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情     報
パーク
町内交通事故・火災発生状況
（令和５年１月31日現在）

令和５年１月からの累計 前年比

交 通

事 故

件 数 ２件 ２
負傷者数 ３人 ３
死 者 数 １人 １

火 災

建 物 ０件 ０
林 野 ０件 ０
そ の 他 ０件 △１
負傷者数 ０人 △１

火災などの問い合わせは…☎22-2999

納　税
納期限：３月31日㊎
・国民健康保険税（９期）
・後期高齢者医療保険料（12期）
・介護保険料（９期）

テント市

◆日　時　３月28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
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寺口優美子
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電話番号☎　080-1962-7056（平日 9:00~17:00）
メールアドレス　shikagendayori@rikuden.co.jp

北陸電力 ( 株 ) 原子力本部 地域社会部 広報担当 

 
(

志賀原だより 放送中 !
お陰さまで 15年、

今月号は

6回 /日

10回 / 日

志
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放送
400 回
記念 これまでも これからも 志賀町のみなさまとともに ...

番組に関するお問い合わせ
ご意見、ご要望等も

お待ちしております！

発電所情報やアリス館・フローリィの各種イベント情報、電気に関する豆知識など
月ごとに様々な情報をお届けしています。ぜひ、ご覧ください！

8:45  10:45  14:45  17:45  20:50  21:50

7:55     8:55    9:55   10:55    13:55    14:55 
17:55  18:55  19:55   22:55

映像放送

文字放送

善意の花善意の花
◆志賀町舘開の藤田　昭一様より、
　母 はるゑの百寿のお祝いとして
　社会福祉向上に役立ててと

50,000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

 【敬老福祉金】商品券の
有効期限は３月 31日㊎まで

第 23回石川県障害者
スポーツ大会の選手募集

　志賀町敬老福祉金として、該当者
に２万円分の商品券（500円券で40枚）
が支給されましたが、有効期限は令
和５年３月31日㊎までです。期限が
過ぎると利用できなくなりますので、
できるだけ早くご利用ください。

◆ 該当者　　志賀町に５年以上在住
　　　　　　 昭和10年１月１日～
　　　　　　 12月31日に生まれた人

問 志賀スタンプ会（志賀町商工会内）
　　　　　　　 ☎ 32-1002
問 富来商工会　☎ 42-2562

◆ 日　時　５月21日㊐～６月３日㊏

◆ 場　所　西部緑地公園陸上競技場、
いしかわ総合スポーツセンター ほか

◆ 競　技　陸上、水泳、アーチェ
リー、卓球、ボウリング、バレー
ボール、サウンドテーブルテニス、
フライングディスク、ボッチャ

◆ 対象者　県内に在住、在勤、在学
で障害（身体・知的・精神）のある人

   ※令和５年４月１日現在満13歳以上の人

◆申込先　健康福祉課または志賀町
社会福祉協議会、障害福祉サー
ビス事業所、スポーツ団体、特
別支援学校など

◆申込締切　３月17日㊎

問 石川県障害者スポーツ大会実行
　委員会事務局　☎ 076-225-1426

【犬を飼っている皆さんへ】
狂犬病予防注射を受けましょう

犬の飼い主には
飼い犬の登録と
年１回の狂犬病予防注射が
法律により義務付けられています。

　毎年４月に各地区を巡回し、狂犬
病予防注射の集合接種を実施してい
ます。志賀町に登録のある犬の飼い
主には、３月中に案内ハガキを郵送
します。案内ハガキ裏面の問診票を
記入のうえ、会場に必ず持参してく
ださい｡ 注射手数料は3,500円です。
　新しく犬を飼った人、登録が済ん
でいない犬を飼っている人は、登録
が必要です。会場でも登録手続きが
できますので、直接会場に来てくだ
さい。注射手数料とは別に登録手数
料3,000円が必要です。
　また、登録している犬が死亡した
場合や、飼い主に変更があった場合
も届け出が必要です。

