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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７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 ５件 △６
負傷者数 ７人 △６
死 者 数 ０人 ０

火 災

建 物 ２件 ０
林 野 ０件 △１
そ の 他 ４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：９月30日㊎
・国民健康保険税（３期）
・後期高齢者医療保険料（６期）
・介護保険料（３期）

テント市

◆日　時　９月27日㊋
　　　　　８:30 ～ 11:00
◆場　所　みちのえき
　　　　　「旬菜館」

問 農林水産課
☎32-9290

きてね～

お知らせお知らせ

志賀町華道協会

華
は な

だより

素材 
キンバコデマリ
アリストロメリア
タンチョウリーキ
ギボシ
ユーカリ

                       
片山豊美
【 池坊 】
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ハロウィン  アーティフィシャルフラワーアレンジ教室

開催日時  

　定　員 　 

　参 加 費 　 

9/24( 土 )  ①10:30~  ②14:00~

各回先着 10名

　申込方法 　 

花のミュージアム フローリィ

開 館 時 間

休 館 日

電       話

ホームページ

入 館 料

花のミュージアムフローリィからのお知らせ

3,400 円（税込）

花

お電話  または  ホームページの「お問い合わせ」から
教室名・お名前・住所・連絡先をご記入ください。

10:00~16:00

無料

毎週月曜日・火曜日（祝日の場合は翌平日）

0767-32-8787

12月～４月下旬

https://www.fleuri.jp

＼フォロー・お友達登録待ってます！／

アーティフィシャルフラワー
（造花）を使った、
シックなアレンジです！
ピックを外せば、
1年中飾れます！

＊高さ約 35 ㎝×幅約 35 ㎝

善意の花善意の花
　社会福祉向上に役立ててと
　ご寄付いただきました

◆志賀町矢蔵谷の片山 次男様より、
　亡娘の供養のため　  100,000円
◆志賀町福井の北野 徳秀様より、　
　亡父の供養のため　  100,000円

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

　金沢地方法務局では、皆さまの
自筆証書遺言書を預かっています。
法務局に遺言書を預けると、紛失、
他人による改ざんなどを防ぐこと
ができます。申請手数料は3,900円、
家庭裁判所での検認も不要です。

　詳しくは、
法務省ホームページ →

問 金沢地方法務局供託課
　☎076-292-7846

相続・遺言に関する出前講座
法務局職員が、皆さん
の都合の良い場所に伺
います。職場や町内会
などの勉強会・研修会
など、気軽に利用して
ください。（無料）

問 金沢地方法務局総務課
　☎076-292-7810

◆ 受　付　９月30日 ㊎まで
◆ 募集職種　原子力検査官 ほか
◆ 求める人材
・原子力の運転、保全、検査、設
計などに専門性がある人

・放射性廃棄物管理・処分に専門
性がある人

・火災、防災、放射線などに専門
性がある人 ほか

　詳しくは原子力規制
　委員会ホームページ→

問 原子力規制庁人事課採用担当
　☎03-3581-3352

遺言書を預けてみませんか

原子力規制委員会
行政職員募集志賀町土地改良区からの

お知らせ

　令和３年度一般会計・特別会計
の決算書を、土地改良区事務所に
掲示しています。閲覧希望の組合
員は事務所までお越しください。

◆場　所　志賀町役場 ２階
　　　　　８番窓口
◆期　間　９月１日㊍～ 30日㊎ 
　　　　　（土、日、祝日除く）
◆時　間　 9:00 ～ 17:00　

問  志賀町土地改良区　
     ☎ 32-3851・FAX 32-4545
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【国民年金】新型コロナウイルス感染症の　　　　　　影響で収入が減少している人へ

　令和３年１月以降に収入が減少した場合、引き続
き令和４年度（令和４年７月から令和５年６月まで）
も国民年金保険料の臨時特例免除を希望する人は、
再度申請が必要です。忘れずに申請をお願いします。

【 国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある人へ 】
　国民年金保険料の追納をおすすめします！

