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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12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 15件 １

負傷者数 18人 １

死 者 数 0人 △１

火 災

建 物 ３件 １

林 野 １件 １

そ の 他 ３件 ３

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：１月31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）

・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

 

有　

料　

広　

告　

欄

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、
金沢市に在住の人は除きます。

○ 調剤薬局事務講習会
　◆ 期　間　１月30日～２月27日の
　　　　　　日曜日に４回
　◆ 時　間　9 :30 ～ 16:00　計20時間

○ ホームページ作成基礎講習会
　◆ 期　間　１月30日～３月13日の
　　　　　　日曜日に７回
　◆ 時　間　9 :30 ～ 15:00　計30時間

  いずれも
　◆ 会　場　母子・父子福祉センター
　　　　　 　（石川県女性センター５階）
　◆ 申込期日　１月14日㊎  必着

　　 （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

問申

 介護予防
公開講座のご案内

　現在 新型コロナウイルス感染症対
策として実践している、新しい働き方・
休み方をこれからも続けていくために
は、計画的な業務運営や休暇の分散化
にも資する年次有給休暇の計画的付与
制度や、労働者のさまざまな事情に応
じた柔軟な働き方・休み方に資する時
間単位の年次有給休暇制度の導入が効
果的です。

問 石川労働局雇用環境・均等室
　☎ 076-265-4429

事業者の皆さまへ
計画的な年次有給休暇取得を

　志賀町民であれば誰でも無料で参加
できます。
　参加ご希望の人は下記まで電話でお
申し込みください。

【内容】
認知症サポーター養成講座

講師：認知症キャラバンメイト

※認知症の病気やその対応の仕方につ
いて学びましょう。

志賀・富来どちらも同じ内容です。

日時 場所

令和４年１月19日㊌
13:30 ～ 15:00

志賀町文化ホール 
小ホール

令和４年２月３日㊍
13:30 ～ 15:00

富来活性化セン
ター 中ホール

　　 健康福祉課内 地域包括支援センター
　 ☎ 32-9132

◆ １月 25 日 ㊋
      8:30 ～ 11:30
◆ みちのえき
          「旬菜館」 前
問 農林水産課  ☎32-9290

チャリティ

きてね～

て ん と 市

　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。

助成制度には、条件などがあります。
詳しくは、下記までお問い合わせくだ
さい。

問申
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志賀町華道協会華
は な

だより

素材 : 
　紅紫壇（べにしたん）
　西王母（せいおうぼ）

 中坪　佳子 【 嵯峨流 】

令和４年度 国有林モニター募集

 ◆ 任　期　令和４年４月１日～令和５年３月31日
 ◆ 目　的　国有林の事業運営などについて、国民の
　　　　　  理解を深めるとともに、意見、要望を聞
　　　　　  き、国有林行政に反映させるため
 ◆ 対　象　石川県内に住み、森林・林業および国有
　　　　　  林に関心のある人
　　　　　　※国会および地方議会の議員、地方公
　　　　　　　共団体の長、常勤の国家公務員、は
　　　　　　　応募できません
 ◆ 申込期限　令和４年２月１日㊋
　　詳しくは

問 近畿中国森林管理局　総務企画部　企画調整課
　 林政推進係  ☎ 06-6881-3412

ゆーりんピック 2021 美術展

○ ゆーりんピック2021美術展　優秀作品展
　　金賞・銀賞 受賞作品の展示

　◆ 期　間　２月４日 ～ ２月6日
　◆ 時　間 　9 :30 ～ 17:00
　◆ 会　場 　石川県立美術館　広坂別館
　　　　　  　　 （石川県立美術館敷地内）

○ ゆーりんピック2021美術展
　　６部門（日本画、洋画、工芸、彫刻、書、写真）の展示

　◆ 期　間　３月４日 ～ ３月６日
　◆ 時　間 　9 :00 ～ 16:00
　◆ 会　場 　しいのき迎賓館１階しいのきプラザ
　　　　　　　　　　　　　  ２階イベントホール
  いずれも 入場料無料

問 ゆーりんピック実行委員会
　（社福）石川県社会福祉協議会 長寿生きがいセンター内
　☎ 076-258-3135　FAX 076-258-3149

近畿中国森林管理局 国有林モニター

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
生資源化を促すなど、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

国民年金前納割引制度（口座振替前納）

　国民年金保険料の納付は口座振替での前納・早割が

便利でお得です！

申し込みはお早めに！

【口座振替の方法】
　①２年前納（４月～翌々年３月分）
　②１年前納（４月～翌年３月分）
　③ 6か月前納（４～９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か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４年度分で、①～③の前納を希望される人は、
「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。締切日は令和４年２月28日㊊です。
④、⑤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