＊今年は４月２日㊐～ 16日㊐に
かけて実施予定です。会場、時
間などは、４月号の広報や志賀町
ホームページに掲載します。

問 環境安全課　☎32-9321
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申問 （公財)スポーツ安全協会石川県支部　☎ 076-268-3100　申問 生涯学習課　☎ 32-9350

加入対象者 補償対象となる
団体活動

加入
区分

掛け金
（１人年額）

傷　害　保　険　金　額 賠償責任保険
支払限度額

（免責金額なし）

突然死
葬祭費用保険
支払限度額死亡 後遺障害

（最高）
入院
（日額）

通院
（日額）

子ども子ども
（中学生以下）（中学生以下）

スポーツ・文化・スポーツ・文化・
ボランティア・地域活動ボランティア・地域活動 Ａ１Ａ１ 円円

800800
万円

2,000
万円

3,0003,000
円円

4,0004,000
円円

1,5001,500
対人・対物賠償合算１事故５億円対人・対物賠償合算１事故５億円
ただし、対人賠償は１人１億円ただし、対人賠償は１人１億円

180 万円180 万円
上記団体活動に加え、個人活動上記団体活動に加え、個人活動
中でも対象中でも対象
上段：団体活動中およびその往上段：団体活動中およびその往

復中復中の補償額の補償額
下段：上記以外（個人活動など）下段：上記以外（個人活動など）

の補の補償額償額

ＡＷＡＷ 1,4501,450
2,1002,100 3,1503,150 5,0005,000 2,000 2,000 対人・対物賠償合算１事故５億500万円ただし、対人賠償は１人１億500万円

100 150 1,000 500 対人・対物賠償合算１事故対人・対物賠償合算１事故
500 万円500 万円 対象外対象外

大人大人
（高校生以上）（高校生以上）

スポーツ活動スポーツ活動
（指導・審判を含む）（指導・審判を含む）

64 歳以下64 歳以下 ＣＣ 1,8501,850 2,0002,000 3,000 3,000 4,0004,000 1,500 1,500 

対人・対物賠償合算１事故５億円
ただし、対人賠償は１人１億円 180 万円180 万円

65歳以上65 歳以上 ＢＢ 1,2001,200 600600 900 900 1,8001,800 1,0001,000

文化・ボランティア・地域活動文化・ボランティア・地域活動
団体員の送迎、応援、準備、片付け団体員の送迎、応援、準備、片付け ＡＡ２２ 800800 2,0002,000 3,0003,000 4,0004,000 1,5001,500

全年齢全年齢 危険度の高い危険度の高い
スポーツ活動スポーツ活動 ＤＤ 11,00011,000 500500 750 750 1,8001,800 1,000 1,000 

※上記年間掛金には、制度運営費(10円）が含まれます。
※上記以外にインターネット加入に限り、開催期間３カ月以内の短期スポーツ教室専用の加入区分があります。
※詳しい金額などは、（公財）スポーツ安全協会のホームページを確認してください。（https://www.sportsanzen.org）

◆対象となる事故…　団体活動中の事故・経路往復中の事故
◆受付期間…令和５年３月１日～令和５年３月30日
◆保険期間…令和５年４月１日～令和６年３月31日
　（４月１日以降の申し込みは加入手続日の翌日から有効）

　スポーツ・文化・ボランティア活動などを
行う団体（４人以上）に対し、活動中の傷害
事故および賠償責任を負う事故を補償する保
険です。万が一に備えて、加入しましょう。

