６月12日㊎
６月16日㊋
６月17日㊌
６月18日㊍
６月22日㊊

志

６月23日㊋
６月24日㊌
６月25日㊍
６月29日㊊
６月30日㊋

※事前に保健福祉センターに申し込みをしてください。
※申し込み多数の場合は、日時変更をお願いすることがあり

ます。
※受診する際は、事前の検温とマスク着用をお願いします。
※大腸がん検診の容器は、上記日程以外でも保健福祉センター

と富来支所で発行します。
※詳しい内容は、５月に送付した健診案内をご覧ください。

集  団  健  診

志  ：志賀町保健福祉センター
富  ：富来活性化センター

《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

介護予防のためのシルバーリハビリ体操
シルバーリハビリ体操とは・・・
　障害学と運動学をもとに考えられたリハビリ体操です。
　道具を使わず、どのような姿勢でもできるので
　「いつでも、どこでも、ひとりでも」できます。
　その一部を紹介します。

○シルバーリハビリ体操の留意点○
　① 呼吸を止めないでゆっくりと。
　② 痛みのある場合は無理せず、気持ちがいい程度で。
　③ 効果が現れなくてもあきらめずに続けること。
　④ 回数は自由です。自分に合った無理のない回数で。

［バランス能力を高める］［ももを上げる力をつける］

肩を水平にし、膝を伸ばし
たままで足を後に上げます。

「1、2、3」で足を上げ、「4」
で下ろします。
左右交互に繰り返します。

片側の太ももをもち上げ、
上から両手で押さえるよう
に力をいれます。
息を吸って、ゆっくり吐き
ながら５秒間力をいれ、楽
にします。
左右交互に繰り返します。

健診受付時間 8:30 ～ 10:30
要予約・申し込み

　　6 月から医療機関で、健康診査（特定健診、後期高齢者健診）
を実施します。

　　医療機関によっては、事前予約が必要な場合があります。
電話で確認してから受診してください。

　　受診する際は、事前の検温とマスク着用をお願いします。

個  別  検  診

転ばないため
の運動