　免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場
合は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け
取る年金額が少なくなります。
　将来受け取る年金額を補うために、10年以内であ
れば、後から保険料を納めることができます。

　申請方法や申請書などは、日本年金機構のホーム
ページ（https;//www.nenkin.go.jp/）を確認してく
ださい。

問 住民課 年金担当　☎32-9121 
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【志賀町結婚新生活支援事業】
　令和４年４月１日から令和５年３月31日の間に婚
姻届を提出し、下記の条件を全て満たす町民を対象に、
新婚生活のスタートに必要な住居費や引越費用を１世

帯あたり最大30万円 補助します。
◆ 補助条件　①～⑤を全て満たす夫婦が対象

 ① 婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下
 ② 夫婦の合計所得額が400万円未満
 ③ 夫婦共に町税などの滞納がない
 ④ 公的制度やその他の住居費補助などを受けていない
 ⑤ 夫婦の双方が過去に当該補助を受けていない
   （※前年度の受給者で、補助上限額に達していない世帯は除く）

◆ 申請期限　令和５年３月31日㊎

　詳しくは

問 企画財政課 ふるさと創生室     ☎ 32-9301 

【志賀町へ移住した人へ】
・新築住宅を取得した人に奨励金　最高170万円
・空き家を取得しリフォームした
　人に助成金　　　　　　    最高100万円
・民間賃貸の家賃助成　　最高  月額２万円
助成制度には、条件などがあります。詳しくは、下記ま
で問い合わせてください。

【ふるさと就業促進奨励金】
　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。
※転勤など一時的な就業や公務員は対象となりません。
※18歳以上60歳未満が対象。

志賀町で結婚・移住・就職した人へ

 志賀町結婚新生活支援 日本年金機構

９月１日 ㊍ ～ ９月１０日 ㊏㊏

　石川県では、各家庭における生活必需品の備蓄など
防災対策を推進するため、上記期間、県内の協賛店舗
で、「備えて安心！いしかわ防災キャンペーン」を実施
します。協賛店舗では、期間中、備蓄品や防災グッズ
などの特設販売コーナーを設置します。

　このキャンペーンを機会に、自身や家族に必要な「災
害への備え」を実践してみませんか。

　詳しくは

問 石川県危機管理監室危機対策課　☎ 076-225-1483

備えて安心！いしかわ防災キャンペーン

 いしかわ防災キャンペーン

広報しか
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自動販売機横のボックスは
ごみ箱ではありません！！

『自販機専用空容器リサイクルボックスです』

　自動販売機（自販機）横のボックスは、自販機で購入
した清涼飲料の空容器を回収するためのボックスで、
リサイクル目的で設置しています。自販機で購入した
空容器以外のごみを入れると異物が多くなり、リサイ
クルの妨げとなってしまうだけでなく、容器の散乱の
原因にもなります。
　缶・びん・ペットボトルは、「混ぜればごみですが、
分ければ資源」になります。一人一人が意識をもって、
分別収集に取り組んでいくことが大切です。

問 石川県資源循環推進課　☎ 076-225-1849
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資格取得講習会案内 七尾会場
【８～10 月】

※新型コロナ感染状況により
延期となる場合があります。

◆ 高所作業車運転技能講習
◆ フルハーネス特別教育
◆ 特定化学物質等作業主任者技能講習

【10/3・10/6】
【10/12 ～】
【10/13・10/14】

◆ 玉掛け技能講習
◆ 車両系建設機械運転技能講習 (ユンボ・タイヤショベル等)