小さな掛金・大きな補償　「スポーツ安全保険」 に加入しませんか？

【令和４年度】　第２回物品の売り払い

　志賀町が所有する物品について、予定価格（最低売却価格）の提示による一般競争
入札を実施します。参加できる人は町内に住所を有する個人または法人に限ります。

◆入札期間　３月20日㊊～３月24日㊎　８:30 ～ 17:15
◆入札場所　志賀町役場 企画財政課

【入札に付する売払い物件】
物件
番号 品名 形　式 初登

録年
予定価格

（最低売却価格） 備　考

1 車両 トヨタ　エスティマハイブリッド
ＤＡＡ－ＡＨＲ２０Ｗ H21 50,000円

（消費税込）

自動車
リサイクル料込２ 車両 トヨタ　ランドクルーザープラド

ＫＮ－ＫＤＪ１２０Ｗ H17 100,000円
（消費税込）

３ 車両 トヨタ　プロボックス
ＣＢＡ－ＮＣＰ５８Ｇ H17 50,000円

（消費税込）

１

問 企画財政課　☎ 32-9331

２

３
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『広報しか』有料広告募集中！
広告の規格【大きさサンプル】カラー２枠 （実寸大）

１枠（45ｍｍ×88ｍｍ）　   11,000円

掲載申込受付は、掲載号の前々月 20日まで　　詳しくは･･･ 広報しか有料広告 検索 ↑

２枠（45ｍｍ×178ｍｍ）　22,000円
会社やお店のＰＲに
ぜひ利用ください。
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資格取得講習会案内 七尾会場
【実施・月/日】

※新型コロナ感染状況により
延期となる場合があります。

◆ グラインダー等研削といし特別教育
◆ 産業用ロボット ( 教示 ) 特別教育

【３/16】
【３/16・17】

◆ フルハーネス墜落制止器具特別教育
◆ フォークリフト運転技能講習
◆ 特定化学物質等作業主任者技能講習 
◆ 職長教育・安全衛生責任者教育

【４/25】
【５/19 ～】
【５/24・25】
【５/30・31】

★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。 

  

 
     

　令和５年４月から町税の納付書に「地方税統一ＱＲ
コード」が新たに印字されます。このＱＲコードを利
用して、「スマホ決済アプリ」や「地方税お支払サイト」
で、町税を納めることができるようになります。
　また、地方税統一ＱＲコード対応金融機関でも町税を
納付することが可能になるので、ぜひ活用してください。
　　　　

【利用方法】
・「スマホ決済アプリ」を利用する場合は、スマホ決済ア
プリから地方税統一ＱＲコードを読み取ってください。

・「地方税お支払サイト」を利用する場合は、地方税お
支払サイトにアクセスし、地方税統一ＱＲコードを
読み取ってから支払方法を選択してください。

・地方税統一ＱＲコード対応金融機関を利用する場合は、
従来通り金融機関の窓口に直接持参してください。

※支払方法によっては別途手数料がかかる場合があります。
※運用開始後、地方税統一ＱＲコード対応金融機関、スマ
ホ決済アプリなどは変更になる場合があります。最新の
情報は「地方税お支払サイト」を確認してください。

【地方税お支払サイト】
　https://www.payment.eltax.lta.go.jp/
　令和５年３月１日からアクセス可   →

※令和５年４月から、町税の「F-REGI公金支払い」によるクレジッ
ト納付は廃止となります。なお、料金については従来どおり
「F-REGI公金支払い」での納付が可能です。（４月１･２日は除く）

問税務課　 ☎32-9141 ※ＱＲコードは㈱デンソー
ウェーブの登録商標です。

ＱＲコードで町税納付が可能に！【令和５年度】自衛官幹部候補生・予備自衛官補募集

※新型コロナウィルスの影響で受付期間・試験日を変更する
場合があります。

※両試験とも、試験会場は、自衛隊石川地方協力本部（金沢市
新神田4-3-10 新神田合同庁舎）を予定。

問自衛隊石川地方協力本部七尾出張所　☎0767-53-1691
問志賀町自衛官募集相談員
藤田政広 ☎080-5853-1508　中野秀雄 ☎090-4567-2895

