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パーク

町内交通事故・火災発生状況
（令和３年３月１日現在）

令和３年１月からの累計 前年比

交 通

事 故

件 数 ５件 ３

負傷者数 ６人 ３

死 者 数 ０人 ０

火 災

建 物 ０件 ０

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

納税
納期限：４月30日㊎
・固定資産税（１期）
・後期高齢者医療保険料（１期）

 ◆ 末吉の福野 恭行 様より、亡母の
　供養として福祉向上に役立ててと
　　　　　　　　　　　     100,000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

善意の花善意の花

お知らせお知らせ

志賀町土地改良区からの
お知らせ

　令和元年度一般会計および特別会
計の決算書、ならびに配水計画を土
地改良区事務所に掲示しています。
　閲覧希望の人は事務所までお願い
します。
　場　所：志賀町役場 ２階 ８番窓口

　期　間：４月１日㊍～ 30日㊎ 
　　　　　　9:00 ～ 17:00　
                      （土、日、祝日除く）

問  志賀町土地改良区
     　☎ 32-3851
　　FAX 32-4545

令和３年度
固定資産税の納期

納税通知書は４月中旬発送予定です。

※口座振替の人は、納期限に引き落
としとなるので、納税通知書に記
載の口座番号などを確認の上、残
高確認をお願いします。
※既に口座振替を登録している場合
でも、前年中に所有者・納税義務
者の変更があった場合（共有名義
で持分および構成員の変更があっ
た場合を含む）、新たに口座登録
が必要です。
※同封の課税明細書は、再発行でき
ません。大切に保管してください。

問 税務課     ☎ 32-9141

納期限
１期 ４月 30 日㊎
２期 ８月２日㊊
３期 12月27日㊊
４期 ２月 28 日㊊（令和４年）

　４月１日㊍から「福浦灯台」の内部
や、踊り場から見た風景をWebで発
信します。通常立ち入ることの出来
ない場所からの眺望をお楽しみくだ
さい。その他、灯台ペーパークラフ
トの型紙をダウンロードできるペー
ジもあります。(新旧の福浦灯台のも
のもあります→第九管区のページ)

金沢海上保安部のホームページ↓

問 金沢海上保安部
     ☎ 076-267-0511

  　令和３年度志賀町区長会定例総会は、新型コロナウイルス感染防止のため、
  書面表決で議案審議を行いました。選出された役員の皆さんです。

役　職 地区名 区  名 氏　名
会　長 志加浦 町 藤　田　勇　進

副会長 福　浦 福  浦  港 今　本　　　進
土　田 印　   内 辻　口　武　志

会　計 西増穂 酒   　見 安　田　　　朗

監　事 富　来 富来生神 向　　　正　人
堀　松 神   　代 藤　井　正　行

令和３年度　志賀町区長会役員

金沢海上保安部からの
お知らせ

福浦灯台

高齢者肺炎球菌予防接種のご案内

　高齢者肺炎球菌予防接種を実施します。対象の人は、３月末に送付した案内を
読んで、医療機関へ予約してから受診してください。

　新型コロナウイルスワクチンとは異なる予防接種です。
　かかりつけ医と相談して接種してください。

　◆ 期　   間　令和３年４月１日㊍～令和４年３月 31 日㊍
　◆ 対 象 者
　　　・今年度 65、70、75、80、85、90、95、100 歳になる人
　　　・満 60～ 64 歳までの心臓や腎臓、呼吸器など重度障害を有する人
　　　　（身体障害１級程度）
　　※ 高齢者肺炎球菌と新型コロナウイルスワクチンの接種は、どちらを先に
　　受けた場合でも、最初に接種した日から 13 日以上あけてください。

　◆ 費　  用　 2,300 円　（生活保護世帯は無料）

問 志賀町保健福祉センター　☎ 32-0339

ＳＨＩＫＡ     ＴＯＷＮ
ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　ＰＡＲＫ
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心身障害者医療費助成制度
助成方法の変更について

　４月診療分から、心身障害者医療費制度対象のうち、
65 歳以上の人への助成方法が変わります。

◆対象者
　・身体障害者手帳１級～３級
　・療育手帳Ａ・Ｂ
　・精神障害者保健福祉手帳１級
　　（令和２年 10 月診療分から）
◆助成額　医療を受けたときの自己負担分（保険適用分のみ）
◆助成方法の変更点
　65 歳以上の人も窓口無料化になります。
   （65 歳未満の人同様）
　医療機関窓口で「医療費受給者証」を提示してください。
　※対象者には、３月下旬に受給者証を送付しています。
◆注意事項
　・県外の医療機関では利用できません。県外で受診した場

合は、これまで同様、医療機関窓口で支払い後、医療費
の領収書、印鑑、振込先口座の通帳持参の上、役場健康
福祉課、または富来支所で申請手続きが必要です。

　・この制度には所得制限がありますので、毎年更新手
　　続きが必要です。
　・介護保険適用分は助成の対象となりません。

問 健康福祉課 高齢者障害担当　☎ 32-9131

狂犬病の予防注射を受けましょう

　狂犬病予防注射の集合接種を実施します。日程内
であれば、どこの注射会場でも都合のよい日時で、
接種することができます。３月中に郵送された案内
ハガキの裏面の問診票を記入のうえ、必ず持参して
ください。　　　【予防接種料金 ･･･3,500円】
　新しく犬を飼った人は、登録が必要です。注射会
場でも登録手続きができますので、直接会場に来て
ください。　　　【登録手数料金 ･･･3,000円】
※新型コロナウイルス感染防止のため、延期または
中止になることがあります。延期または中止の場合
は、防災行政無線などでお知らせします。

