
③町税などの滞納がない人
④入居者の所得月額が次の基準内
桜木・九十九…158,000 円

（裁量世帯 259,000 円）以下
姫・鵜川駅前・さくら…158,000 円
以上
⑤入居者全員が暴力団員でないこと
⑥単身よりも複数人の世帯を優先
裁量世帯…「身体 1 級～ 4 級、精
神 1 級～ 3 級、知的ＡまたはＢと
認定された障がい者がいる世帯」「申
し込み者が 60 歳以上で、かつ同居
者のいずれもが 60 歳以上、または
18 歳未満である世帯」「小学校就学
前の子どもがいる世帯」のいずれか
に該当する世帯。
事故住宅…住戸内等において人身事
故の発生した住宅や、孤独死で発見
が遅れた等の住宅です。入居される
までには補修を行い、使用において
は他の住宅と何ら変わりありませ
ん。事故の原因等については記載以
外のことはお答えできません。
入居後、事故住宅であることを理由
として他の住宅へのあっせんを受け
ることができませんので、充分ご理
解の上でお申込みください。
■敷金　家賃の 3 カ月分
問建設水道課☎ 62-8523

くらしの掲示板 INFORMATION
お

ま

わ
りさんだよ

　　　問珠洲警察署☎ 82-0110
　　　能登庁舎☎ 62-1334

町営住宅入居者募集

■募集期間…5 月 20 日㊌まで
■対象住宅
桜木住宅　鵜川 30 字 1 番地

・1 号棟 111 号、2DK（※事故住宅）
家賃  月額 15,600 円～ 23,200 円
　（裁量世帯は上限額 35,900 円）

・1 号棟 134 号、3DK
家賃  月額 19,200 円～ 28,500 円
　（裁量世帯は上限額 44,000 円）

・２号棟 221 号、2DK（※事故住宅）
家賃  月額 15,700 円～ 23,300 円
　（裁量世帯は上限額 36,000 円）

・2 号 棟 232 号、234 号、235 号、
3DK
家賃  月額 19,200 円～ 28,600 円
　（裁量世帯は上限額 44,200 円）
九十九団地　小木 3 丁目 8 番地

・3-3 号、2LDK
家賃  月額 13,900 円～ 20,700 円
　（裁量世帯は上限額 31,900 円）
※家賃は所得により変動します。
姫団地　姫 3 丁目 36 番地

・1 号棟 107 号、2DK
家賃  月額 25,000 円
鵜川駅前団地　七見い字 2 番地 8

・1 号棟 102 号、3DK
家賃　月額 45,000 円
さくら団地　柳田龍部 14 番地

・3 号棟 1 番、7 号棟 2 番、3LDK
家賃  月額 30,000 円
■入居可能日…6 月 1 日㊊
■入居資格
①町に住所を有する人（予定者を含む）
②住宅に困窮していることが明らかな人

　地区防犯委員長は各地区の小学校を
訪れ、令和 2 年度能登町新入学児童
77 人へ「いかのおすし」ファイル・
文具などの防犯グッズを学校長へ手渡
しました。子ども達が犯罪被害に遭わ
ないよう地域ぐるみで見守ります。

