
　新型コロナワクチンは、高い予防効果がある一方で、時間経過に伴いワクチンの有効性
が徐々に低下していくことが示唆されています。このため、感染拡大防止および重症化予
防の観点から追加接種を行うこととなりました。

◆ 接種期間　令和４年１月31日㊊まで

　志賀町では、令和４年１月下旬から医療従事者等への接種を開始し、その後２月から高齢者施設入所者と従事
者、３月から高齢者の順で３回目接種を行う予定としています。接種会場や予約方法等に関する詳細については、
順次個別に案内しますのでお待ちください。

　10月から実施している高齢者インフルエンザ予防接種について、インフルエンザワクチンの供給が追い
付かない状況にあることから、下記のとおり接種期間を延長します。
　なお、接種を希望される場合は、接種を希望する医療機関へ必ず予約をしてから受診くださいますよう
お願いします。

追加（３回目）接種について

初回（１、２回目）接種について

※対象者は、９月下旬に案内通知したＳ 31.12.20 生まれまでの方です。
※接種期間は延長しますが、ワクチン効果の有効期間がありますので、なるべく早めの
　接種をお勧めします。

問 保健福祉センター  ☎ 32-0339

高齢者インフルエンザ予防接種の期間延長のご案内高齢者インフルエンザ予防接種の期間延長のご案内

◉対象者
　２回目の接種を終了した日から８か月以上経過した
18歳以上の人
◉接種券
　接種券は、８か月経過する頃に自宅に郵送する予定です。
　※志賀町に転入する前に２回接種した人、海外で接種

した人、製薬メーカーの治験で接種した人などは、
接種履歴が志賀町にないため、接種券が発行され
ません。接種券の発行を希望する人は、保健福祉
センターまでお問い合わせください。

　※転出者については、転出先の自治体にお問い合わせ
ください。

◉接種費用　無料です
◉接種回数　１回です
　※１、２回目で使用したワクチンの種類に関わらず、

追加接種を受けることができます。
　　ワクチンの供給状況によっては、1、2回目とは異

なるワクチンを接種する可能性もあります。

◉使用するワクチンについて
　追加接種に使用するワクチンは、初回接種（１，２回目）
に用いたワクチンの種類に関わらず、mRNAワクチン
（ファイザー社のワクチンまたは武田/モデルナ社のワク
チン）を用いることが適当であるとされています。
◉交互接種について
　１、２回目接種で使用したワクチンと異なるワクチン
を使用することを交互接種と言います。交互接種のワク
チンの有効性（抗体価の上昇）は良好です。また、副反応
に関しては、1、2回目接種で報告されたものと同程度で
あり、同じワクチンを３回接種する場合と差が無かった
と報告されています。ただし、10代及び20代の男性につ
いては、ファイザー社のワクチンに比べて、武田/モデル
ナ社のワクチン接種後の心筋
炎や心膜炎が疑われる報告頻
度が明らかに高いことから、
ファイザー社のワクチンの
接種も選択できます。

　これまでに接種していない方の１、２回目接種についても１月から接種することができます。
　１、２回目接種は、12歳以上を対象に行っております。接種を希望する人は、志賀クリニック（☎32-5307）
に直接予約して接種を受けてください。（接種会場は保健福祉センター）
　２回目の接種日は、１回目接種後、３週間後となります。両日とも接種できる日程であることをお確かめいた
だき、1回目のみ予約を行ってください。

接種会場 予 約 先 対 象 者 日　　時

保健福祉センター ☎ 32-5307
( 志賀クリニック） 12歳以上 1回目　１月　８日土

2 回目　１月 29日土

新型コロナウイルスワクチン接種について新型コロナウイルスワクチン接種について
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・組合員が亡くなられた場合
・住所を変更した場合
・農地を売買、贈与、交換、相続、相続放棄、耕作
の移動等を行った場合（耕作の移動は、利用権を
設定している農地を対象とする）

・農地を、宅地や駐車場・資材置き場等に変更した場合
・公共事業等（道路・公園など）で農地が用地買収され
た場合
　農地を転用する際、転用決済金がかかる区域があります。
（転用決済金とは、農地を転用することで残存農地の組合員
に対して負担が増えないようにするためのお金です）

・振替口座を解約した場合
・現金納入から口座振替へ変更する場合
・口座振替から現金納入へ変更する場合

（土地改良法第 42条）
（土地改良法第 42条）

★受付期限　令和４年３月31日　
（この日を過ぎると、前年度までの登録で
 令和 4年度分が賦課されます）

★組合員及び住所の変更・農地の移動 ★農地を農地以外に転用

★賦課金の納入方法変更

次のような時は、届出が必要となりますので土地改良区までご連絡ください。（土地改良法第 43条）
届出がなければ、前年度までの登録で賦課されますので注意してください。

