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情     報
パーク

町内交通事故・火災発生状況
（令和３年１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 16件 △12

負傷者数 19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

納税
納期限：２月１日㊊

・町県民税（４期）
・国民健康保険税（７期）
・後期高齢者医療保険料（10期）
・介護保険料（７期）
納期限：３月１日㊊

・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）

社会福祉向上に役立ててほしいと
  ◆ 志賀町婦人加工連絡会 様 より、
  　チャリティーテント市の売上げの一部を
　　　　　　　　　　　　  10,000円
  ◆ 東小室の堂角 直友 様より、
　　　　　　　　　　　     100,000円
  ◆ 大福寺の落合 邦夫 様より、
　 　　　　　　　　　　     120,000円
日本赤十字社石川県支部に
  ◆ 大福寺の落合 邦夫 様より、
　 　　　　　　　　　　     120,000円
ご寄付いただきました

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

お知らせ

国民年金前納割引制度

　国民年金保険料の納付には、口
座振替での前納、早割がお得です。

【口座振替の方法】
 ① ２年前納（４月～翌々年３月分）
 ② １年前納（４月～翌年３月分）
 ③ ６カ月前納
      （４月～９月分、10月～翌年3月分）
 ④ 当月末振替（早割）
 　※本来の納付期限より1カ月早く  
         口座から振替する方法
 ⑤ 翌月末振替
　 ※保険料の割引はありません

　令和３年度分で、①～③を希望す
る人は、「国民年金保険料口座振替
納付（変更）申出書」を提出してくだ
さい。締切日は２月26日㊎です。
　④⑤は、随時受け付けています。

 ◆ 申 込 先
　 口座振替を行う口座のある金融
     機関、年金事務所
 ◆ 必要書類
　 年金手帳（基礎年金番号）、預貯
     金通帳、金融機関の届出印

詳しくは

問 七尾年金事務所 ☎ 0767-53-6511
問 住民課   ☎ 32-9121

付加保険料制度について

　国民年金の一般保険料に加えて
付加保険料（月々 400円）を納める
と、老齢基礎年金に付加年金分が
上乗せされます。
　付加保険料を納めるには、申し
込みが必要です。住民課、富来支
所窓口、または年金事務所で手続
きをしてください。
　ただし、国民年金基金に加入し
ている人は付加保険料を納めるこ
とはできません。

・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

　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。
※18歳以上60歳未満が対象になります。

志賀町で就職した人へ

ふるさと就業促進奨励金

　平成31年４月から産前産後期間
の保険料免除制度が始まりました。
　出産予定日または出産する月の
前月から４カ月間の国民年金保険
料が免除になります。
　申請は、出産予定日の６カ月前
からできますので、お早めの届け
出をお願いします。

※申請書は、住民課、富来支所窓口、
　年金事務所にあります。または、
　日本年金機構のホームページから
　も入手できます。

　　　　　 日本年金機構

七尾年金事務所から

産前産後期間の
国民年金保険料が免除
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志賀町華道協会

華
は な

だより

素材 : 万年青（おもと）

 泉   理紀 【 古流 】

令和３年度
学校給食食材納入希望者の募集

　学校給食共同調理場の令和３年度食材納入希望者の
受け付けを行います。

  ◆ 参加対象　学校給食用食材取扱者および町内食品
  　　　　　　 製造・販売店・農水産物生産者など
  ◆ 申込期間　２月１日㊊～ 26日㊎
   　　　　　　※申請書はホームページから
　　　　　　　   ダウンロードできます
  ◆ 資格期間　
　　令和３年４月１日
　　　～令和４年３月31日

問 志賀町学校給食共同調理場　☎ 32-1298

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 833円 令和２年
10月７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

922円
令和３年
１月10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 922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