【10/17 ～】
【10/31 ～】

◆ 小型移動式クレーン運転技能講習
◆ フォークリフト運転技能講習 11月実施

★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☝のホームページで !　年間計画も掲載しています。

９月10日は 下水道の日

下水道のマスコット
キャラクター
「スイスイ」

○この調査は、国民の就業・不就業の状態を調査し、
全国・地域別の就業構造に関する基礎資料を得る
ことを目的としています。

○パソコンやスマートフォンでのインターネット回答
が便利です。紙の調査票による回答も可能です。

○調査をお願いする世帯には、９月中に調査員が伺い
ます。調査の趣旨を理解いただき、ご協力をお願
いします。

問 企画財政課　☎ 32-9331

　暮らしの安心・安全のために、
　電波のルールを守りましょう。

「電波の利用ルール」
① 無線機器を利用する際は
　「技適マーク」の確認を。

② 電波の利用には、原則、免許が必要です。

③ 外国規格の無線機器にはご注意を。

問 総務省北陸総合通信局
　不法無線局・混信・妨害　　☎ 076-233-4447
　テレビ・ラジオの受診障害　☎ 076-233-4491
　電波利用料　　　　　　　　☎ 076-233-4414
　その他行政相談　　　　　　☎ 076-233-4405

技適マーク

令和４年就業構造基本調査を実施します

守ろうよ！電波は大切なライフライン

◆期　間　10月３日㊊～７日㊎　9:00 ～ 17:00
◆場　所　七尾公証役場
　　　　 　（七尾市藤橋町戌部26-1  トウアイビル102）
◆相談員　金沢地方法務局所属公証人
◆相談事項　金相続・遺言および公証事項全般

問 七尾公証役場　☎ 0767-52-6508

【10 月１日～７日は公証週間】
無料公証相談所開設

○ 下水道への接続をお願いします
　下水道は河川や海などの水質保全、環境衛生の向上
など、快適な生活を送る上で必要不可欠な施設です。
　下水道が整備された区域で、まだ接続していない世
帯は、できるだけ早い接続をお願いします。

○ 下水道へ異物を流さないでください
　異物を流すと下水管が詰まったり、
ポンプなど設備の故障原因となりま
す。布きれや水に溶けない物、残飯、
野菜くずなどは流さないでください。

 問 まち整備課 上下水道室　☎ 32-9251

➡➡
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医療機関健診医療機関健診

医療機関で、健康診査（特定健診、後期高齢者
健診）を実施しています。医療機関によって、
事前に予約が必要な場合があります。必ず電話
で確認してから受診してください。受診当日、
保険証と検診受診券が必要です。

【申込先】 コールセンター ☎ 0800-123-9025（通話料無料）

10 月 31 日㊊まで

【対象者】
令和５年３月末までに40、50、60、70、76歳に到達する人
※６月送付の「受診券」と「保険証」を持参してください
※事前に予約、確認してから受診してください

内　容 検診期間 場所 費用

歯周疾患検診 11月 30 日㊌まで 町内協力
歯科医院 無料

個別歯周疾患検診個別歯周疾患検診  保健福祉センター　☎ 32-0339問申

志志

っっ賀賀りヘルスりヘルス ９月は「がん征圧月間」です

がん検診 私にできる がん対策
（2022年度がん征圧スローガン）

　がんは身近な病気で、誰でもなり得る可能性があり
ます。日本人の２人に１人がかかり、３人に１人が亡
くなると言われています。がんは早期に見つけること
が大切です。コロナ禍でも待ってくれません。発見が
遅れるほど治療が困難になります。多くのがんは、早
期に発見し、早期に適切な治療を受けることで治ります。
　胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんの５
つのがんは、検診で早期発見が可能です。さらに、適切
な治療を受けることで死亡率が低下することが科学的
に証明されているので、ぜひ、これらのがん検診を受け
ましょう。