◆持ち物
　年金手帳（基礎年金番号）、預貯金通帳、金融機関へ
の届出印

問 七尾年金事務所　☎ 0767-53-6511
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◆ 勤務条件　勤務時間週38時間45分の範囲内で勤務      
                           原則８:30 ～ 17:15（ただし、所属によっては
　　 　　　　　早出・遅出勤務、休日勤務、２交代夜勤あり）
　　 　　　　⑮の職種は、８:15 ～正午の隔日勤務（週

２～３日)　金曜日のみ、 7:15 ～正午
  ※通勤手当の支給や年次有給休暇、社会保険制度あり
      （一部の職種を除く）
◆ 採用予定　令和４年４月１日
◆ 雇用期間　１年
◆ 申込期間　令和４年１月４日㊋～１月 17 日㊊ ※必着

職　種 人員 応募資格・職務内容

① 看護師 21人程度 看護師免許を有する人

② 看護補助員（ケア担当） 24人程度 患者介助、看護業務補助
（早出・遅出勤務、 休日勤務、希望する人で状況によって２交代夜勤あり）

③ 看護補助員 （書類サポート担当） 4人程度 看護業務補助、物品管理など

④ 医師事務作業補助員 16人程度 医師の指示のもとに行う事務補助
（電子カルテ操作、書類作成、患者呼込みなど）

⑤ 健診室作業補助員 １人程度 電子カルテ操作、書類作成など

⑥ 社会福祉士 １人程度 社会福祉士免許を有する人

⑦ 薬剤科業務補助員 ２人程度 薬剤師の補助、調剤の補助、薬剤管理の補助など

⑧ 中央材料室業務補助員 １人程度 医療器材の洗浄・消毒業務、院内の物品集配送などの運搬業務

⑨ 眼科補助員 ２人程度 視力測定、視野測定など眼科検査、診療補助、事務業務補助

⑩ 臨床検査科業務補助員 ３人程度 臨床検査の補助、検体の運搬など

⑪ 厨房調理業務員 15人程度 病院厨房内での調理など（早出・遅出勤務あり）

⑫ 厨房洗浄業務員 ３人程度 病院厨房内での食器洗浄など（遅出勤務あり）

⑬ 事務補助員（医事管理室） １人程度 外来患者の呼込み、診療録の入出庫作業、消耗品管理など

⑭ 事務補助員【障がい者採用】 １人程度 書類作成・配布、物品管理などの事務補助

⑮ 患者送迎用自動車運転手 ２人程度 普通自動車第一種免許を有する人（患者送迎、駐車場の誘導整理など）

※詳細は、公立羽咋病院ホームページをご覧ください。

◆ 試　　験　２月上旬～中旬予定（受験者に別途案内）

◆ 必要書類　履歴書（市販のもの）、写真（６カ月以内
に撮った写真を履歴書に貼付）、有資格者
は、免許証の写しを添付してください。

公立羽咋病院　会計年度任用職員募集

問 公立羽咋病院 総務課 職員係
　　  ☎ 0767-22-3307
　　  〒925-8502　羽咋市的場町松崎24番地　

申

羽咋病院

　令和３年11月19日に羽咋市・コスモアイル羽咋で県内市町
の農業委員、農地利用最適化推進委員ほか関係者が参集して第
59回石川県農業委員会大会が開催されました。
　永年勤続農業委員等表彰では、稲岡利男農業委員がに石川県
知事感謝状が贈呈されました。
　また、農業政策に関する提案決議では、担い手の育成・確保
対策、農業振興対策、農業委員会の体制強化対策などに取り組
む決議が採択されました。

　第59回　石川県農業委員会大会

感謝状を受け取る稲岡利男農業委員（右）
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～新成人のみなさんへ～
20歳になったら国民年金

【 国民年金のポイント 】
◆ 将来の大きな支えになります
　国民年金は20 歳から60 歳までの人が加入し、保険
料を納める制度です。

　国が責任をもって安定した運営を行うことにより、
年金の給付は生涯にわたって保障されます。

◆ 老後のためだけのものではありません
　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか、
障害年金や遺族年金もあります。障害年金は、病気や
事故で障害が残ったときに受け取れます。また、遺族
年金は加入者が死亡した場合、その加入者により生計
を維持されていた遺族（「子のある配偶者」や「子」）が受
け取れます。

【 「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」 】
◆ 「学生納付特例制度」
　学生の人は、本人の所得が一定額以下の場合、国民
年金保険料の納付が猶予される制度です。