問 志賀町土地改良区（志賀町役場2階）　☎ 32-3851

志賀町土地改良区からのお願い

Ａ．志賀町の助成制度　志賀町能登空港利用促進助成金
　1人あたり　往復　3,000 円・片道　1,500 円（小人半額）　の助成金
　搭乗日の翌日から起算して 40 日以内に申請
　・補助金請求書　　　　　　　　・利用搭乗券または搭乗したことを証明するもの
　・町税等納付状況調査同意書　　・学生証などの写し ( 児童、生徒、学生の場合 )

　問 ふるさと創生室　☎32-9301

Ｂ．冬季限定の同盟会助成金増額　令和３年 12 月１日搭乗分から
　12 月 1日出発分から令和４年３月 31 日帰着分の期間中、のと里山空港利用促進同盟会の各種助成金額が  増額中
　（ 期間以降は通常額 ）
　※のと里山空港ウイング・ネットワーク会員が対象（年会費 1,000 円）

　① グループ旅行助成金　会員 5人以上のグループ・団体旅行、非会員の場合は 10 人以上
　　往復　3,000 円　　片道　1,500 円
　② ハッピーバースデイ旅行助成金　
　　　　　　　　　　　　　　　会員が誕生月に旅行

　　往復　3,000 円
　③ ファミリー旅行助成金
　　能登在住会員 2人以上の家族（同一世帯）
　　　　　　　　　　　　　　　　　同一便で旅行
　　往復　3,000 円
※①②③は重複して利用できません。

Ｃ．①②③に加えて右記店舗を利用
　　　　　　　　　　　　すると加算
　　往復　2,000 円加算
　　片道　1,000 円加算（※①の片道で申請の場合）

問 のと里山空港利用促進同盟会　☎0768-26-2366

利用おとく情報利用おとく情報

地域 店舗名 電話番号
輪島市 ㈱トラベル・エー旅サロン輪島 0768-22-8891

輪島市 北鉄奥能登バス㈱
輪島旅行センター 0768-22-2314

珠洲市 トラベル愛ランド㈱
珠洲燈籠山通り店 0768-82-8877

穴水町 ㈲スカイトラベル 0768-52-3911
穴水町 のと鉄道㈱旅行センター 0768-52-0900

七尾市 日本ツアーシステム㈱
七尾ナッピィモール店 0767-53-4400

七尾市 東武トップツアーズ㈱
七尾支店 0767-52-3526

七尾市 トラベル愛ランド㈱
七尾小丸山通り店 0767-53-7744

七尾市 ㈱丸一観光七尾営業所 0767-53-6161
金沢市 ㈱丸一観光金沢営業所 076-266-1401

かほく市 日本ツアーシステム㈱
イオンモールかほく店 076-289-0055
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　11月26日から28日に東京都で開催された第12回全国
中学選抜レスリング選手権大会で男子41kg級に出場し、
準優勝した志賀ジュニアレスリング教室の松本勇莉さん
（志賀中３年）と、20日から21日に滑川市で開催された令
和３年度全国高等学校選抜レスリング北信越大会で団体
優勝、個人の５階級で優勝した志賀高校レスリング部の
生徒８名が間嶋教育長を訪れ、結果を報告しました。　
　松本さんは「母が喜んでくれて良かった。高校では優
勝を目指す」と決意を述べました。また、志賀高校の選
手たちは、全国大会への決意を述べました。
　間嶋教育長は「志賀高校はいつもながらの素晴らしい
成績でうれしく思う。松本さんは是非志賀高校へ進学し、
素晴らしい先輩と切磋琢磨して欲しい」と話しました。

志賀高校レスリングの皆さんと松本勇莉さん（前列左から2番目）
志賀高校の選手は、来年３月の全国選抜大会への出場権を獲得

志賀町レスリング競技　健闘

左から間嶋教育長、永谷梨愛さん、山下監督

　11月５日から７日に熊本市で開催された第38回全国少
年少女レスリング選手権大会の女子36kg級に出場し、見
事優勝した志賀ジュニアレスリング教室の永谷梨

り い

愛さん
（志賀小６年）が間嶋教育長を訪ね、喜びの結果を報告し
ました。
　永谷さんは「少し緊張したけど、頑張れて良かった。
２月の全国選抜大会でもしっかり勝ちたい。」と決意を述
べました。間嶋教育長は「次の選抜大会でも優勝して、
また報告に来てください」と激励しました。