廃棄物の不法投棄・焼却
を見かけたら １１０ 番

　廃棄物は決められた方法によって
処分しましょう。
　処分場所以外の場所に廃棄物を投
棄したり、野外で焼却することは、
法律で禁止されています。

募　集

能登町行政改革推進委員会委員能登町行政改革推進委員会委員

　町では令和２年度に策定した第４

次能登町行政改革大綱により、町に

おける行政の事務改善とサービスの

向上を目指しています。

　町の行政改革に広く町民の皆さま

の意見を反映させ、町民協働による

行政運営を進めるため、公募委員を

募集します。

公募委員数　３人以内

任期　令和２年度の任命を受けた日

から令和４年度まで（３年間）

報酬 日額　委員長：5,700 円、　

委員：5,200 円

応募の資格　町に引き続き１年以上

居住する満 20 歳以上 70 歳未満で、

次の要件を満たす人

①町の審議会などの委員となってい

ない人

②町の議会議員または職員でない人

③一年のうち平日に３回程度の会議

に出席できる人

応募の方法　所定の応募申込書と

「能登町の行政改革に対する提言等」

を役場総務課へ応募者本人が郵送、

持参、FAX または電子メールにより

応募ください。

※応募申込書は、町ホームページ、

役場総務課、支所の窓口にあります。

「能登町の行政改革に対する提言等」

は、任意の用紙により、400 字程度

で記述してください。

募集期限　５月 29 日㊎まで

問総務課☎ 62-8532

令和 2 年度国勢調査員　    　　令和 2 年度国勢調査員　    　　

　令和２年 10 月 1 日を基準日として、

５年に１度の国勢調査が実施されます。

この調査の実施にあたり、調査員とし

てご協力いただける方を募集します。

応募資格　

・町内に居住する原則 20 歳以上で、責

任をもって調査活動ができる健康な人

・調査で知り得たことなど、秘密の保

持ができる人

・税務・警察・選挙事務に直接従事し

ていない人

募集期限　５月 29 日㊎まで

主な業務内容
①調査員説明会への出席

②調査票の配布・回収・点検・提出

③その他、本調査に係る協力

任命期間　令和２年８月下旬～ 10 月

下旬の約 2 ヶ月間

報酬　あり　担当する調査区・世帯

数により変動

申込先　役場企画財政課

※希望された地区に申し込みが集中

した場合は、ご希望に添えないことも

ありますのでご了承ください。

問企画財政課☎ 62-8535

能登町赤十字奉仕団員　　　　能登町赤十字奉仕団員　　　　

　町赤十字奉仕団は、赤十字事業の普

及啓発のもとに “ 地域社会を明るく住

みよくしよう ” という気持ちを持った

ボランティア組織です。

万一に備えての救急法等の講習会や

福祉施設の清掃、チャリティバザーの

協力など、地域における社会福祉の増

進のために活動を展開しています。

男女の別は問いません。興味のある方

はご連絡ください。

問能登町社会福祉協議会☎ 72-2322

能登高等学校鳳柳寮調理員　　能登高等学校鳳柳寮調理員　　

　能登高等学校鳳柳寮では、調理員を

募集しています。

勤務場所　能登高等学校鳳柳寮

　　　　　　　　柳田イ部３番地

経験・年齢不問　シフト制　雇用保険

公務災害補償　健康保険　厚生年金

賃金　・週 4 日、1 日 7 時間 15 分勤

務の場合　日額 6,210 円

・週 5 日、1 日 4 時間勤務の場合　時

給 856 円

問能登高等学校☎ 62-0544

許可なくゴミを燃やすのは、
法律違反です

不法投棄も同じ罰則です

山に入るときはご注意山に入るときはご注意
松くい虫防除薬剤空中散布松くい虫防除薬剤空中散布

　松くい虫の被害を防ぐため、ヘリコプターによる防
除薬剤空中散布を行います。
　気象条件や航空会社の都合などにより、散布日時を
変更する場合がありますので、ご理解をお願いします。

　空中散布予定日　5 月 26 日㊋

　散布地区
　　高倉・宇出津・三波・鵜川・小間生・桐畑・
　　合鹿・上・滝之坊・福光・明生

注意事項
①散布中は、散布区域内や周辺に立ち入らないでくださ

い。自動車での乗り入れもしないでください。

②散布中、周辺地域にお住まいの人は窓を閉め、洗濯物

やペットなどを外に出さないでください。

③散布区域周辺で飼養している家畜は畜舎に係留し、区

域内の飼料は 4 週間程度与えないでください。

④散布区域内の山菜や山水は、4 週間以上経過するまで口

にしないでください。

⑤散布区域内に入るのは、2 週間以上経過してからにして

ください。

桜木住宅

契約金額500 万円以上の入札結果です。
全入札結果は町ホームページに掲載しています。 

入札結果
3月15日～4月14日

問企画財政課
☎62-8535

件名　　 場所 担当課 契約額 落札者

令和元年度　地方創生道路整備推進交付金事業
町道真脇 13 号線　道路改良工事（舗装工） 真脇 建設水道課 ㈱ソテック 5,885,000 円

令和元年度　社会資本整備総合交付金事業　
町道宇出津 125 号線　災害防除工事　その 2 宇出津 建設水道課 ㈲ケイ・エム・ティ 6,545,000 円

令和 2 年度　能登町指定ごみ袋購入 越坂 住民課 ㈱千間啓文社 9,890,210 円
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防犯委員からグッズを受け取る柳田小学校長
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相　談