　　がん細胞は１㎝を超えると急成長
乳がんでは, １つのがん細胞が１㎝の大きさになるには約15年
かかりますが、１㎝から２㎝になるには２年もかかりません。

がん検診はがん検診は不要不急の外出不要不急の外出ではなく、必要ではなく、必要な外出です。な外出です。

 問 保健福祉センター　 ☎ 32-0339

 問 保健福祉センター　 ☎ 32-0339

早期がんのうちに発見できる期間は1～２年

！

女性がん検診女性がん検診

内容 対象者
費用

集団 個別

子宮頸がん検診
（子宮頸部細胞診）

20歳以上
（平成15年３月31日以前生まれ） 500円 1,000円

21歳（平成13年４月２日
 ～平成14年４月１日生まれ） 無料

乳がん検診
（マンモグラフィ
～乳房X線検査）

40歳以上
（昭和58年3月31日以前生まれ） 500円 1,000円

41歳（昭和56年４月２日
 ～昭和57年４月１日生まれ） 無料

骨粗しょう症検診
（骨密度検査）

令和５年３月末までに
20、25、30、35、40、45、
50、55、60、65、70歳
に到達する人

無料

【 集団検診 】
　検診を希望する人は、事前にコールセンターに申し込みをし
て、指定された日時に受診してください。
　受診の際は、集団検診用受診券と検診費用を持参ください。

※クーポン券対象年齢の人は、無料で受診できます。クーポン
券を忘れずに提示してください。
※受診する際は、事前の検温とマスク着用をお願いします。
※詳しくは７月送付の「検診案内」をご覧ください。

内　容 実施日 受付時間 場　所

平日検診

９月２日㊎

13:00 ～ 14:00 志

９月６日㊋
９月７日㊌
９月12日㊊
９月16日㊎
９月27日㊋
９月１日㊍

13:00 ～ 14:00 活
９月８日㊍
９月14日㊌
９月30日㊎

休日検診
９月４日㊐

9:00 ～ 10:00
活

９月23日㊎㊗ 志

夜間検診
９月20日㊋

18:30 ～ 19:30
活

９月28日㊌ 志

【 集団検診日程 】

【 個別検診 】
　12 月まで、協力医療機関で受診できます。11 月 30 日㊌ま
でにコールセンターに申し込みが必要です。
　 医療機関には事前に予約、確認して受診してください。
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健康づくり・健康づくり・健 康 相 談健 康 相 談
内　容 実施日 時　間 備　考 場所

健康づくり講演会 ９月４日㊐ 13:00 ～ 15:30
（受付：12:30 ～） 入場無料　申込不要 文

健康ウオーク ９月11日㊐ 　受付：7:45 ～
　開会：８:00 ～ 増穂浦コース（5.0km）　　富来行政センター前で受付します

いきいき健康相談 毎週金曜日 10:00 ～ 11:30 事前に連絡して、健診結果か血液検査結果を持参してください
志

こころの健康相談 ９月16日㊎ 10:00 ～ 11:30 １週間前までに予約してください

 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・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

４カ月児健診 ９月15日㊍ 【受付時間】
13:00 ～ 13:30 令和４年５月生まれ

詳細は「健診案内」( 個別に送付 ) を見て
ください 志

３歳児健診 ９月15日㊍ 【受付時間】
13:30 ～ 14:30

平成31年
２月～３月生まれ

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 ９月15日㊍ 15:00 ～ 15:30

乳幼児の子どもと
保護者

希望者は１週間前までに申し込んでください
事前に相談内容を連絡してください

志

ゆう遊クラブ ９月13日㊋
10:30 ～ 11:30

※ 10:00から
　  希望者のみ計測

内容は「朝ごはんのおはなし」です。

げんキッズ広場 毎週火・金曜日 10:00 ～ 12:00 乳幼児の子どもと
保護者

遊びの教室 ９月５日㊊ 9:30 ～ 11:30 子どもの発達に
不安を感じている人 希望者は１週間前までに申し込んでください

事前に相談内容を連絡してください子育てファミリー
まるごと相談

９月21日㊌
９月29日㊍

①  9:30 ～ 10:30
②10:40 ～ 11:40

子育てに関する
相談のある人

オンライン相談 ９月13日㊋ ① 13:30 ～ 14:00
② 14:30 ～ 15:00

18歳未満の子ども・
妊産婦とその家族

ＺＯＯＭによるオンライン相談です
１週間前までに相談内容を連絡して申し込んでください

　※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 ９月８日㊍・29日㊍ 10:30 ～ 11:30 ストレッチ筋力強化運動 やすらぎ荘