問 環境安全課 生活環境担当　☎ 32-9321

実施日 会　場 時　間

４/11
㊐

笹波集会所前 10:00 ～ 10:10

旧西浦農協支所前 10:20 ～ 10:40

赤崎漁港前 10:50 ～ 11:00

西海高齢者活性化センター前 11:15 ～ 11:30

酒見構造改善センター前 11:40 ～ 11:50

七海会館前 13:15 ～ 13:25

役場富来支所（車庫側） 13:35 ～ 14:45

４/14
㊌

大福寺能登富士ふれあい文化センター駐車場 10:00 ～ 10:10

稲敷クラブ前 10:20 ～ 10:30

東増穂公民館前 10:40 ～ 10:55

旧富来川農協支所前 11:10 ～ 11:20

今田集会所前 11:30 ～ 11:40

熊野多目的集会所前 13:10 ～ 13:20

町居バス停前 13:30 ～ 13:40

熊野交流センター駐車場（旧熊野小学校） 13:50 ～ 14:00

福浦港漁協前 14:15 ～ 14:25

４/15
㊍

土田公民館前 10:00 ～ 10:25

仏木集会所前 10:35 ～ 10:50

上熊野公民館前 11:00 ～ 11:10

米町自転車道路休憩所前 11:20 ～ 11:35

堀松公民館前 11:50 ～ 12:00

末吉集会所前 13:15 ～ 13:25

出雲バス停前 13:35 ～ 13:45

志賀農協加茂支店前 13:55 ～ 14:05

矢駄集会所前 14:15 ～ 14:25

４/18
㊐

赤住公民館前 10:00 ～ 10:10

百浦集会所前 10:20 ～ 10:30

志賀農協志加浦支店前 10:40 ～ 10:55

大島集会所前 11:05 ～ 11:25

甘田集会所前 11:35 ～ 11:45

志賀農協下甘田支店前 13:05 ～ 13:20

志賀農協中甘田支店前 13:30 ～ 13:40

志賀町役場裏車庫前 13:50 ～ 15:00

子宮頸がん予防ワクチンについて

　厚生労働省からの勧告に基づき、志賀町では子宮頸がん予
防ワクチンの接種を積極的には勧めていません。ただし、希
望する人には接種券を発行していますので、申請してくださ
い。無料で受けることができます。
　◆　対 象 者　
　　小学校６年生～高校１年生相当の女子
　　・標準的な接種年齢は中学校１年生相当です。
　◆　接種方法　
　　①　接種を希望する人の保護者は、事前に申請します。ワ

クチン接種の有効性および安全性について、十分理
解した上で接種券を受け取ります。

　　　申 請 場 所：志賀町保健福祉センター・富来支所
　　　持参する物：母子健康手帳
　　②　希望の医療機関に予約をします。
　　③　交付された接種券を医療機関に提示して接種を受けます。

問 志賀町保健福祉センター　☎ 32-0339

 

有　

料　

広　

告　

欄

新型コロナウイルス感染予防対策に
仏木 の 山 守  祐 晴　様から
タオルと石鹸の寄付がありました。

＝ ありがとうございました ＝
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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 ４月 22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 >
４月 12 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 >
４月９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 ４月 14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 ４月 16日㊎ 10:00～ 11:30 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）

福祉・介護の仕事
セミナ＆個別相談

４月 15日㊍
５月 20 日㊍

10:00～ 11:30 ハローワーク
羽咋

石川県福祉の仕事
マッチング

サポートセンター
☎ 076-234-1151

福祉の仕事や資格取得、職場
体験などの相談に応じます

七尾法律相談センター
（予約制・先着５人）

４月１日㊍
４月８日㊍
４月15日㊍
４月22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 ４月 11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

4 月３日㊏
　   10日㊏
　   17日㊏
　   24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

４月14日㊌ 13:30 ～ 15:00 富  来  支  所

４月28日㊌ 13:30 ～ 15:00 役場本庁舎

※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。

■ 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）  ４月10日㊏ ４月１日㊍ ~

４月９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。  

有　

料　

広　

告　

欄

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
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 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 ４月22日㊍ 令和２年12月生まれ
志

１歳６カ月児健診 ４月22日㊍ 令和元年９～ 10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 ～ 14:00

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 ４月22日㊍ 要相談

　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
４月13日㊋ 10:30 ～ 11:30

※ 10:00から希望者には
　  計測を行っています

「音遊び」

４月27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 13日㊋はありません 志

　※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 ４ 月16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 10:00 ～ 11:30

　※対象：65 歳以上の人　志　、アスク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

４月８日㊍
４月22日㊍ 10:30 ～ 11:30 やすらぎ荘

志賀健幸教室 健康講話
軽体操

４月７日㊌
４月14日㊌
４月21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

４月９日㊎
４月16日㊎
４月23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

毎週月曜日 13:30 ～ 14:30 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

シルバーリハビリ体操
体験会

シルバーリハビリ
体操 ４月２日㊎ 10:30 ～ 11:00 アスク

ポピア前

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

《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　

 

有　

料　

広　

告　

欄

問 志賀町保健福祉センター　☎32-0339

成人男性対象の風しん抗体検査
・風しん定期予防接種のご案内

　日本では、2018 年から「風しん」の感
染拡大が続いています。町では流行を防ぐ
ため、無料で「抗体検査」と「予防接種」
を受けられるクーポン券を配布していま
す。まだ受けていない人で検査を希望する
人は、クーポン券を発行しますので、保健
福祉センターまで問い合わせてください。
　クーポン券は健康診断の機会や全国の医
療機関で使用できます。抗体検査の結果、
抗体価が十分でないと判断された場合に予
防接種を受けましょう。

　◆　対象者　
　　昭和 37年 4月 2日
　　～昭和 54年 4月 1日
　　生まれの男性
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