870円 令和２年
12月31日

4 石川県百貨店、総合スーパー最低賃金 865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

建設リサイクル
～分けよう建設副産物！～

　建設産業では、建設リサイクル法に基づき、再生資
材として利用できる特定の建設廃棄物（コンクリート塊
やアスファルト塊、木材など）の「分別解体」と「リサイ
クル」を積極的に推進しています。
しかし、一方では依然とし
て建設廃棄物の不法投棄が
見受けられます。
　公共工事に限らず、一般
家屋の解体などの際には、
業者に適正な分別解体・再
資源化を促すなど、町民の
皆さまも、建設リサイクル
の推進にご理解とご協力を
お願いします。

問 まち整備課　☎ 32-9211
問 北陸地方建設副産物対策連絡協議会 事務局
　 ☎ 025-280-8880

ム ジから
できます

４月から子どもの医療費が
窓口で無料になります

　４月診療分から、18歳以下の子どもが石川県内の
医療機関などで受診した際、保険適用分の医療費の窓
口負担が無料になります。
　受給資格者証を提示しない場合など、医療機関窓口
で医療費を支払ったときは、従来どおり役場窓口に領
収書を添えて１年以内に申請してください。
　対象者には３月下旬に「子ども医療費受給資格者証」
を郵送します。詳しくは３月号で案内します。

問 住民課　子ども医療費助成担当　☎ 32-9122
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　志賀町では、農業の担い手への農地の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進などの農地
利用の適正化に取り組むため、志賀町農業委員会を設置しています。
　現在の農業委員、農地利用最適化推進委員の任期が令和３年７月 31 日で満了するため、８月１日からの農業
委員、農地利用最適化推進委員の選任にむけて、その候補者を募集します。

農業委員、農地利用最適化推進委員の募集

令和２年度第４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

１　消　防　車　　　　　　　２　プロボックス

区　分 農業委員 農地利用最適化推進委員
募集人数 13 人 13 人
任　　期 令和 3年 8月 1日～令和 6年 7月 31 日 委嘱の日～令和 6年 7月 31 日

主な業務

１　総会などに出席し、農地の賃貸・売り買いの許
　　可、決定などの判断を行う
　（１） 農地の賃貸、売り買いの許可、決定など
　（２） 遊休農地に対する措置
　（３） 農地転用許可への意見
２　農地利用の最適化に関する指針を作成し、担い
　　手への農地集積などを行う

　担当地区 ( ※ ) で、農業委員と連携して、主に次
の活動に従事する
　（１） 担い手への農地の集積・集約化に向けた活動
　（２） 遊休農地の発生防止・解消に向けた活動
　（３） 新規参入の促進のための活動
　（４） その他、地域の農業振興に向けた活動

応募資格

　農業に関する識見を有し、農地利用の最適化推進
に関する事項、その他農業委員会の掌握する事項に
関して、職務を適切に行うことができる人
（農業委員の構成において、定数の過半数が認定農
業者であることなど条件がある）

　農地などの利用の最適化推進に熱意と識見を有す
る人

両方に応募できますが、兼務することはできません

選任方法 　選考委員会で候補者を選考し、議会の同意を得て、
町長が任命する

　農業委員会が応募書類などを審査、農業経営の状
況などを評価、選考して委嘱する

（※）農地利用最適化推進委員の担当地区と委員数
地区名 推進委員数 地区名 推進委員数

高浜・堀松地区 　１人 中甘田・甘田地区 　１人
志加浦地区 　１人 福浦・熊野地区 　１人
上熊野地区 　１人 富来・稗造地区 　１人
土田地区 　２人 東増穂地区 　１人
加茂地区 　１人 西増穂地区 　１人
下甘田地区 　１人 西海・西浦地区 　１人

　◆ 申  込  先     志賀町役場 農林水産課 農業委員会担当
　◆ 申込方法　専用の申込書を持参、または郵送する。
　　　　　　　 申込書は農林水産課、富来支所窓口にあります。町ホームページからダウンロードもできます。
　◆ 受付期間　令和３年３月１日㊊～３月31日㊌　（土、日、祝日は除きます）　※郵送の場合31日必着
　　　　　　　 窓口受付　8:30 ～ 17:15
問 農林水産課　農業委員会担当　☎ 32-9290