ニコニコ教室 ９月９日㊎・16日㊎・30日㊎ 10:00 ～ 11:30 ストレッチ筋力強化運動 と

貯筋サークル 毎週火曜日 13:30 ～ 14:30 いきいき百歳体操 文化ホール
32研修室

いきいき貯筋倶楽部
毎週月曜日 ※19日を除く 13:30 ～ 14:30

いきいき百歳体操
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
体操教室 ９月14日㊌・28日㊌ 10:00 ～ 11:00

シルバーリハビリ体操
シルバーハウス

シルバーリハビリ
体操体験会 ９月２日㊎ 10:00 ～ 10:30 アスクポピア前

オレンジ喫茶
（介護者の集い） ９月14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）

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　と ：とぎ地域福祉センター　子 ：子育て支援課
　活 ：富来活性化センター　　　文 ：志賀町文化ホール

 子育て支援課　☎ 32-9122

※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。

問申

問申
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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

９月 22日㊍ 10:00 ～ 15:00 役場本庁舎
相談室

子育て支援課
☎ 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 >
９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

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

<志賀地域 >
９月９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 ９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

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
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）

本人や家族からの相談に専
門職が応じます

福祉・介護の仕事
セミナー＆個別相談 ９月 22日㊍

【セミナー】
10:00 ～ 10:45
【個別相談】
10:50 ～ 11:30

ハローワーク
羽咋相談室２階

石川県福祉の仕事
マッチング

サポートセンター
☎ 076-234-1151

介護の仕事・資格について
知りたい人へのセミナー、
介護の資格取得・仕事をし
たい人の相談に応じます

就職準備
サポート相談

相談員：キャリアコ
　　　　ンサルタント

月～金曜日
第２、第４土曜日

 9:00 ～ 18:00
【土曜日は
 40 歳以上優先】

石川県本多の森
庁舎１階

若者サポート
ステーション石川
☎ 076-235-3060

仕事をしていない人で「働
きたいが、どうすればいい
か・対人関係が不安・ブラ
ンクが不安」など悩みを抱
えている人（15 ～ 49 歳 )
とその家族を対象に、就職
に向けた準備をサポートし
ます（要予約・無料）

就職準備出張相談会
相談員：キャリアコ
　　　　ンサルタント

９月 20日㊋ 13:30 ～ 16:30 ハローワーク
羽咋相談室２階

七尾法律相談センター
（要予約・先着５人）
相談員：弁護士

９月 1日㊍・
８日㊍・15日㊍・
22日㊍・29 日㊍　

13:30 ～ 16:20
間の 30 分以内

七尾駅前
パトリア５階
フォーラム七尾

金沢弁護士会
☎076-221-0242

相談料：5,500 円
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 )

相続・遺言相談センター
相談員：司法書士

９月 12日㊊
９月 26 日㊊

14:00 ～ 16:00
間の 30 分以内

金沢地方法務局
七尾支局

石川県司法書士会
☎076-291-7070

相続・遺言相談に応じます
（要予約・無料）

自死遺族交流会
（Ｊ交流会） ９月３日㊏ 14:00 ～ 16:00 金沢市内

（電話でお知らせ）

石川県こころの健
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で、
心が安らぐ時を過ごします

■ 窓口延長業務　　　 　問 住民課　☎ 32-9121
日　　時 内　　容

９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

９月21日㊌
13:30 ～ 15:00

富来支所

９月28日㊌ 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。

　高浜バスターミナルの改修工事に伴い、
コミュニティバス「しかばす」の停留所をタ
クシー乗り場付近に移設していましたが、
工事の完了により、10月１日（土）から従前
の高浜バスターミナル内乗降場に戻します。

※新型コロナウイルス感染症の発生状況によって、変更となる場合があります。

問 企画財政課 ふるさと創生室　☎32-9301

その37地域公共交通だより
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