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町内交通事故・火災発生状況
（令和２年11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 13件 △11

負傷者数 16人 △14

死 者 数 １人 １

火 災

建 物 ２件 ０

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

今月の納税

納期限：12月25日㊎
・国民健康保険税（６期）
・後期高齢者医療保険料（９期）
・介護保険料（６期）
・固定資産税（３期）

除雪時期が近づいています

◆ 道路にはみ出ている竹や木の枝な
どは、所有者があらかじめ処分し
てください。

◆ 路上駐車はしないでください。

◆ 消防水利（消火栓、防火水槽）の周
辺や除雪機械の入れない狭い道路
は、地元の皆さんの共同作業によ
り除雪してください。

◆ 積雪状況に応じて除雪作業します。
地区によっては除雪機械の運行経
路により、作業が遅れることもあ
りますのでご了承ください。

問 まち整備課　☎32-9211

◆ 高浜町の太川 重雄 様 より、
　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

・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！

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

お知らせお知らせ

ふるさと就業促進奨励金

　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】　　　20 万円！
【Ｉターン者】　　　20 万円！
【新規学卒者】　         10 万円！
※就業の日から１年経過後、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。
※18歳以上60歳未満が対象になります。

　屋外の露出配管や、日陰で風当り
が強い場所の配管はありませんか。
　保温材の取り付けや
点検を行い、凍結に備
えましょう。

【 凍結してしまったら 】
　凍結した水道管に熱湯をかけると、
破裂する場合があり危険です。ぬる
めのお湯でゆっくり解凍しましょう。

【 水道メーターボックスの除雪にご協力を】
　積雪や凍結で検針困難な場合、過
去の実績値をもとに請求後、翌月以
降に過不足を精算する
場合があります。

問まち整備課上下水道室
　☎ 32-9241

医師、歯科医師、
薬剤師の皆様へ

　今年は２年に１度の「現況の届出」
をする年となります。
※現在、その業務に従事していない場合(無
職の場合など)でも対象となります。

　令和２年12月31日現在の状況に
ついて、届出をお願いします。

◆届出期限　令和３年１月15日㊎
問申  石川県能登中部保健福祉センター
　☎ 0767-53-2482

水道管を凍結から
守りましょう
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室

　犬の飼い主は、法の規定により、毎年一回の狂犬病予防
注射が義務付けられています。
　まだ受けていない飼い主は、早めに
動物病院で接種するようお願いします。

問 環境安全課　☎ 32-9321

狂犬病予防注射はお済みですか？
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志賀町華道協会華
は な

だより

素材 : 
　ドウダンツツジ
　秋明菊

 岡 本 とな代 【 池 坊 】

第72回人権週間
12月４日㊎～ 10日㊍

「誰か」のこと　じゃない。
【志賀町での啓発活動】

内容 日時 場所

街頭啓発活動 12 月４日㊎16:15 ～
・ロッキー志賀の郷店
・アスク・Ａコープ

人権相談
（無料）

12 月４日㊎
10:00～ 15:00

・志賀町文化ホール２階
・富来行政センター２階

※人権相談は、総合相談にあわせて開催します。

【人権相談ダイヤル】
法務局職員または人権擁護委員
が相談に応じます。
（相談時間平日８:30 ～ 17:15）
秘密厳守、お気軽にご相談
ください。
  
  ・みんなの人権110番　　      ☎ 0570-003-110
  ・女性の人権ホットライン    ☎ 0570-070-810 
  ・子どもの人権110番　　      ☎ 0120-007-110
  ・外国語人権相談ダイヤル    ☎ 0570-090-911

　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入
が減少した中小事業者などの税負担を軽減するため、
償却資産と事業用家屋に係る令和 3年度分の固定資
産税を軽減します。※土地は対象外です。

　◆ 軽減率：令和 2年 2月から 10 月の間で連続する  
　　　　　　 3 カ月間の事業収入が前年同時期と比べて

　　30％以上 50％未満減少 → ２分の１軽減
　　50％以上減少　　　　  → 全額軽減
　◆ 対　象：中小事業者 ( 法人・個人 ) など
　　　　　・資本金の額または出資金の額が 1億円
　　　　　　以下の法人
　　    　　・資本または出資を有しない法人または　
　　　　　　個人で従業員が 1,000 人以下の事業者
　　　　　　　※大企業の子会社などは対象外
　◆ 申告期限：令和３年２月１日 ( 月 )

