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情     報
パーク

町内交通事故・火災発生状況
（令和４年３月31日現在）

令和４年１月からの累計 前年比

交 通

事 故

件 数 ０件 △７

負傷者数 ０人 △８

死 者 数 ０人 ０

火 災

建 物 ０件 ０

林 野 ０件 ０

そ の 他 ３件 ３

負傷者数 １人 1

火災などの問い合わせは…☎22-2999

納税
納期限：５月２日㊊
・固定資産税（１期）
・後期高齢者医療保険料（１期）
納期限：５月31日㊋
・軽自動車税
・後期高齢者医療保険料（２期）

 ◆ 福浦港の今本 進 様より、亡父の
供養のため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

志賀町心身障害者福祉協会
総会に参加しませんか

志賀町心身障害者福祉協会
会員募集中

◆日　時　５月 16 日㊊　10:00 ～
◆場　所　いこいの村 能登半島
◆対　象　志賀町心身障害者
　　　　　福祉協会会員

◆参加費　1,500 円
◆締　切　５月６日㊎

　　各地区役員 または

　志賀町心身障害者福祉協会
　☎ 42-2545（富来本所）
　（志賀町社会福祉協議会内）

　心身障害を持つ人の参加を募集し
ます。（会員随時募集中）

◆ 年会費　1,000 円
◆ 主な年間行事
① グラウンドゴルフ大会（いこいの村）
② 身しょう交流会「あおぞら」
③ 温泉一泊旅行（和倉温泉）
④ バス旅行（日帰りツアー）
⑤ 障害者スポーツ大会
　 （西部緑地公園 他）
⑥ 各種事業（フライングディスク大会、
　  ボウリング大会など）
※感染症防止対策のため、延期、
中止することがあります。

問志賀町心身障害者福祉協会
　☎ 42-2545（富来本所）
　☎ 32-5003（志賀支所）

問志賀町心身障害者福祉協会
　会長　太田 勉
　☎ 32-3383（昼間）　☎ 32-3751（夜間）

問申

 

有　

料　

広　

告　

欄

日本赤十字社に
ご協力お願いします

てんと市

　５月は「赤十字運動月間」です。
災害時の被災者救護活動や新型コロ
ナウイルス感染症等の感染症拡大防
止への対応、防災・減災の普及啓発
活動や救急法等の講習事業、ボラン
ティアの育成など、日本赤十字社の
いのちを救うさまざまな活動は、町
民の皆さまからのご寄付に支えられ
ています。「救うを託されている。」
赤十字活動資金へあたたかいご協力
をお願いいたします。

問志賀町社会福祉協議会本所
　☎42-2545　FAX 42-2305

◆日　時　５月24日㊋
　　　　　８:30 ～ 11:30
◆場　所　みちのえき
　　　　　「旬菜館」

問農林水産課　
☎32-9290

　「婚パス」は、１年以内に結婚を予
定しているカップルや、結婚後１年
以内の新婚夫婦が、協賛店舗で提示
すると割引などの特典サービスが受
けられるパスポートです。県内全域
700を超える店舗で利用可能です。
申し込み、詳細はホーム
ページから

　　またはQRコードから→

問 (公）いしかわ結婚支援センター   
　☎ 076-255-1535
受付：9:00 ～ 17:00（日・祝、年末年始除く）

石川県しあわせ婚
応援パスポート申請受付中

婚パス

きてね～
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　家庭から出る収集ごみの半分は生ごみです。生ごみ
を堆肥化し、ごみを減量するため、生ごみの処理機器
購入者に補助金を交付しています。また、資源ごみの
リサイクルも推進し、資源ごみを回収する団体に報奨
金を交付しています。町内全体のごみを減らすため、
皆さまのご協力をお願いします。

【生ごみ処理機器・コンポスト購入者に補助金を交付】
◆対　象　町内に住所を有する居住者で、町税などに
　　　　　滞納がない人

【資源ごみ回収団体に報奨金を交付します】
令和３年度は 23 団体が約 57 ｔを回収しました。
◆対　象　子供会、青壮年団、婦人会、老人会、ＰＴＡ
　　　　　などの各種団体