物件番号 品名 型　式 取得年 予定価格（最低売却価格） 備　考
1 車両 いすゞ　消防車　ＫＣ－ＮＫＳ71ＧＲ H８ 　　300,000 円（消費税込） 自動車リサイクル料込
２ 車両 トヨタ　プロボックス　ＵＡ－ＮＣＰ59 Ｇ H15 　　   10,000 円（消費税込） 自動車リサイクル料込

◆入札期間　２月15日㊊～２月19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
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　NHK-BSプレミアムで放送予定の「にっぽん縦断 ここ
ろ旅2021春の旅」。番組では、皆さんのお手紙で旅のルー
トを決定。町内の「忘れられない場所、風景」にまつわる
お手紙を募集します。
　これまで、志賀町では安部屋と大島が紹介されています。

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・生徒が本
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
　（入学式時に配布された名簿・在学証明書など）
　※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

　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３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 保護者の令和２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月分から貸付を開始します。

◆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 保護者の令和２年度納税証明書
⑦ 保護者の令和３年度町県民税（所得・課税）証明書
◆書類提出期限　６月 11日㊎  必着

「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）

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

【 にっぽん縦断 こころ旅】　あなたのこころの風景　お手紙募集

◆ 応募期限　４月５日㊊  必着
◆ 応募内容　住所、氏名、電話番号、性別、年齢、
    　　　　　 思い出の場所、風景にまつわるエピソード
◆ 放送予定（石川県） ５月17日㊊～５月21日㊎
◆ 応募方法　番組ホームページから

【FAXで】　03-3465-1327へ送信
【ハガキ・封筒で】  〒150-8001  ＮＨＫ「こころ旅」係

　　 問 ＮＨＫふれあいセンター　☎ 050-3786-5000
                       　      　       　　　　　☎ 0570-066-066

 こころ旅
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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

無料年金相談
（予約制） ２月 17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 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

<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 12 日㊎

（司法書士：午後のみ）

志賀町文化ホール
２階 21・23
研修室

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 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

こころの健康相談 ２ 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）

七尾法律相談センター
（予約制・先着５人）

２月４日㊍
２月18日㊍
２月25日㊍

13:30～ 16:20 パトリア５階
フォーラム七尾

金沢弁護士会
☎ 076-221-0242
※相談前日 17:00
までに予約必要

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資力基準
に該当すれば無料。(回数制限有)

司法書士  月イチ
休日電話相談会 ２ 月 14 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

■ 窓口延長業務　　　問 住民課　☎32-9121
日　　時 内　　容

２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

■  町長談話室　　   問 総務課　☎32-9311
日　　時 場　所

２月10日㊌ 13:30 ～ 15:00 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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問 ジョブカフェ石川 能登サテライト　☎ 0767-53-7070

　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、個別相談をはじめ、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。

◆ 開催日　２月17日㊌　14:00～ 17:00
◆ 場　所　志賀町文化ホール
　     　　　２階　第23研修室

◆ 対　象　就職や仕事の相談を希望する学生および35歳未満の人
　※再就職を目指す女性、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

※クレサラ相談:クレジット会社・サラリーマン金融業者とのトラブルなどに関する相談

相談
無料ジョブカフェ出張相談
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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

２月４日㊍
２月18日㊍ 10:30 ～ 11:30 やすらぎ荘

志賀健幸教室 健 康 講 話
軽　体　操

２月３日㊌
２月10日㊌
２月17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

２月12日㊎
２月19日㊎
２月26日㊎

10:00 ～ 11:30 と

いきいき
貯筋倶楽部

い き い き
百 歳 体 操

※祝日はお休みです

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

４カ月児健診
２月４日㊍

令和２年10月生まれ
志

１歳６カ月児健診 令和元年７～８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】４カ月児健診 13:00 ～ 13:15
１歳６カ月児健診 13:15 ～ 14:30