　◆ 申告方法：下記①②を税務課資産税担当に提出
　 　① 申告書　認定経営革新等支援機関等の確認を
　　　　　　　  受けたもの
　　　　　　　  （志賀町ホームページで掲載しています）
　 　② 提出書類　認定経営革新等支援機関等に提出
　　　　　　　　  した書類と同じもの ( コピー可 )

※「認定経営革新等支援機関等」とは税理士や会計士
など、国の認定を受けた機関 ( まずはこの機関で確認
を受ける必要があります )
　金融機関以外の認定機関は中小企業庁のホームペー
ジから、金融機関は金融庁のホームページから確認で
きます。

問 申告について ･･･ 税務課　資産税担当　☎ 32-9141
問 制度について ･･･ 中小企業の固定資産税などの軽減相談窓口
　☎ 0570-077322（平日 9:30 ～ 17:00）

令和３年度　償却資産・事業用家屋
固定資産税の軽減措置について

令和２年度第３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。参加
できる人は町内に住所を有する個人または法人に限ります。詳しくは企画財政課までお問い合わせください。   　

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　カローラフィールダー
ＤＢＡ－ＮＺＥ１４４Ｇ

H19
10,000 円
（消費税込）

自動車リサイクル料込

◆入札期間　12月14日㊊～ 12月18日㊎　8:30～ 17:15
◆入札場所　志賀町役場 企画財政課

問 企画財政課　☎ 32-9331
カローラフィールダー

人権啓発キャッチコピー
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高齢者世帯などの除雪作業を支援します

　自力での除雪が困難な世帯の除雪を支援します。

　　　　　①  65 歳以上の高齢者のみの世帯
　　　　　②  母子世帯
　　　　　③  障がい者世帯など
　※近隣に除雪支援できる親族などがいる場合を除く

◆費用　500円（１回）　
　※生活保護世帯、町民税非課税世帯は免除

　除雪の範囲は、居住のために使用している人家の
住居敷地内で、玄関先から公道までの日常生活を営
む上で必要不可欠な通行が確保できる範囲です。

利用の際は、事前登録が必要です。

 　　健康福祉課　☎ 32-9131
 　　志賀町社会福祉協議会　☎ 42-2545
 　　各地区民生委員・児童委員

対象
世帯

問申

問申

問申

 肝臓に関する講演会

　ウイルス性肝炎（B型・C型）に関する講演会と個別相
談会を開催します。お気軽に参加してください。

◆ 日　時　令和３年１月13日㊌
　13:45~（受付13:15 ～）

◆ 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
◆ 内　容　
　○初回精密検査費用、定期検査費用助成の紹介
　　（13:45 ～ 14:00）
　○講演会（14:00 ～ 15:00）
　　「知っておきたい肝臓のはなし
　　　～ウイルス肝炎の治療について～（仮題）」
　　講師　恵寿総合病院
　　　　　内科科長　守護 晴彦  先生

　○個別相談（15:00～ 16:00）　要予約、先着受付
　　　希望する人には、医師による個別相談を受け
付けします。検査データやお薬手帳などを持っ
ている人は持参してください。

問 石川県能登中部保健福祉センター健康推進課
　 ☎ 0767-53-2482

宝くじコミュニティ助成金
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　宝くじ助成金は、地域のコミュニティ
活動の充実・強化を図ることにより、地
域社会の健全な発展と住民福祉の向上に
寄与するため、宝くじの受託事業収入を
財源として、交付されるものです。

【志賀町神代区】
　獅子舞および御輿備品を購入しました。
　区では、地区住民が
楽しみにしている伝統
ある祭りを持続し、祭
事の保存継承と住民融
和のために役立てたい
と考えています。

【末吉区】
　子どもの広場に遊具を設置しました。
　区では、親子のふれ
あい、子どもたちの体
力づくり、仲間づくり、
区内のコミュニティ活
動推進に役立てたいと
考えています。

問 企画財政課　☎ 32-9331  

　生活習慣病は初期症状が出にくいため、放置すれば
重症化への道筋をたどることがあります。健診しか早
期発見はできません。健診結果を放置せず、健診結果
から自分の体を知り、予防につなげることが大事です。
　そこで、石川県では自分の健診データを科学的・医
学的に理解し学べるツールをホームページで公開して
おりますので、ぜひご活用ください。

問 石川県健康福祉部健康推進課
　☎  076-225-1437

健診結果を知
し

って得
とく

する 
健診データしっとくナビを活用しましょう！

インターネットで
 しっとくナビ　 で検索するか、
右のＱＲコードからアクセス
できます
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相談 ・ お知らせ

