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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10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 13件 △10

負傷者数 16人 △13

死 者 数 １人 １

火 災

建 物 １件 △１

林 野 ０件 ０

そ の 他 ０件 △４

負傷者数 ０人 △１

火災などの問い合わせは…☎22-2999

お知らせお知らせ

◆ 舘の木戸 春子 様 より、
　福祉向上に役立ててと　100,000円

◆ 日本赤十字社石川県支部にご加入
　いただきました

　中畑　久子 様 （鹿頭） 特別社員

　坂本　英人 様 （西海風無） 特別社員

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

11月30日（いいみらい）
は「年金の日」です

　厚生労働省では、高齢期の生活
設計を考える日として、11月30
日を「年金の日」としました。
　「ねんきん定期便」や「ねんきん
ネット」で、年金記録と年金受給
見込額を確認し、未来の生活設計
について考えてみましょう。

　問 七尾年金事務所
   　☎ 0767-53-6511

　12月１日は「世界エイズデー」です。
　エイズは、HIV（ヒト免疫不全ウ
イルス）に感染して起こる病気です。
身近な問題であり、決して他人事で
はありません。
　早期発見、早期治療で進行を抑え
ることができますので、感染に不安
のある人は検査を受けましょう。

※検査は、要予約、匿名、無料です。
検査結果は、１週間後以降に来所で
お伝えします。
■ 石川県能登中部保健福祉センター
     ☎ 0767-53-2482
　毎週月曜日　9:00～ 11:30
　（要予約）
　※ 第１月曜日は、約１時間で結果
　　がわかる即日検査
　※ 第２月曜日は、19:00まで検査
　　が受けられます
■ 羽咋地域センター
     ☎ 22-1170
　毎月第２月曜日　9:00～ 11:30
　（要予約）

ＨＩＶ検査のご案内

テイクアウト広場 in のと里山空港

◆ 日　時　11月７日㊏～８日㊐
　　　　　　10:30～ 14:00
◆ 場　所　芝生広場
　能登丼事業協同組合、道の駅その
他の店舗が集まり、弁当やお土産セッ
トなどの持ち帰り商品を販売します。

のっぴーグラスづくり
  ～アマビエのっぴーと12種類の絵柄

◆ 日　時　11月８日㊐ 10:00 ～ 12:00
　　　　　　　　　　　    13:00～15:00
◆ 場　所　４階　講義室
◆ 参加費　無料　(限定50個)
　　　　　一家族１個程度
             　 (子ども連れの場合子どもの数)
　※ 参加の事前予約ができます。
　　 電話で申し込んでください。

おらが故郷　お国自慢

◆ 出　演　土田紋六太鼓
◆ 日　時　11月22日㊐  14:00 ～
◆ 場　所　２階・出発ロビー
◆ 協　力　志賀町　

　全てのイベントで、参加者の検温を
行っています。
　各自マスク着用のうえ、
参加してください。

 問 のと里山空港  ☎ 0768-26-2303

催し物催し物
のと里山空港イベント案内

今月の納税

納期限：11月２日㊊
・町県民税（３期）

・国民健康保険税（４期）

・後期高齢者医療保険料（７期）

・介護保険料（４期）

納期限：11月30日㊊
・国民健康保険税（５期）

・後期高齢者医療保険料（８期）

・介護保険料（５期）

いしかわパープルリボンキャンペーン
「女性に対する暴力をなくす運動」

　夫、パートナーからの暴力やストー
カーなど、女性に対する暴力は、一
人で苦しまずに相談しましょう。

■ パープルサポートいしかわ
     ♯8891　はやくワン（ストップ）
■ 石川県女性相談支援センター
     ♯8008　はれれば
■ 生涯学習課     
　☎ 32-9350

　「女性に対する暴力をなくす運動」
期間中（11月12日㊍～ 25日㊌）、金
沢地方法務局および石川県人権擁護
委員連合会では、「全国一斉『女性の
人権ホットライン』強化週間」を実施
します。（相談無料、秘密厳守）