火災・救急・救助は119番！
問 志賀消防署　☎ 32-1776　問 富来分署　☎ 42-1211

幹部
候補生

【大学卒業程度試験】
22歳以上26歳未満

【試験日】
・１次試験
　４月22日㊏、23日㊐
・２次試験
　５月26日㊎～
　６月１日㊍のうち
　指定する日
【受付期限】
　４月14日㊍まで

【大学院卒業者試験】
修士課程修了者など
で28歳未満

予備
自衛官補

【一般】
18歳以上34歳未満 【試験日】

　４月８日㊏～23日㊐
　のうち１日を指定
【受付期限】
　４月６日㊍まで

【技能】
18歳以上で別に示す
国家資格などに応じ
53歳から55歳未満

春の火災予防運動【３/20 ～３/26】

昨年の街頭防火宣伝の様子

　まだまだ寒さが残り、家庭や職場でストーブなどの
暖房器具を使用する機会が多く、また空気が乾燥し火
が燃え移りやすい時期です。昨年、羽咋郡市管内では、
建物火災４件、林野火災１件、車両火災２件、その他
の火災７件でした。火災のほとんどは、ちょっとした
不注意から発生しま
す。火の取り扱いや
火の始末について、
今一度考えましょう。
また、コロナ禍が続
き、おうち時間が増
えている中、ガスや
電気配線など、住宅
火災の原因となる部
分を点検しましょう。

地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
が

印
字
さ
れ
た
町
税
納
付
書
⬅

対象税目
・町県民税　　　　　・固定資産税
・国民健康保険税　　・軽自動車税（種別割）
利用可能な支払方法
・各種スマホ決済アプリ
・クレジットカード払い 
・インターネットバンキング    } ※地方税お支払サイトを利用・口座振替（ダイレクト方式） 
   （事前にeLTAXの利用者登録と口座情報登録が必要です）
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職　　種 勤務場所 業務内容 資格要件

事務補助員 役場、出先機関 電話対応、書類整理、パソコンを使用した
簡易なデータ入力等、期日前投票受付事務

資格は問わないが、ワード・エクセルなどパソ
コンの基本操作ができる人

事務補助員
（障害者手帳保有者） 役場、出先機関 書類整理、パソコンを使用した簡易な

データ入力等、軽作業

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福
祉手帳のいずれかを有する人で、事務や軽作業
ができる人

調 理 員 学校給食
共同調理場 学校給食の調理業務 調理師免許を有する人

放課後児童クラブ
児童支援員

町内放課後
児童クラブ

放課後児童クラブ利用者支援または支援
補助

放課後児童支援員資格、保育士資格、社会福祉士
または教員免許を有する人（資格なしでも可能）

スクールバス
運 転 手 富来小中学校 スクールバス運転業務 大型自動車免許または中型自動車免許を有する人

特 別 支 援
教育支援員 町内小中学校 支援を必要とする児童の補助業務 教員免許を有する人（資格なしでも可能）

保 健 師 役場、出先機関 役場、出先機関の保健師業務 保健師免許を有する人

看 護 師 役場、出先機関 役場、出先機関の看護師業務 看護師または准看護師免許を有する人

看 護 助 手 町立富来病院 病棟の看護補助業務 ホームヘルパー２級課程または介護職員初任者研
修を修了した人（資格なしでも応相談）

薬 剤 師 町立富来病院 院内薬剤業務 薬剤師免許を有する人

理学療法士 町立富来病院 理学療法士業務 理学療法士免許を有する人

【令和５年度】　志賀町会計年度任用職員登録制度のご案内

(1) 登録手続きに必要な書類
　① 志賀町会計年度任用職員登録申込書 ※写真貼付
　　（総務課・富来支所で交付、ホームページからダウンロード可）
　② 資格が必要な職種に登録する場合は、資格証明書の写し

(2) 書類の提出方法
　① 申込書を記入し、必要書類を添付の上、総務課へ提出

してください。
　② 郵送の場合は、封筒に「会計年度任用職員登録申込書」

と朱書きしてください。

 ◆ 登録を募集する職種および資格要件など 

　町の会計年度任用職員として働くことを希望
する人が、あらかじめ希望する職種や勤務時間
などを登録し、必要に応じて登録者の中から勤
務条件に合う人を採用します。ただし、各業務
の繁忙期や職員の育児休業の場合など、必要に
応じて任用するため、登録されても必ずしも任
用されるとは限りませんのでご了承ください。