《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
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 ２月４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

ゆう遊クラブ
２月９日㊋ 10:30 ～ 11:30

※ 10:00から希望者には
　  計測を行っています

「バランスボール」　※要予約

２月16日㊋ 「おはなしと音楽」 富

げんキッズ広場 毎週火・金曜日 10:00 ～ 12:00 ９日㊋と23日㊋㊗はありません
志

遊びの教室 ２月１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

　※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 ２月19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
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○手指洗いを丁寧にしましょう

○外出時、または会話するときなど、
　マスクを着用しましょう

○３密（密集、密接、密閉）を
    避けましょう

ウイルス感染拡大
を防止しようを防止しよう

感染症に関する感染症に関する
差別や偏見はやめましょう差別や偏見はやめましょう

大大大
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　北陸信越運輸局　石川運輸支局  からのお願い
　３月は、自動車の検査・登録が集中し、窓口が混雑します。名義変更や廃車手続きで、１日3,000件
以上となることがあり、申請処理に半日以上かかることもあります。
　車検は、有効期間が満了する日の1カ月前から受検できますので、比較的空いている２月中旬までの
受検を、また名義変更や廃車手続きは３月上旬までに済ますよう、ご協力お願いします。

【問合わせ先】

登録に関すること
　☎ 050-5540-2045
直接担当者と相談したい人は、音声ガイド案
内中に「037」と押してください

検査に関すること
　☎ 050-5540-2045
直接担当者と相談したい人は、音声ガイド案
内中に「02181」と押してください

電子申請に関すること
　☎ 050-5540-2000

火災・救急・救助は119番！
問 志賀消防署　☎ 32-1776　問 富来分署　☎ 42-1211

～ 電気を正しく安全に使いましょう ～～ 電気を正しく安全に使いましょう ～

 電気ストーブの火災 電気ストーブの火災

火の用心

電気火災にご注意 !
　私たちの快適な暮らしにかかせない電気製品ですが、使用方法を誤ったり、使用環境に
よっては、思いがけない火災を引き起こして尊い人命が奪われてしまいます。電気製品の
安全な取り扱い知識を深め、火災の発生を防ぎましょう !

○ 電気ストーブのまわりは常に整理整頓しておきましょう。
○ 外出や就寝前には必ず電源を切り、プラグを抜いておきましょう。

 コンセントやプラグ、配線の火災 コンセントやプラグ、配線の火災
○ コンセントやプラグは、ホコリなどがたまらないように、
    きれいにしておきましょう。
○ プラグは丁寧に扱いましょう。
○ 傷みや緩みがあるプラグは、使わないようにしましょう。
○ 日常使用していない器具は電源を切り、電源プラグを抜い
    ておくよう心がけましょう。
○ コードを束ねたまま使用しないようにしましょう。
○ たこ足配線をしないようにしましょう。

プラグが深くプラグが深く
ささってますか？ささってますか？

　コンセントや延長コード(テーブルタップ)には、定格容量(許容電流 ※)が決まっています。
　たこ足配線などにより、一度に多くの電気製品を使用し続けると、定格を越えた過電流
が流れ、発熱して出火する恐れがあります。また、コンセントへの差込数が少なくても、
定格を超えると危険です。消費電力や許容電流を確認して、定格容量内で使用しましょう。
※ 一般的には 15Ａ（アンペア）、1500Ｗ（ワット）
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住まいと土地の総合案内所

みらい都志開発 ㈲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羽咋市石野町ニ107（coco壱番屋さん向かい）（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不動産コンサルティングマスター

心の通うまちづくり心の通うまちづくり

洗濯物をストーブで洗濯物をストーブで
乾かしていませんか？乾かしていませんか？
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