　4月 15 日から 5月中旬まで、輪島市、珠洲市、穴水町、
能登町の 68 カ所と志賀町土田の郷で、のとキリシマツ
ツジがある個人のお庭などが公開されます。

　花の見頃は 7日～ 10日間と短いですが、満開になる
と遠くからも存在がわかるほどに深紅に色づく花びらが
特徴的です。百聞は一見にしかず。「能登の天花」と称
されるのとキリシマツツジをぜひ見に来てみませんか。
※マスクの着用などコロナ対策をしてお出かけください。

　今年はオープンガーデンをめぐってスタンプを集め
ると賞品が当たるスタンプラリーも実施しますので、
ぜひ参加してください。
　お庭の場所や開花情報は、「うぇるかむ奥能登」ホー
ムページまたは、道の駅などで配布しているパンフレッ
トで確認してください。

問石川県奥能登総合事務所企画振興課☎ 0768-26-2303

生ごみの減量化・リサイクル推進にご協力を のとキリシマツツジオープンガーデン 2022

　石川県知事より民間の協力者として障害者相談員が
委嘱されています。障がいのある人やその家族などか
らの相談に応じますので、お気軽にご相談ください。
相談者のプライバシーには十分配慮し、相談内容が関
係機関以外の外部へ漏れることはありません。
【身体障害者相談員】
・太田　　勉 （大島　☎ 32-3383）
・梅田　　茂 （末吉　☎ 32-1823）
【知的障害者相談員】
・安田　佳子 （酒見　☎ 42-0471）
・瀬戸由佳子 （仏木　☎ 090-9986-7513）
◆ 任　期　令和４年４月１日～令和６年３月31日

問 健康福祉課（高齢者障害担当）   ☎ 32-9131

障害者相談員の紹介

品目 補助金 規定

電気式生ごみ処理機
（ディスポーザ式は除く） 購入費の

２分の１
以内

上限３万円
１世帯当たり
１台まで

生ごみ堆肥化処理容器
（コンポスト）

上限3,000円 /1基
1 世帯当たり
2基まで

上記の額に 100 円未満の端数がある場合、これを切り捨てた額

対象となる資源ごみ 報奨金

新聞紙・段ボール・牛乳パック ４円/１kg

アルミ缶・スチール缶 ４円/１kg

再利用瓶（※１） ４円/１本

瓶ケース ４円/１個

（※１）繰り返し使用できる瓶（酒瓶・ビール瓶など）
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クリンクルはくいへの畳の搬入について

　令和４年４月１日から、畳の搬入は施設の処理能力を
踏まえ、同一発生場所で１日10枚（半畳は２枚で１枚）ま
でとしています。なお、リフォーム、家屋などの解体、
畳の入替えなどによって発生する畳は、枚数にかかわら
ず、産業廃棄物となり、受け入れできません。

問 羽咋郡市広域圏事務組合事務局環境保全課
☎ 0767-27-1153

問 環境安全課　☎ 32-9321
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軽自動車税 (種別割 )
身体障害者等の減免申請

　身体障害者手帳などの交付を受けた人で軽自動車を所
有している場合、障がいの種類・程度により、軽自動車
税(種別割)の減免を受ける事ができます。
◆受付期限　５月31日㈫まで
　※期限を過ぎると減免は受けられません｡
◆対象車両　•心身に障がいがある人（精神障害者または

18歳未満の身体障害者ならばその家族）が所
有する車両で、自分で使用するか、本人
のために使用するもの

　　　　　　•身体障害者が常時使用するために改造し
ている車両

　　　　　　•公益のために直接専用する車両

◆申請に必要な書類
•身体障害者手帳など・自動車検査証・運転する人の
　運転免許証
•身分証明書（納税義務者の個人番号カード 、 通知カード、
　運転免許証など）
　※納税義務者が法人の場合は、法人番号の記載が必要です。