くらしの掲示板

行政相談　行政相談　問総務課☎ 62-8532
日 時間 場所 行政相談委員

  ※ 5 月の行政相談は新型コロナウイルス感染拡大防止のため
　　　　  中止となります。

相談内容　行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きに関する相談
などに応じます。

心配ごと相談心配ごと相談　　問町社会福祉協議会☎ 72-2322
日 時間 場所

  ※ 5 月の心配ごと相談は新型コロナウイルス感染拡大防止のため
　　　  中止となります。

相談内容　日常生活の困りごとや悩みなどにお応えします。

こころの健康相談こころの健康相談（要予約）　問能登北部保健福祉センター☎0768-22-2011
相談名・内容 日時 場所・問い合わせ先

 ※ 5 月のこころの健康相談は新型コロナウイルス感染拡大防止のため
　　 中止となります。

法律相談法律相談　　問金沢弁護士会☎076-221-0242
日 時間 場所 予約・問い合わせ先

 ※ 5 月の法律相談は新型コロナウイルス感染拡大防止のため
　　　　  中止となります。

なんでも相談「カナリア」（電話相談）なんでも相談「カナリア」（電話相談）　　
日 時間 相談電話番号

毎週㊋・㊍ 10:00 ～ 14:00 ☎ 76-2874 ※㊗は休み

相談内容　親子・夫婦・家族問題や日常生活の悩み、ＤＶなどに電話で相談
に応じます。

　国税不服審判所は、 国税に関する不

服申立て（審査請求事件）を調査・審

理して裁決を行う機関です。昭和 45

年 5 月 1 日に設立され、本年 5 月 1

日に設立 50 周年を迎えます。

　　国税不服審判所とは？
・国税不服審判所は、税務行政部
内にお ける公正な第三者的機関
であり、審査請 求事件を調査 · 審
理して裁決を行う
• 国税不服審判所の裁決は、行政
部内に おける最終判断である
• 処理が迅速（原則として 1 年以
内の処理）であり、手数料もかか
らない

国税不服審判所は 5 月 1 日国税不服審判所は 5 月 1 日
に設立 50 周年を迎えます！に設立 50 周年を迎えます！

有料広告

お知らせ

警察官採用候補者試験　　 　  警察官採用候補者試験　　 　  

区分　警察官Ａ、女性警察官Ａ
受験資格　

・昭和 62 年 4 月 2 日から平成 12 年
4 月 1 日までに生まれた者

・大学卒または令和３年３月までに
大学卒業見込みの者
試験公告日　5 月 20 日㊌
受付期間　5月27日㊌～6月19日㊎
試験日程　（第一次試験）
　筆記試験…7 月 12 日㊐
　体力試験…7 月 18 日㊏

（第二次試験）　8 月下旬
・試験区分、採用予定人員、実施方
法等は試験公告日に発表されます。
願書の交付は、試験公告日より前に
はできません。

・願書の交付は珠洲警察署のほか、
能登庁舎や各駐在所でも行います。
問珠洲警察署警務課☎ 82-0110

5 月は「赤十字運動月間」です 5 月は「赤十字運動月間」です 

　一刻を争う災害等での救護をは
じめとする日本赤十字社の様々な
活動は、皆さまから寄せられる会
費や寄付金によって支えられてい
ます。
　今年度も充実した活動を行うた
め、赤十字の活動資金にご協力を
お願いいたします。
問日本赤十字社石川県支部能登町分区
　 赤十字担当窓口☎ 72-2322