永谷梨愛さん　全国大会優勝！

　11月18日（木）に幼保連携型認定こども園すばる幼稚
園の竣工式が高浜町の新園舎で行われ、年長児26人が
楽器演奏などを披露し、完成を祝いました。
　式では約40人が出席し、同園の福島正昭理事長があ
いさつ。小泉町長、南町議会議長が祝辞を述べました。
　新園舎は鉄骨２階建て、延べ床面積は現園舎の1.5倍
の2,075㎡。定員は250名で、開放感のある中庭や回遊
式の廊下を設け、園庭に大型遊具を設置しました。末吉
の現園舎は年度内に解体予定です。

竣工式　新園舎完成を祝う

楽器演奏で完成を祝う園児たち

志賀ジュニアレスリング教室

北信越大会団体、個人５階級制覇・全国大会準優勝

すばる幼稚園

団体戦 優勝（大垣内 蓮斗・渡邊 浩真・木村 優真・宮崎 楓大・角出 直生・赤坂 和哉・木村 友也・能瀬 龍樹）

個人戦

階級 順位 氏　名 階級 順位 氏　名

51㎏級 優勝 大垣内蓮斗（２年） 65㎏級 優勝 宮崎　楓大（２年）
71㎏級 優勝 角出　直生（２年） 80㎏級 第２位 赤坂　和哉（１年）
92㎏級 優勝 木村　友也（２年） 125㎏級  優勝 能瀬　龍樹（２年）

令和３年度全国高等学校選抜レスリング北信越大会　　　　　　               　　　　　会場：滑川市総合体育センター
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　能登の里山里海が日本で初めて世界農業遺産に認定さ
れ、今年で10年の節目を迎えたことを記念し、11月25
日（木）～ 27日（土）に七尾市和倉温泉「あえの風」を主会
場とする「世界農業遺産国際会議2021」が開催されまし
た。
　最終日には、能登の里山里海の魅力を直接感じてもら
うエクスカーションを行い、志賀町では、室谷加代子
さんが経営する「農家レストランむろたに」とＪＡ志賀の
「ころ柿選果場」に、ブルキナファソの駐日大使をはじめ、
全国から９人の参加者が訪れました。

　11月27日（土）28日（日）、能登ゴルフ倶楽部のオフロー
ド自転車競技 シクロクロスの専用コースで「弱虫ペダ
ルカップ」が行われ、自転車競技を題材とした少年漫画
「弱虫ペダル」の原作者 渡辺航さんや大会アンバサダー
で女優の一青妙さんらがゲストライダーとして参加しま
した。
　子どもから大人まで約100人が１周2.7キロのコースを
自転車で走り抜けました。
　シクロクロスコースは、ゴルフコース跡地を再利用し
たもので、今大会を機に本格オープンします。 ゲストライダーと記念撮影する参加者

農家レストランむろたにでお祭り御膳を堪能する参加者

世界農業遺産国際2021　エクスカーション

シクロクロス大会「弱虫ペダルカップ」

祝福を受けた吉塚雅子さん

　11月20日（土）に100歳を迎えた、阿川の吉塚雅子さん
が11月22日（月）に入所する施設で、家族や施設の職員
から祝福を受けました。
　長女の外百子さんは「しっかりした気丈なおばあちゃ
んで、お酒が好きで好き嫌いせずなんでも食べていまし
た。これからも長生きしてください」と話しました。施
設では、塗り絵や日課のお経を読んで元気に過ごしてい
ます。

阿川の吉塚雅子さんが 100 歳

　11月30日（火）、志賀高校総合学科福祉系列の生徒代
表らが、石川県健民運動青少年ボランティア賞を受けた
喜びを、庄田副町長に報告しました。
　福祉系列では、３年生７人が中心となり行った、町老
人クラブ連合会との交流活動や町社会福祉協議会と連携
した高齢者宅の見守り訪問等の実績を評価されたもので
す。

県健民運動青少年ボランティア賞受賞を報告

左から志賀高校３年の長 萌さん、橋本 望恵さん

いつまでもお元気で、町内３５番目の長寿

能登ゴルフ倶楽部で常設コースオープン

世界農業遺産認定10周年

志賀高校
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　12月３日（金）、富来中学校で和太鼓の授業が行われ
ました。卒業生で「冨木神幸太鼓」に所属している宅田
瑛さんが講師を務め、太鼓の歴史をはじめ、リズムや掛
け声、芸打ちなど、太鼓の基礎が教えられました。
　授業の後半では、グループの中で大バイと小バイのペ
アを組み、思い思いに太鼓を打ち鳴らしました。
　志賀町に古くから伝わる伝統芸能に触れた生徒たち
は、「楽しかった」「小バイがとても難しかった」と話し
ました。