◆日　　時　11月12日㊍～ 18日㊌
◆受付時間　平　日 ８:30 ～ 19:00
　　　　　　土・日 10:00 ～ 17:00
◆相談担当者　法務局職員
                                人権擁護委員

◆電話番号　0570-070-810
（平日は金沢地方法務局､  土・日は
名古屋法務局につながります）
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年金生活者支援給付金制度について

　年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や、
その他の所得額が、一定基準額以下の年金受給者の生
活を支援するために、年金に上乗せして支給されるも
のです。受け取りには請求書の提出が必要です。
【 対象となる人】
   ■ 老齢基礎年金を受給しており、次の要件を全て満
たしている人

　　・65歳以上
　　・世帯員全員の市町村民税が非課税
　　・年金収入額とその他所得額の合計が879,900円以下
   ■ 障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人で､
前年の所得額が約462万円以下の人

【 請求手続き】
   ① 新たに年金生活者支援給付金を受け取る人
　　　対象の人には、日本年金機構から通知が届きま
すので、同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）
に必要事項を記入し提出してください。令和３年
２月１日までに請求手続が完了すると、 令和２年
８月分まで、さかのぼって受け取ることができます。

   ② 年金を受給し始める人
　　　年金の請求手続きと併せて、年金事務所または
住民課で請求手続きをしてください。

［注意］
　日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機
関の口座番号・暗証番号を聞いたり、手数料などの金銭を求
めることはありません。

年金生活者支援給付金の請求で困ったときは、
『ねんきんダイヤル』 0570-05-1165（ナビダイヤル）

　日本年金機構から、「社会保険料(国民年金保険料)
控除証明書」が、保険料を納入した人あてに送付され
ます。届いたら、大切に保管し、年末調整や確定申告
の際に使用してください。

　○ 11月上旬発送予定
　　・・・令和２年１月１日から９月30日の間に
　　　　　国民年金保険料を納めた人
　○ 令和３年２月上旬発送予定
　　・・・10月１日から12月31日の間に国民年金
　　　　　保険料を納めた人
　※自分の保険料だけではなく、家族（配偶者や子ども
　　　など）の負担すべき国民年金保険料を支払ってい
　　る場合、その保険料も合わせて控除が受けられ
　　ます。

詳しくは・・・
問 年金加入者ダイヤル  ☎ 0570-003-004
問 七尾年金事務所  ☎ 0767-53-6511
問 志賀町住民課  ☎ 32-9121

 国民年金保険料は全額が
社会保険料控除の対象です

七尾税務署からのお知らせ

【 税を考える週間　小中学生作品展示 】

今回のテーマは、「くらしを支える税」 です。

　◆ 期　間　11月11日㊌～ 17日㊋
　◆ 会　場　志賀町文化ホール　
　　　　　　 富来支所 町民ホール（土日休み）

【 年末調整説明会の中止について 】
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止を考慮し、年
末調整説明会は中止します。なお、年末調整に関する
各種情報については、国税庁ホームページで特集ペー
ジを開設しているほか、動画をインターネット番組で
掲載していますのでご覧ください。

【 新型コロナウイルス感染症の影響で、国税の納付が困難な人へ 】
　特例猶予を受ける場合は、納期限までに申請が必要
です。お早めに「金沢国税局猶予相談センター」へ電話
でご相談ください。

　　金沢国税局猶予相談センター
　　 ☎ 0120-948-364（フリーダイヤル）
    　  8:30 ～ 17:00（土日祝日を除く）

国税庁ホームページ
　「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な
方へ」 動画共有サイト（YouTube）の「猶予申請書の作成方
法」も参考にしてください。

　　　　　　　国税庁ホームページ

問七尾税務署  ☎ 0767-52-3381

　令和２年中に国民健康保険税を納めた納税義務者
に、「確定申告用納付済証明書」を送付します。
　■ 確定申告用納付済証明書
　　令和３年1月下旬（予定）に送付します。
　　国民健康保険税を納めた人が、確定申告、町県民
　　税申告の際に利用するための証明書です。
   ※ 送付前に、納付済額を確認したい、年末調整に利用した