　対象となる学生は、学校教育法に規定する大学、大
学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校
および各種学校（修業年限１年以上である課程）、一部
の海外大学の日本分校に在学する人です。

◆ 「納付猶予制度」
　学生でない50歳未満の人で、本人および配偶者の
所得が一定額以下の場合に国民年金保険料の納付が猶
予される制度です。

問 七尾年金事務所　0767-53-6511
 住民課　32-9121

　国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害が
残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、働い
ている世代みんなで支えようという考えで作られた仕
組みです。

　20歳以上60歳未満の人は加入することが義務付け
られており、20歳になると日本年金機構から国民年
金加入のお知らせが届きます。

日本年金機構のホームページでは、国民年金制度の内
容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなど
をわかりやすく動画でご案内していますので、ぜひご
覧ください。

URL：https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.
html

　家屋の固定資産税は、毎年１月１日現在に建ってい
る建物に課税されます。
　税務課では、町内の新・増築家屋や取り壊し家屋の
把握に努めていますが、適切な課税を行うためにも、
次のようなときは、税務課固定資産税担当まで届け出
をお願いします。

令和３年中に・・・
● 新築・増築をしたとき
　税務課職員が伺い、固定資産税の基礎となる評価額
を算出するため家屋評価を行います。
　評価は、完成後順次行う
予定ですが、入居前に評価
を希望する人は、完成後早
めに連絡してください。
都合の良い日を相談のうえ、
伺います。

● 取り壊しをしたとき
　家屋の一部または全部を取り壊したり、年内に取り
壊す予定のある人は、「家屋滅失届」を提出してくださ
　　　　　　　　　　　　い。取り壊した建物は、翌
　　　　　　　　　　　　年度から固定資産税が課税
　　　　　　　　　　　　されなくなりますが、届け
　　　　　　　　　　　　出がないと課税されてしま
　　　　　　　　　　　　うことがありますので、早
　　　　　　　　　　　　めに連絡してください。
　なお、本届け出は登記とは関係ありませんので、登
記されている家屋の場合は、別途、滅失登記をしてく
ださい。

● 未登記家屋の所有者を変更したとき
　登記されていない家屋の所有者を変更したときは
「未登記家屋の所有者変更届」を提出してください。
　この手続きをしないと、翌年度以降も前の所有者に
課税されてしまいますので、忘れずに届け出をしてく
ださい。
　なお、本届け出は登記とは関係ありません。

問 税務課 固定資産税担当
　 ☎ 32-9141・FAX 32-0288

　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　　　 　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

家屋の新・増築、取り壊しの届け出について

　松田光雄会長のもとで開催され、約100人
の町民ゴルファーが晴天の中、参加しました。
成績は次のとおりです。

優　勝 稲荷　　茂
準優勝 上野　秀典
第３位 坂本　秋男

ベストグロス賞 小網　　潤

志賀町町民ゴルフ大会（11月７日）
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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

無料法律相談
（予約制・先着８人） １月24日㊊ 9:40 ～ 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 １月 27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 >
１月 11 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 >
１月 14 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 １ 月 12 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

福祉・介護の仕事
セミナー＆個別相談 １ 月 27 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

☎ 0767-53-2482
福祉の仕事や資格取得、職場
体験などの相談に応じます。

司法書士  月イチ
休日電話相談会 １ 月９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

自死遺族交流会
（Ｊ交流会） １月８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

介護・もの忘れ相談
役場本庁舎

（自宅に伺うことも
できます・要相談）

健康福祉課
☎ 32-9132

本人や家族からの相談に専門
職が応じます

■ 窓口延長業務　　　問 住民課　☎ 32-9121
日　　時 内　　容

１月８日㊏・15日㊏
　    22日㊏・29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　☎ 32-9121
　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。

産前産後期間の国民年金保険料が免除になります

付加保険料制度について

　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。
　この制度は、国民年金保険料を月額100円程度引き上げることにより、国民年金の被保険者全体によって支えら
れています。
　出産予定日または出産日が属する月の前月から４か月間の国民年金保険料が免除になります。（多胎妊娠の場合
は、出産予定日または出産日の属する月の３か月前から６か月間）
　産前産後期間の免除を受けられた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出は、出産予定日の６か月前からできますので、お早めの届出をお願いします。
※申請用紙は、住民課、富来支所窓口、年金事務所に備え付けてあります。
　日本年金機構のホームページ（https://www.nenkin.go.jp）からも入手できます。

　付加保険料制度は、国民年金の一般保険料に加えて付加保険料（月々 400円）を納めることにより、老齢基礎年
金に付加年金が上乗せされる制度です。
　付加保険料を納めるには、申し込みが必要です。住民課、富来支所総合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。