　11月23日（火・祝）、地震発生による志賀原子力発電
所の事故を想定した石川県原子力防災訓練が行われ、志
賀町職員、国や県の関係機関職員が1,100人が参加しま
した。志賀町から志加浦、福浦、熊野地区の住民が広域
避難訓練を行いました。
　町災害対策本部や西山台のオフサイトセンターでは、
関係機関をテレビ会議で結び、原子力災害合同対策協議
会全体会議を開きました。
　今年は新型コロナウイルス感染症が蔓延している状況
を想定し、住民の避難先では濃厚接触者やせき・発熱の
人が別々の避難室に入るなど避難施設の感染症対策の訓
練を実施しました。

講師から教わり和太鼓を打ち鳴らす生徒

富来中で和太鼓授業

原子力防災訓練を実施
感染症対策にも配慮

富来中学校１年生 20人

間仕切りテントによる感染症対策

　12月８日（水）にＢ＆Ｇ財団の菅原理事長が来庁し、
海洋センターの管理・運営状況などを点数化した「海洋
センター評価」で、富来B&G海洋センターが最高評価の
「特Ａ評価」を10年連続獲得したことにたいして表彰を
授与しました。
　小泉町長は「今後ともスポーツを通じた地域振興・活
性化を担う拠点とし、町民に愛される施設となるよう努
めていきます」とお礼を述べました。

10年連続「特Ａ評価」　表彰受賞

Ｂ＆Ｇ財団の菅原理事（中央）

富来Ｂ＆Ｇ海洋センター

（上）避難所受付時の検温
（中）広域避難先の感染症対策
（下）オフサイトセンターでの
　　  訓練の様子
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　昭和23年12月10日、第３回の国連総会において「世界人権宣言」が採択されたことを記念し、12月４日から10日
をわが国では「人権週間」とし、志賀町において人権意識の高揚を図るための各種啓発活動が行われました。

オンラインで人権教室を受ける生徒→

←左から松本さん、島田富来中校長、谷内さん、飲さん

生徒会による街頭啓発→

人権週間 12月４日～ 10日

人権週間の街頭啓発活動

志賀中人権教室

全国中学生人権作文コンテスト表彰伝達式

第73回人権週間

　女性がキリコを担ぐ西海祭りが「ダイドーグループ日本
の祭り」に選定されたことを受け、12月８日（水）、志賀町
にダイドーグループホールディングス㈱から「選定の証」
が贈られました。
　ダイドーグループ（大阪市）では、地元テレビ局と連携
し、地域の活性化を目的に祭りを通して日本の伝統や文
化を発信するため、特別番組を制作しています。
　西海祭りの関係者からは、「番組は貴重な記録であり、
祭りの伝統を守り次世代に継承していきたい」と話しまし
た。

　12月２日（木）に志賀中学校の全学年を対象に人権教室
を行いました。
　コロナ感染予防のため、オンラインにより講師のいる
東京と各教室の12カ所をつないで実施しました。
　徳山武志会長のあいさつのあと、ＮＴＴドコモから講
師の石野田さんが、スマートフォンや携帯を利用するう
えで、気をつけたいルールについて話しました。
　また、スマホ・ケータイ安全教室のあと、青山委員が
人権作文を朗読しました。

　12月6日（月）に、志賀町役場で全国中学生人権作文コン
テストの表彰伝達式がありました。町内中学生３人が表
彰され、富来中学校に学校感謝状が贈られました。

【七尾地区審査会】
　金沢地方法務局七尾支局長・七尾人権擁護委員協議会長賞
　 松本 紗弥（志賀中３年）
　 谷内 優集（富来中３年）、飲 理咲子（富来中２年）
【学校感謝状】富来中学校

　12月10日（金）に町内の商業施設２カ所で街頭啓発活動
が行われました。
　街頭啓発は、人権について多くの人に知ってもらい、
人権意識を高めることを目的に、毎年実施しています。
　今年は、志賀中学校生徒会７人、富来中学校生徒会４
人の皆さんと人権擁護委員９人が、啓発チラシや標語入
りグッズを配布し、「人権の大切さ」を大勢の買い物客の
皆さんに呼びかけました。

西海祭りが「日本の祭り」に選定
「日本の祭り選定の証」贈呈

志賀町と西海祭り関係者に選定の証や記念品を贈呈

広報しか
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