いときは、税務課または富来支所で申請すると「納付証
明書」を発行します。

　■申請に必要なもの
　　① 世帯主または同一世帯の人が申請する場合
　　　 本人確認書類（運転免許証・マイナンバーカー
　　 ドなど） ・保険証・納税通知書のいずれか
　　② 別世帯（勤務先・会計事務所など）の人が申請する場合
　　　　世帯主の委任状のほかに、依頼を受けた人の
　　　本人確認書類
   ※ 窓口で「納付証明書」の発行を受けた場合、「確定申告用

納付済証明書」は送付されません。
   ※ 年金天引きによる納付分は含まれていませんので、「公

的年金源泉徴収票」などでご確認してください。

問 税務課　☎ 32-9142

 国民健康保険税の納付済証明書
を送付します
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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

無料法律相談
（予約制・先着８人） 11月30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：住民課または支所

ひとり親家庭相談
相談員：自立支援員 11 月 26 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

無料年金相談
（予約制） 11 月 18 日㊌

10:00～ 12:00
13:00～ 16:00

富来支所 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

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

<富来地域 >
11 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 >
11 月 13 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 11 月 11 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

こころの健康相談 11 月 20 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）

自死遺族交流会
（Ｊ交流会） 11 月７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

■ 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 日　　時 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）  11月７日㊏ 10月28日㊌ ~

11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

古着リフォーム教室
（予約制・定員20人）  11月14日㊏ 11月４日㊌ ~

11月13日㊎ 原田 洋子さん ごみを出さない工夫と布の有効利用を学びます
参加費：700 円、持ち物：布 1枚、裁縫道具

※都合により行われない場合があります。

■ 窓口延長業務　　　問 住民課　☎ 32-9121
日　　時 内　　容

11月７日㊏・14日㊏
　  ・21日㊏・28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

■  町長談話室　　   問総務課　☎ 32-9311
日　　時 場　所

11月４日㊌
13:30 ～ 15:00

役場本庁舎

11月18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。

  多重債務者無料相談会
　日　　時：  11 月 17 日 ㊋　13:30 ～ 16:30
　場　　所：  志賀町役場　本庁舎１階  相談室
　相談時間：  １人 30 分
　先　　着：  ６人
　　弁護士が多重債務相談に応じます。
　　消費者は 11 月 13 日㊎まで
　　事業者は 11 月 11 日㊌まで　に商工観光課へ
　　電話予約してください。

　［ 相談の際に持参すると良いもの ］
 　・借入や返済に関する書類 (契約書、利用明細、督促状など )
 　・債務一覧表 (業者別に借入日、元本額、利率などをまとめたもの )
 　・月々の収入、支出額が分かるもの (給与明細、預金通帳など )

　          商工観光課　☎ 32-9341問申

予約制
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９月　September
　16日　長田の萬燈祭　　　　　　　　◇ 今月号13頁掲載
　16日　アゼルバイジャン応援動画のコーラス練習が始まる
　19日　「くまの地域づくり協議会」が熊野地区の薬草分

布調査を始める
　21日　第13回県新人学童野球選手権大会能登ブロック

予選大会で志賀学童野球クラブ優勝
　22日　富来増穂浦に絶滅危惧の渡り鳥「ヘラシギ」が飛

来する　　　　　　　　　　　◇今月号13頁掲載
　24日　志賀町優良特産品、新たに４品認定　
　25日　志賀高校総合学科の３年生21人が、高齢者向け

に考案した「みんなでやらんけ！志賀人体操」 普
及のための動画製作を始める

　25日　富来小学校５年生25人が稲刈り体験
　26日　西海地区住宅街にシカが現れる
　26日　岸壁の母の石碑、新聞で紹介される
　◇　８月に赤崎の古民家から約80年前発売当時の　　
　　　接着剤「セメダインＣ」が見つかる
　　　… ９月17日朝刊掲載