問 七尾年金事務所　0767-53-6511　住民課　☎32-9121
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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 １月27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
１月11日㊋ 10:30 ～ 11:30

※ 10:00から希望者には
　  計測を行っています

「手形・足型を取ろう！」

１月25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 11日㊋はありません 志

ぷちゆう遊クラブ
（ファーストサイン教室） １月21日㊎

10:30 ～ 11:30
※ 10:00から希望者には
　  計測を行っています

生後８カ月～１歳半ごろ
までのお子さん 事前に保健福祉センターへ

申し込みください
志

遊びの教室 １月17日㊊ 9:30 ～ 11:30 お子さんの発達に不安を感じている人

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

１月13日㊍
１月27日㊍ 10:30 ～ 11:30 やすらぎ荘

志賀健幸教室 健康講話
軽体操

１月12日㊌
１月19日㊌
１月26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

１月14日㊎
１月21日㊎
１月28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 １月７日㊎ 10:00 ～ 10:30 アスクポピア前

オレンジ喫茶
（介護者の集い）

介護家族の交流、
情報交換 １月12日㊌ 13:30 ～ 15:00 旧ＪＡ高浜支店（キャッシュコーナー横）

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
１月27日㊍

令和３年９月生まれ
志

３歳児健診 平成30年６～７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 ～ 13:30
３歳児健診 13:30 ～ 14:30

　※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 １月21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

発熱 などの症状がある人は、
まずは身近な医療機関に
電話で相談してください。

相談する医療機関に
迷う場合は

石川県発熱患者等受診相談センター

☎0120-540-004
　（フリーダイヤル・24時間受付）

関に
い。
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※対象：65 歳以上の人　※アスク、旧 JA志賀高浜支店以外は入館料が必要です

※オレンジ喫茶に参加希望の人は、地域包括支援センターまで連絡してください。

《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　
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休 館 日　１月１日㊏㊗～１月３日㊊（年末年始）
　　　　　１月 10 日㊊㊗・16 日㊐
開館時間　 9:00 ～ 17:30

問 志賀町児童館　☎32-1724

１ /12 水 10:30 ～
       26  水 10:30 ～ １ /15 土 13:30 ～

親子リトミック遊び
季節の曲に合わせて、手遊びや歌を楽しみます♪毎回楽し
い絵本の読み聞かせもあり、親子のリフレッシュの時間に
なりますよ。お気軽に参加し
てください。お父さんの参加
も増えています！
対　象：乳幼児親子
定　員：10組
指　導：松本  有美   先生
※ 事前の予約が必要です

クッキング教室
あま～い児童館スイーツを作りますよ。楽しみに参
加してくださいね！
対　象：小学生
定　員：10名
持ち物：マスク・三角巾・
　　　　エプロン
材料費：100円
指　導：児童館職員
※ 事前の予約が必要です

児童館の楽しい教室やイベント情報が盛りだくさん♪

『『児童館児童館だより』しかチャンネルでだより』しかチャンネルで放送中放送中！！

来館時は、マスクの着用をお願いします。状況によりイベント・教室を中止する場合はしかチャンネルやホームページでお知らせします。

あけましておめでとうございますあけましておめでとうございます

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

今年も児童館では楽しい教室やイベントをたくさん企画します
お気軽にご来館ください　

　
問 児童相談所全国共通ダイヤル　☎１

いちはやく

８９
問 七尾児童相談所　　      ☎ 0767-53-0811
問 志賀町保健福祉センター　    ☎ 32-0339
問 志賀町児童相談　        ☎ 090-8267-4693

志賀町要保護児童対策
地域協議会だより地域協議会だより

　乳幼児期は、心とからだの基礎作りのための大切な時期です。自分を信じる気持ちや思いやり、体力・運
動能力を育てるには、直接的に人とものにかかわることが欠かせません。親も子どももメディア漬けになっ
ていませんか？

～ ５つの提言 ～
 ① 2 歳までのメディアの視聴は控えましょう。
 ② 授乳中、食事中のメディアの視聴はやめましょう。
 ③ すべてのメディアへ接触する総時間を制限することが重要です。
　　１日 2時間までを目安と考えます。
 ④ 子ども部屋にはメディア機器を置かないようにしましょう。
 ⑤ 保護者と子どもでメディアを上手に利用するルールを作りましょう。

※メディア…
テレビ、DVD、電子ゲーム、
ケータイ、スマートフォン、
タブレット端末などの電子映
像メディア機器

参考：「見直しましょうメディア漬け」（一般社団法人　日本小児科医会）より

見直しましょう　メディア漬け見直しましょう　メディア漬け
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