相 談 内 容 日　　時 場所・応対先 問い合わせ先 備　考

ひとり親家庭相談
相談員：自立支援員 12 月 24 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

<富来地域 >
12 月４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 >
12 月４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 12 月９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 12 月 18 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）

司法書士  月イチ
休日電話相談会 12 月 13 日㊐ 13:00～ 16:00 当日専用ダイヤル

☎ 076-292-1088
石川県司法書士会
☎ 076-291-7070

新型コロナウイルスに起因す
る法律問題について相談

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）  12月５日㊏ 11月25日㊌ ~

12月４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

※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

12月５日㊏・12日㊏
　  ・19日㊏・26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
　今月は他の公務により開催できませんので、ご了承ください。

　就職支援のプロフェッショナル、キャリアコンサルタントが、個別相談を始め、応募書類の書き方、
面接対策など一人一人にあったサービスや情報を提供します。お気軽にお立ち寄りください。

開催市町 開催日 開催時間 場　所

志賀町 １月 13 日㊌ 9:30 ～ 12:30 志賀町文化ホール　２階　第 23研修室２月 17 日㊌ 14:00 ～ 17:00

中能登町
１月 13 日㊌ 14:00 ～ 17:00

中能登町社会福祉センター　２階　和室
２月 17 日㊌ 9:30 ～ 12:30

羽咋市
１月 27 日㊌ 9:30 ～ 12:30

羽咋市役所　１階　101 会議室
２月 26 日㊎ 14:00 ～ 17:00

宝達志水町
１月 27 日㊌ 14:00 ～ 17:00

さくらドーム 21　２階　第２会議室
２月 26 日㊎  9:30 ～ 12:30

対象：就職や仕事の相談を希望する学生及び 35 歳未満の人
再就職を目指す女性およびコロナウイルスで雇い止めの人は年齢制限がありません

問 ジョブカフェ石川 能登サテライト　☎ 0767-53-7070

ジョブカフェ出張相談

JOB
CAFE

相談無料
、
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　※対象：65 歳以上の人　志　以外は入館料が必要です
教室名 内　容 実施日 時　間 場　所

ほがらか教室 ストレッチ
筋力強化運動

12月10日㊍
12月24日㊍ 10:30 ～ 11:30 やすらぎ荘

志賀健幸教室 健康講話
軽体操

12月２日㊌
12月９日㊌
12月16日㊌

10:00 ～ 11:30 シルバーハウス

ニコニコ教室 ストレッチ
筋力強化運動

12月11日㊎
12月18日㊎
12月25日㊎

10:00 ～ 11:30 と

いきいき
貯筋倶楽部

いきいき
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

介　護・
もの忘れ相談

本人やご家族からの
相談に専門職が応じ
ます（要予約）

毎週水曜日 時間と場所はご相談に応じます。
（自宅に伺うこともできます）

問 地域包括支援センター　☎32-9132介護予防介護予防

 志賀町保健福祉センター　☎32-0339問申

※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､ マスクを着用して来てください。発熱症状がある場合は控えてください。

