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新型コロナウイルス新型コロナウイルスワクチンワクチン新型コロナウイルス新型コロナウイルスワクチンワクチン
追加（３回目）接種について追加（３回目）接種について追加（３回目）接種について追加（３回目）接種について

【接種券発送スケジュール】
時　期 対象者

５月上旬までに発送済み 令和３年11月30日までに２回目接種が完了した人

５月下旬 令和３年12月１日～ 31日までに２回目接種が完了した人

６月下旬 令和４年１月１日～ 31日までに２回目接種が完了した人

【予約先】
志賀町コールセンター　☎0120-384-028
　　　　　　　　　　　    　（８:30 ～ 18:00　日曜・祝日は除く）

または、インターネットで！（パソコン、スマートフォン）
インターネットで予約ができない場合は、コールセンターへ電話してください。

【個別接種会場】

会　場 接種日 接種時間 対象者
12歳～ 15歳 16歳以上

町立
富来病院

５月11日㈬
13:30～15:00 × ○

５月25日㈬

【集団接種会場】

会　場 接種日 接種時間 対象者
12歳～15歳 16歳以上

志賀町
文化ホール

５月７日㈯ 13:30～16:45
○ ○

５月14日㈯ 13:30～16:45

【 初回（１、２回目）接種について 】
　これまでに１回も接種していない12歳以上の人を対象に１、２回目接種
を行っています。接種を希望する人は、志賀クリニック（☎32-5307）に相
談してください。
　２回目の接種日は、１回目接種後、３週間後となります。予約をする際は、
両日とも接種できる日程であることを確認し、１回目のみ予約してください。

接種回数と
使用するワクチン

個別接種、集団接種
ともにファイザー社
ワクチンを１回
接種します。

接種会場（集団接種会場、

個別接種会場）の行き帰り

に案内封筒を提示すると、

コミュニティバス（しかば

す）が無料で利用できます。

※１、２回目で使用した
ワクチンの種類にかか
わらず、追加接種を受
けることができます
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【対象者】
志賀町では、現在２回目の接種を完了した日から６カ月が経過した 12 歳以上

※
の人

を対象に３回目のワクチン接種を行っています。
※年齢によって接種できる会場が異なります。各会場の対象年齢を確認し、予約してください。

【接種券】　接種券は、自宅に郵送します。

12 歳～ 17歳に対しての３回目接種が始まりました。
３回目の接種は、重症化予防の有効性が高いことが確認されています。
接種には期限がありますので、早めの接種をおすすめします。

問 志賀町保健福祉センター
 　☎ 32-0339



＜副反応や医学的な問い合わせ＞
石川県発熱患者等受診・コロナワクチン副反応相談センター
☎0120-540-004（９：00～ 21：00　無休）

　● 対象者　５～ 11歳の園児・児童
　　※５歳の人は、誕生日の前日から接種可能です。
　　※今後５歳の誕生日をむかえる人については、順次接種券を送ります。
　◎お子さまが接種する場合には、保護者の同伴が必要です。

　● 予約先　

【５歳以上11歳未満の新型コロナウイルスワクチン接種について】

志賀町コールセンター　☎0120-384-028
　　　　　　　　　　　　　（８：30～ 18：00　日曜・祝日は除く）

または、インターネットで！（パソコン、スマートフォン）

【 副病院長着任あいさつ 】
　この度2022年４月１日付けで町立富来病院の副病院長として
着任した丸山晃弘です。
　私は昭和62年に公立穴水総合病院に耳鼻咽喉科医長として派
遣され、平成10年に副病院長に就任、平成24年に病院に併設さ
れた介護保険老人施設「あゆみの里」の施設長兼務となりました。
平成28年に穴水総合病院を退職後、施設内で拝診した認知症と
いう疾患に興味を持ち、七尾松原病院に就職しました。
　これまでも富来病院には精神科医として診療をしていました
が、今後は精神科も診れる耳鼻咽喉科医として、地域の皆さまの
身体と心の健康に少しでもお役に立てるよう頑張りたいと思って
います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

丸
まるやま

山  晃
あきひろ

弘　副病院長

平
ひらと

戸  佑
ゆう き

樹西
にしかわ

川   諒
りょう

前　任　地 : 公立つるぎ病院
専門診療科 : 循環器内科
趣　　　味 : 登山

前　任　地 : 金沢大学附属病院
専門診療科 : 内分泌・ 代謝内科
趣　　　味 : 漫画

皆さまの健康のため
に、日々の診療を頑
張ります。よろしく
お願いします。

患者さまの心に寄り
添った診療をしてい
きたいと思います。
よろしくお願いします。

町立富来病院の医師を紹介します

内科医 内科医

【 新任医師の紹介】【 新任医師の紹介】
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　町では、住民の利便性に配慮し、限られた人員で、より効率的で効果的に事務を処理するため、
４月1日から組織の一部を改編しました。

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
　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 )
　 ・振込口座の預金通帳などの写し

問 ふるさと創生室　☎ 32-9301

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

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

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

東武トップツアーズ㈱
七尾支店 0767-52-3526

トラベル愛ランド㈱
七尾小丸山通り店 0767-53-7744

㈱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

課名 電話番号 主な業務内容

住民課

☎32-9121

（戸籍住民・国保年金担当）
戸籍、住民基本台帳、
印鑑登録、国民健康保険、
国民年金、後期高齢者医療

☎ 32-9122
（子育て支援担当）
保育園、児童手当、
児童相談、子ども医療費

課名 電話番号 主な業務内容

情報推進課 ☎32-9261
ケーブルテレビ、防災行政
無線、広報、ホームページ、
庁内システム

課名 電話番号 主な業務内容

デジタル
情報課 ☎32-9261 防災行政無線、広報、ホー

ムページ、庁内システム

課名 電話番号 主な業務内容

住民課 ☎32-9121
戸籍、住民基本台帳、
印鑑登録、国民健康保険、
国民年金、後期高齢者医療

子育て
支援課 ☎32-9122

保育園、児童手当、児童相談、
子ども医療費、母子保健、
予防接種（児童対象）

利用おとく情報利用おとく情報

B　同盟会助成金増額
　【1人あたり最大 5,000 円助成】

　令和３年12月1日出発分から令和５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に加えて左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

⇒

⬅

⇒

町組織の一部が変わりました町組織の一部が変わりました
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