【給与など】　志賀町会計年度任用職員の給与に関する規則により支給
【勤務時間】　原則、８:30 ～ 17:15 のうち 7.5 時間以内、職種によって変則勤務あり
【社会保険】　要件を満たした場合に加入

◆登録受付期間　３月１日㊌から随時受付（登録完了のお知らせはしませんので、ご了承ください）
◆採  用  方  法　会計年度任用職員の任用を必要とするときに、登録者の中から書類や面接などで選考し任用
◆任  用  期  間　１年度内（最長１年以内で、年度内とします）
◆そ　 の　 他　詳細については、「志賀町会計年度任用職員登録制度のご案内」（総務課・富来支所で交付、ホームペー

ジからダウンロード可）を参照、または総務課総務人事担当までお問い合わせください
問 総務課総務人事担当　☎ 32-9311 
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　クリンクルはくいの周辺の道路上に、ごみの落下が
増えています。道路上やその周辺にごみが散乱して、
落下物（ごみ）が原因で、車両の通行の支障や交通事故
の原因となり大変危険です。また、施設（搬入経路）周
辺住民の迷惑になります。

　クリンクルはくいへごみを
　トラックなどで持ち込む場合は、

・シートやネットなどでしっかり覆う!!
・ロープなどでしっかり固定する!!
　出発前に、もう一度、覆いが緩くないか確認してく
ださい。運搬中も、途中で積み荷の状況を確認するな
どして、ごみが落下しないように注意してください。
また、積み過ぎにも注意してください。

問環境安全課　 ☎32-9321

【クリンクルはくいにごみを直接持ち込む人へ】
ごみの落下防止・飛散防止のお願い！

【海上保安学校生（特別：10月期入校、高卒程度）】
◆受験資格　高卒後13年未満の人、または卒業見込
　　　　　  みの人など
◆ 受験申込　３月１日㊌～３月８日㊌
◆ １次試験　５月14日㊐㊐
◆ ２次試験　６月７日㊌～６月28日㊌のうち１日

【海上保安官（大卒程度）】
◆受験資格　平成５年４月２日以降生まれの大卒者、
　　　　　　 または卒業見込みの人など
◆ 受験申込　３月１日㊌～３月20日㊊
◆ １次試験　６月４日㊐㊐
◆ ２次試験　７月11日㊋～７月19日㊌のうち１日

【受験申込専用アドレス】
　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
　その他の詳細は、人事院ホームページ
【国家公務員試験採用情報NAVI】
　https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo/html

問 第九管区海上保安本部総務部人事課
　（フリーダイヤル：☎ 0120-444-576）
問 七尾海上保安部管理課　☎ 0767-52-9118
HP：http://www.kaiho.mlit.go.jp/09kanku/

「海の警察官」海上保安官募集

献血を実施します

◆日　時　３月 24 日㊎　10:00～12:00、13:00～15:30
◆場　所　志賀町役場  富来支所１階

◆日　時　３月 30 日㊍　９:30～12:00、13:30～16:00
◆場　所　志賀町役場  本庁舎１F

　石川県では 400ml 献血のご協力を
　より一層お願いしています。

　※マスクを着用して来てください。

問 石川県赤十字血液センター　☎ 076-254-6372

　自殺対策基本法では、月別自殺者の最も多い３月を
「自殺対策強化月間」としています。「誰も自殺に追い
込まれることのない社会」の実現に向け、悩みを抱え
た人やその周囲の人が支援を求めやすいように啓発活
動を実施しています。