下記の納付場所で、期限内に納税しましょう｡
軽自動車税 … 最寄の金融機関、役場会計課、富来支所
(種別割 )　　　コンビニエンスストア
自動車税 … 最寄の金融機関、県総合事務所、  
( 種別割 )　　　コンビニエンスストア

【トラブル防止のために】
•自動車を手放したときは、名義変更されているか確認
　しましょう。
•自動車を廃車したときは、抹消登録されているか確認
　しましょう。
•住所を変更したときは、石川県税務課または最寄りの
　県総合（県税）事務所へ届け出ましょう。
•納税証明書は車検を受ける際に必要になります。
　車検証と一緒に大切に保管しましょう。

問 軽自動車税（町税）　税務課　☎32-9142 
問 普通自動車税（県税）石川県税務課　☎076-225-1273

減
免
対
象
と
な
る

主
な
障
が
い
範
囲

障がいの種類 障がいの程度

上  肢  不  自  由 １級および２級

下  肢  不  自  由 １級～６級

体  幹  不  自  由 １級～３級および５級

心　臓　機　能　障　害 １級および３級

じん臓機能障害 １級および３級

５月31日 ㈫
 軽自動車税・自動車税の納期限期限期限

　消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書保存
方式（インボイス制度）が令和 5年 10 月 1 日から実
施されます。また、令和 3年 10 月 1 日から適格請求
書発行事業者の登録申請の受け付けを開始しています
　税務署では、インボイス制度についてご理解いただ
けるよう「インボイス制度説明会」を開催します。
また、自身で適格請求書発行事業者の登録申請書を提
出することが難しい人向けに、登録申請手続きのサ
ポートを実施する「登録申請相談会」を開催するので、
ぜひ参加してください。（参加無料・要事前予約）

◆場　　所　七尾西合同庁舎 1階会議室
　　　　　　　（七尾市小島町大開地３-７）

◆予約締切　開催日前日の 16 時まで
◆申 込 先　七尾税務署個人課税第二部門
　　　　　　☎ 0767-52-9337

・新型コロナウイルス感染症の拡大などによっては、開催
が中止となる場合もありますのでご了承ください。

・感染症拡大防止の観点から、マスクの着用、手指消毒な
どのご協力をお願いします。

・駐車場に限りがあるので、来署の際には公共交通機関を
利用してください。

・登録申請相談会に参加する人は、①スマートフォン ②
マイナンバーカードおよび暗証番号 ③利用者識別番号
および暗証番号がわかるものを持参すれば、その場で
e-Tax による登録申請ができます。

詳しくは ･･･ 金沢国税局ホームページ
　　　　「インボイス制度説明会等」へ →

◆インボイス制度について詳しく知りたい ･･･
　国税庁の「インボイス制度特設サイト」へ
　（制度の概要、Q&Aや申請手続に関する
　　　　　　　　　　　　情報など掲載）→

◆インボイス制度に関する一般的な
　問い合わせ ･･･

問国税庁軽減・インボイスコールセンター
☎ 0120-205-553（無料）

　  【受付時間】9:00 ～ 17:00（土日祝除く）

問七尾税務署　個人課税第二部門　☎ 0767-52-9337

【七尾税務署】消費税の
インボイス制度説明会・登録申請相談会

日　　時

インボイス
制度説明会

（予約制・各 20 人）

５月25日㈬ 10:00 ～ 11:00
13:30 ～ 14:30６月15日㈬

登録申請相談会
  （予約制・各 20 人）

5月 25 日㈬ 11:00 ～ 12:00

14:30 ～ 15:30６月 15 日㈬
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ご存じですか？　成年後見制度

　「成年後見制度」とは、認知症や知的障害などで判断
能力が不十分な人のために、家庭裁判所が選任した後
見人等が、本人の権利や財産を守るための制度です。
　成年後見制度は、「法定後見制度」「任意後見制度」
の２つに分けられます。