10月　October
　１日　志賀町功労者５人発表　　　◇今月号４～５頁掲載
　１日　指定ごみ袋２種類導入
　１日　富来俳壇で観月句会開催
　３日　富来出身バンドHORIZICがラストライブを
　　　　梅田Zeelaで開催
　７日　アゼルバイジャン応援動画を収録、コーラスグ
　　　　ループがアゼルバイジャン国歌を歌う
　　　　… NHK、テレビ金沢でもニュース放映
　９日　富来中学校１年生、２年生が校外学習で、郷土民
　　　　俗、文化を学ぶ　　　　　　　◇今月号13頁掲載
　10日　赤崎地区でプチ花火大会開催65発打ち上げ
　調査期間:令和２年９月15日～ 10月15日
　◇広報しか掲載号と掲載頁

志賀町華道協会華
は な

だより

素材 : 
　楓 
　カサブランカ
　リンドウ
　小菊

 大 島 友 子 【 嵯峨御流 】

【 自衛官候補生 （ 男子・女子 ） 】　
　◆ 応募資格　18歳以上33歳未満の男女
　◆ 試  験  日　11月21日㊏（予定）
　◆ 試験会場　金沢市内
　◆ 受付期間　試験予定日の３日前まで
　※自衛官候補生の採用試験は、年間を通じて行って
　　います。

【 陸上自衛隊高等工科学校生徒 （男子）】　
　◆ 応募資格　15歳以上17歳未満の男子
　　　　　　　 中学校卒業者（見込みを含む）
　◆ 試  験  日     １次試験　令和３年１月23日㊏
　 　                      ２次試験　令和３年２月４日㊍
                                                       ～２月７日㊐ 間の１日
　◆ 試験会場　  石川県内
　◆ 受付期間　  11月１日㊐～令和３年１月６日㊌
詳しくは
問 自衛隊石川地方協力本部　七尾出張所
　  ☎ 0767-53-1691  9:00 ～ 17:45（土、日、祝日は休み）

 自衛官候補生 ( 男子・女子 )、
陸上自衛隊高等工科学校生徒の募集

「クリンクルはくい」の利用について

　「クリンクルはくい」に、「産業廃棄物」は持ち込み出
来ません。また、持ち込み可能な「一般廃棄物」でも、
「事務系廃棄物」と「家庭系廃棄物」とでは、料金体系が
異なりますので、正しく申請してください。
　ご理解、ご協力お願いします。

　  廃棄物  　　産業廃棄物

　  　　　  　　一般廃棄物　　　 事業系一般廃棄物

　　　　　　　　　　　　　　　 家庭系一般廃棄物
   【産業廃棄物】
　  事業活動から生じたごみで、木材くず、金属くず、がれき類
　など、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物

   【一般廃棄物】
　  産業廃棄物以外の廃棄物
　   ・事業系一般廃棄物
　　  事業活動から生じたごみで、産業廃棄物以外の廃棄物

　   ・家庭系一般廃棄物
　  　日常の家庭生活から出たごみ

問 羽咋郡市広域圏事務組合
     リサイクルセンター　クリンクルはくい
      ☎ 27-1153

→ 持ち込み不可

持ち込み可能

ホライジックからメッセージホライジックからメッセージ

たかぼー（ボーカル）
今までHORIZIC を応援していただきありがとうございまし
た。これからは音楽以外でも 1 人の人間として能登を盛り上
げていけたらなと思っています。形はどうであれ、これから
もよろしくお願いします !

なお（ギター）
本当にお世話になりました ! 最高のHORIZIC 人生でした !
ありがとうございました !

よっち（ベース）
皆さんありがとうございました。僕はこれからもベースを続けて
いくので、どこかで会うことがあれば、またよろしくお願いします。

あ～ちゃん（ドラムス）
第二の故郷富来 ほんとにありがとう ! また遊びに行きます

広報しか
2020.11

17