　もしあなたが先の見えない不安や、生きづらさを感
じるなどのさまざまなこころの悩みを感じていたら、
その悩みを相談してみませんか。

相談窓口や自殺対策の取り組みな
どの情報を掲載しているサイト→

【ゲートキーパーをご存じですか？】
　ゲートキーパーとは、悩んでいる人の「心のＳＯＳ」
に気づき、声をかけ、話を聴いて、必要な支援につな
げ見守る人のことです。

【ゲートキーパー養成講座】
大切な人の心を支えるゲートキーパー
について、一緒に学んでみませんか。

◆ 日　時　３月３日㊎　11:00 ～ 12:00
◆ 場　所　志賀町文化ホール　小ホール
◆ 講　演　ゲートキーパーとは何か ～その役割と実践～
　　　　　講師：精神科医  中川  東夫  氏
◆ 申込期限　３月１日㊌まで

申問 保健福祉センター　☎ 32-0339

問い合わせ先
●こころの相談ダイヤル　☎ 076-237-2700
●石川県こころの健康センター　☎076-238-5750
●♯いのちＳＯＳ　☎ 0120-061-338　
●よりそいホットライン　☎ 0120-279-338
●チャイルドライン　☎ 0120-99-7777　　

気づき 家族や仲間の変化に気づいて、声をかける
傾　聴 本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける
つなぐ 早めに専門家などに相談するように促す
見守り 温かく寄り添いながら優しく見守る

３月は『自殺対策強化月間』です

 まもろうよこころ

◆募集職種　牛の飼育補助（マニュアルに沿った給餌とそ
の準備、牛舎内通路、飼槽の清掃、牛舎パドッ
クのふん尿除去助手）

◆勤 務 地　 富来放牧場（志賀町和田15-1）
◆勤務時間　土・日・祝日、月曜日（月８日間まで）
  （半日勤務）８:00 ～ 11:00 または 13:00 ～ 16:00（３時間）
  （１日勤務）８:00 ～ 16:00（７時間　休憩１時間）
◆給与・待遇　時給1,039円
　※賞与・手当てなし、社会保険なし、労災保険あり
申問 （一社）石川県農業開発公社  富来放牧場　☎ 42-2624

富来放牧場  臨時職員募集

九管区ＨＰ
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健 康 相 談健 康 相 談
内　容 実施日 時　間 備　考 場所

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 ３月17日㊎ 10:00 ～ 11:30 １週間前までに予約してください（時間が変更となる場合があります）

 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 ３月16日㊍
【受付時間】
13:00 ～ 13:30 令和４年11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 ３月16日㊍
【受付時間】
13:30 ～ 14:30

令和元年
８月～９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 ３月16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 ３月14日㊋ 10:30 ～ 11:30

※ 10:00から
　  希望者のみ計測

内容は「音遊び（リトミック）」です

ぷちゆう遊教室 ３月24日㊎ 生後３～８か月頃まで
のお子さんと保護者

内容は「ベビーマッサージ」です
希望者は１週間前までに申し込んでください

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

子育てファミリー
まるごと相談

３月 8日㊌
３月23日㊍

①  9:30 ～ 10:30
②10:40 ～ 11:40

子育てに関する
相談のある人

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 児

オンライン相談 ３月14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 ３月９日㊍・23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 ３月10日㊎・17日㊎・24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
※21日㊋㊗を除く 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 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   9:30 ～ 10:00 シルバーハウス

シルバーリハビリ
体操教室 ３月８日㊌・22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 ３月３日㊎ 10:00 ～ 10:30 アスクポピア前

オレンジ喫茶
（介護者の集い） ３月８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　児 ：児童館

 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

無料法律相談
（予約制・先着８人） ３月27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

３月 23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 >
３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

<志賀地域 >
３月 10 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 ３月  ８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）

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

福祉・介護の仕事
セミナー＆個別相談 ３月 23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

３月 21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

３月  ２日㊍
３月  ９日㊍
３月 16日㊍
３月 23 日㊍
３月 30 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

３月 13日㊊
３月 27 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） ３月  ４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

※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。

■  町長談話室　　　     問 総務課　☎ 32-9311

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。

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

３月 4日㊏・11日㊏
・18日㊏・25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

問 企画財政課 ふるさと創生室　☎ 32-9301 

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、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。
◆ 申請期限　令和５年３月31日㊎

　詳しくは  志賀町結婚新生活支援
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