　「法定後見制度」は、認知症や知的障害、精神障害な
どにより判断能力が十分でない人が判断能力の程度に
応じて「補助」「保佐」「後見」の３つの類型に分けられ、
選任された「後見（保佐・補助）人」が本人の代わりに本
人の不利益な契約などの取り消し、介護サービスの契
約などを行います。

　「任意後見制度」は、将来的に認知症になった場合に
備えて、あらかじめサポートしてもらう代理人（任意
後見人）と、サポートしてもらう内容を決めておく制
度です。
　「成年後見制度」の詳しい内容や手続きの方法など、相
談がある人は、健康福祉課まで問い合わせてください。

　志賀町では令和４年度から、ひきこもり状態にある
本人や家族への適切な支援を図るため、ひきこもりプ
ラットホームを設置します。

【ひきこもり状態とは】
・自宅や自室から出ない、仕事や学校に行かないなど、
おおむね６カ月以上家族以外の人との交流がない状態

・時々、コンビニや自分の趣味に関する用事のときだけ
外出する状態

　を言います。

　ひとりで悩まずにまずは相談してください。あらゆ
る相談に応じます。ご本人や家族、その他の関係者な
ど、どなたからの相談でも構いません。

問 健康福祉課   ☎ 32-9131

　令和４年度の健康診査・がん検診は、次のとおり実
施します。案内通知が届いてから予約してください。
(５月下旬郵送予定 )

◆ 個別検診　６月から実施予定です。事前に医療機
関に予約してから受診してください。

◆ 集団検診　７月から実施予定です。会場は保健福
祉センターと富来活性化センターの２
会場です。事前に予約が必要です。

※詳しい内容は、案内通知または広報６月号をご覧く
ださい。

問 志賀町保健福祉センター     ☎ 32-0339

志賀町ひきこもりプラットホームを設置

健康診査・がん検診について

◆特定化学物質等作業主任者技能講習
◆フォークリフト運転技能講習
◆ガス溶接技能講習
◆アーク溶接特別教育

4/27　
5/20 ～
5/23 ～
5/30 ～

◆小型移動式クレーン・高所作業車運転技能講習
◆玉掛け技能講習　◆車両系建設機械運転技能講習 ６月実施

資格 取得 講習会(七尾会場【４月～６月】) 案内 !
※新型コロナ感染状況により延期となる場合があります。

★労災・雇用保険の手続きは事業者の義務です !
  　事業主・ご家族・一人親方様の特別加入も　即手続きします。

( 一社 )七尾労働基準協会　☎ 0767-52-5343
申込書など詳しくは当協会　のホームページ !　年間計画も掲載しています。☝

【成年後見制度の相談窓口】

 健康福祉課
（知的障害、精神障害に関する相談） ☎ 32-9131

志賀町地域包括支援センター
（認知症に関する相談） ☎ 32-9132

志賀町社会福祉協議会富来内志賀町地域
包括サブセンター（認知症に関する相談） ☎ 42-2545

国民年金保険について

【会社を退職した時は年金の切替え手続きが
　　　　　　　　　　　　　　　　　必要です】
　20 歳以上 60 歳未満の人が会社を退職し、農業者、
自営業者、学生、フリーター、無職などになった場合、
国民年金第１号被保険者（または第３号被保険者）へ
の切替え手続きが必要です。住民課または富来支所総
合窓口でお早めに手続きをお願いします。

【国民年金保険料は納付期限までに納めましょう】
　令和４年４月分から令和５年３月分までの国民年金
保険料は、月額 16,590 円です。
　保険料は、日本年金機構から送付される納付書で、
金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納めるこ
とができます。
　また、クレジットカードやインターネットなどを利
用しての納付、便利でお得な口座振替もあります。