健康カレンダー　掲示板

乳幼児健康診査乳幼児健康診査
内　容 実施日 対　象 場所

１歳６カ月児健診 12月10日㊍ 令和元年５～６月生まれ
志

４カ月児健診 12月24日㊍ 令和２年８月生まれ

※詳細は「健診案内」( 個別に送付 ) をご覧ください。

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

《実施会場》

志：志賀町保健福祉センター　富：富来保健福祉センター
活：富来活性化センター　　　と：とぎ地域福祉センター

すくすく子育てすくすく子育て
内　容 実施日 時　間 対　象 備　考 場所

すくすく
子育て相談

12月10日㊍
15:00 ～ 15:30

乳幼児のお子さんと
お母さんどなたでも

事前に相談内容を連絡してください
志12月24日㊍

ゆう遊クラブ
12月８日㊋ 10:30 ～ 11:30

※ 10:00から希望者には計
測を行っています

「リズムヨガ」

12月22日㊋ 「足型、手型をとろう」 富

げんキッズ広場 毎週火・金曜日 10:00 ～ 12:00 ８日㊋はありません
志

遊びの教室 12月７日㊊ 9:30 ～ 11:30 お子さんの発達に不安を感じている人 事前に保健福祉センターへ申し込みください

女性がん検診女性がん検診

内　容 検診期間 対象者 費　用

子宮頸がん検診
（子宮頸部細胞診） 12月末まで

※事前に保健福祉セ
ンターに申し込みが
必要です

20歳以上（平成13年３月31日以前生まれ） 1,000円

21歳　（平成11年４月２日～平成12年４月１日生まれ） 無料 ク－ポン券を提示してください

乳がん検診
（マンモグラフィ
～乳房X線検査）

40歳以上（昭和56年3月31日以前生まれ） 1,000円

41歳　（昭和54年４月２日～昭和55年４月１日生まれ） 無料 ク－ポン券を提示してください

医療機関には事前に予約・確認して受診してください。

　※事前に予約、連絡が必要です。

健 康 相 談健 康 相 談

内　容 実施日 備　考 場所

いきいき健康相談 毎週金曜日 健診結果、血液検査結果持参
志

こころの健康相談 12月18日㊎ １週間前までに予約してください

【開催時間】いきいき健康相談 10:00 ～ 11:30
こころの健康相談 13:00 ～ 14:00

内　容 実施日 時　間 対　象 備　　考 場所

緑内障検診
（眼底・眼圧検査）

12月４日㊎
14:00～ 16:00 令和３年３月末までに50、55、60、65、70歳になる人

費用 500 円。事前に保健福祉センターに申し込
みが必要です。対象者は個別通知をご覧ください。

活

12月17日㊍ 志

緑内障検緑内障検診診

買物ついでにリフレッシュ！
　志賀町シルバーリハビリ体操３級指導士が
　実演、指導します

　◆日　時　12 月４日㊎　10:30 ～ 11:00
　◆場　所　富来アスク店内　ポピア前フロア

○ 同日、同会場で 11:00 ～ 12:00
　「介護・もの忘れ相談会」を開催します。

問 地域包括支援センター　☎32-9132

知る・リハ体操 体験無料・申込不要
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火災・救急・救助は 119 番！
問志賀消防署　☎ 32-1776　問富来分署　☎ 42-1211

体育施設備品の紹介
　志賀町では、独立行政法人日本スポーツ振興センターによるスポーツ振興くじ (toto) 助成金を活用し、
志賀町総合体育館移動式バスケットゴール設置事業を行いました。事業の詳細は以下の通りです。

事　業　名　志賀町総合体育館移動式バスケットゴール設置事業
完　成　日　令和２年 10月 27日
事　業　費　9,405,000 円
助成交付予定額　4,800,000 円

令和２年度スポーツ振興くじ助成金を
受けて設置しました

　10月27日（火）、金沢武
サムライズ

士団の
中島卓也選手（右）と高橋浩平選手
（左）が志賀町総合体育館を訪れ、
シュートの試し打ちを行いました。
「これからはダンクシュートを気
兼ねなく打てる」と好評。
　金沢武

サムライズ

士団の試合は、令和３年
２月13日（土）、14日（日）志賀町
総合体育館で開催を予定してい
ます。試合詳細については金沢
武
サムライズ

士団（☎ 076-256-0744）まで問い
合わせてください。

ストーブ火災に注意！
　気温が下がり、ストーブを使用する 12月から３月までの期間は、ストーブによる
火災が多く発生します。ストーブの周りや使用方法を再確認しましょう。

● ストーブの周りには、物を置かない　　● 給油するときは、必ず火を消す
● ストーブの上で洗濯物を干したり、近くで乾かさない　　● つけたまま寝ない、外出しない

ヒートショックとは…
　温かい部屋から寒い脱衣所・浴室、
お風呂へと移動した場合の 急激な温
度変化 により、血圧が大きく変動す
ることが原因で、体に変化が起きるこ
とを言います。このヒートショックに
よって、脳卒中や心筋梗塞、浴槽内で
意識を失うことによる溺水など、重大
な救急事故につながる危険があります。

精神安定剤、睡眠薬などの
服用後の入浴は危険ですの
で注意しましょう

湯の温度は41度以下、
つかる時間は10分まで
を目安にしましょう

入浴する前に同居者
に一声かけましょう

ＳＴＯＰ！ ヒートショックＳＴＯＰ！ ヒートショック
急な温度差は、血圧が変動して危険です！！

浴槽から急に
立ち上がらないよう
にしましょう

食後すぐの入浴、アルコール
が抜けていない状態での入浴
はやめましょう

入浴前に脱衣所や
浴室を温めましょう