毎月の保険料の納付期限は「翌月の末日」です
　保険料の納め忘れがあると、万一障がいや死亡と
いった不慮の事態発生で、障害基礎年金や遺族基礎年
金が受けられない場合があるため、必ず納付期限まで
に納めてください。
　なお、所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合
は、保険料が免除・猶予される制度がありますので、
住民課、富来支所総合窓口または
七尾年金事務所へ相談してください。

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

新型コロナウイルス感染症の
発生状況によって変更になる
場合があります

。
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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）

５月23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

５月 26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 >
５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

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

※今月の司法書士は富来地域
のみです

※６月は富来・志賀とも６月
１日㈬です

<志賀地域 >
５月 13 日㊎

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 ５月 11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＆個別相談

５月 26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

要約筆記・
手話通訳の案内

毎週月～金曜日
8:30 ～ 17:15
8:30 ～ 17:15

役場本庁舎
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
☎ 32-9131

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

５ 月７日㊏
14日㊏・21日㊏
28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

 

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

■ 町長談話室　　   問 総務課　☎32-9311
日　　時 場　所

５月11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。
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問申

 保健福祉センター　☎ 32-0339

※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

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

母子手帳交付・
妊婦相談 毎週火・水・木曜日 ㊋㊌13:00 ～ 17:00

㊍8:30 ～ 11:30 妊婦 事前予約すると手続きがスムーズです
他の曜日・時間の希望者は連絡してください 子

すくすく
子育て相談 ５月19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 ５月10日㊋

10:30 ～ 11:30
※ 10:00から
　  希望者のみ計測

「足型・手型をとろう」

ぷちゆう遊クラブ
（ ママと赤ちゃんのサイン教室 ） ５月27日㊎ 生後８カ月～

１歳半頃まで
定員・10組（予約制）
　1週間前までに予約してください

モグモグ教室 ５月24日㊋ 離乳期のお子さんと
保護者

　1週間前までに予約してください

遊びの教室 ５月９日㊊ 9:30 ～ 11:30 お子さんの発達に
不安を感じている人

げんキッズ広場 毎週火・金曜日 10:00 ～ 12:00 乳幼児のお子さんと
お母さんどなたでも

　※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
教室名 実施日 時　間 内　容 場　所

ほがらか教室 ５月12日㊍
５月26日㊍ 10:30 ～ 11:30 ストレッチ

筋力強化運動 やすらぎ荘

志賀健幸教室
５月11日㊌
５月18日㊌
５月25日㊌

10:00 ～ 11:00 シルバー
リハビリ体操 シルバーハウス

ニコニコ教室
５月13日㊎
５月20日㊎
５月27日㊎

10:00 ～ 11:30 ストレッチ
筋力強化運動 と

いきいき
貯筋倶楽部

毎週月曜日 13:30 ～ 14:30 いきいき
百歳体操

※祝日はお休み
です

と

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 ５月13日㊎ 10:00 ～ 10:30 シルバー

リハビリ体操 アスクポピア前

オレンジ喫茶
（介護者の集い） ５月11日㊌ 13:30 ～ 15:00 介護家族の交流、情報交換

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 《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　
子 ：子育て支援課

 

 子育て支援課　☎ 32-9122

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
５月19日㊍

令和４年１月生まれ
志

3歳児健診 平成30年10 ～ 11月生まれ

【受付時間】４カ月児健診 13:00 ～ 13:30
３歳児健診 13:30 ～ 14:30

　

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 ５月20日㊎ １週間前までに予約してください

【開催時間】 10:00 ～ 11:30

感染拡大防止に感染拡大防止に
ワクチン接種後もワクチン接種後も

※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。

○正しく使おうマスク！

○こまめにしよう！
　手洗い・手指消毒！

○目指そう　ゼロ密！

日頃から体温を測るなど、
体調管理に努めましょう。

 子育て支援課　☎ 32-9122問申 問申

問申

※事前に予約、連絡が必要です。※詳細は「健診案内」(個別に送付 )をご覧ください。

※令和４年度から、子どもの予防接種は役場「子育て支援課」で手続きします。

新型コロナウィルス
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