【延期】甲種防火管理新規・再講習【延期】甲種防火管理新規・再講習  

　5 月 21 日、22 日に予定していた

石川県調理師試験　　　　　　石川県調理師試験　　　　　　

日時　10 月 10 日㊏
　　　　13:30 ～ 15:30
試験場　金沢星稜大学　　　　 　
　　　　（金沢市御所町丑 10-1）
受験書類の配布場所　

・能登北部保健福祉センター
☎ 0768-22-2011

・珠洲地域センター☎ 84-1511
受験書類の配布期間
5 月 11 日㊊～ 6 月 5 日㊎
受験書類の提出先

（公財）調理技術技能センター
　調理師試験担当あて
出願期間
5 月 11 日㊊～ 6 月 5 日㊎

（当日消印有効）
受験手数料　６，４００円
合格発表　11 月 30 日㊊
問（公財）調理技術技能センター
☎ 03-3667-1815

令和 2 年度甲種防火管理新規・再講
習は、新型コロナウイルス感染症が
拡大している影響を受け、延期とな
りました。
　日程は未定であり、実施日が決ま
りましたら再度お知らせいたします。
問奥能登広域事務組合消防本部
　予防課☎ 0768-23-0119

【中止】ソプラノ公演　【中止】ソプラノ公演　　　　　　 　　　　　 

　広報のと 4 月号の「くらしの掲
示板」でお知らせした、5 月 7 日㊍
に予定していたシャーロット・ド・
ロスチャイルドさんのソプラノ公演
は、新型コロナウイルスの感染拡大
防止のため中止となりました。
問 NPO 法人「のとキリシマツツジ
の郷」（政田）☎ 76-2277

審理の迅速性と透明性
を高めるための施策

担当者の

連絡・紹介

「審理の状況・

予定表」の交付

「争点の確認

表」の交付

原則1年以内

の事件処理

　これからも、国税不服審判所は、税

務行政部内における公正な第三者的機

関として、適正かつ迅速な事件処理を

通じて、国民からの更なる信頼と評価

が得られるよう、一層の努力と工夫を

積み重ねていきます。
※各相談所の６月以降の開設については、未定となっています。直接問い
合わせいただくか、ホームページ・テレビなどにより最新の情報をご確認
ください。

くらしの掲示板 INFORMATION

【中止】町制施行 15 周年記念事業【中止】町制施行 15 周年記念事業

　5 月 15 日㊎に予定していた町民

ふれ愛コンサート、17 日㊐に予定し

ていたＮＨＫ「じわもんラジオ」公

開収録は、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため中止となりました。

問総務課☎ 62-8532

場所　ハローワーク能登
※他のハローワークでも、別の日
時で出張相談を開設しています。
問石川県福祉の仕事マッチングサ
ポートセンター（福サポいしかわ）
☎ 076-234-1151

福祉・介護のしごと出張相談   福祉・介護のしごと出張相談   

　石川県福祉の仕事マッチングサ
ポートセンターでは、介護・福祉
職への就職に対する不安の解消や
仕事に対する理解の促進、講習会
や事前の職場体験などの相談を受
け付けるため、ハローワーク能登
で出張相談を行っています。
日時　5 月 21 日㊍　13:30 ～ 15:00

母子家庭等就業支援講習会　    母子家庭等就業支援講習会　    

　ひとり親家庭の父・母及び寡婦
を対象として本年度は次の講習会
を開催します。
①介護福祉士実務者研修（金沢市）
②医療事務（金沢市）
③パソコン３級受験（金沢市）
④英語（接客表現）（七尾市）
⑤日商簿記初級検定受験（小松市）
申込期間　6 月 12 日㊎
問（公財）石川県母子寡婦福祉連合
会☎ 076-264-0503

15_NOTO＋2020.5

案　内

☎ 76-8005☎ 76-8005

加入者の宅内が原因の場合は、
費用が加入者負担になる場合が
あります。

テレビが見られない、インターネットに接続できない、
域内電話がつながらないなど、
町ケーブルＴＶに関するお困りごとは
　町ケーブルネットワーク・カスタマーズ・センター
　（有線放送　障害対応専用電話）平日 8:30 ～ 17:15

※ゴールデンウィーク中はお休みとなります。ご了承ください。
　　　　　期間：4 月 29 日㊌～ 5 月 6 日㊌　
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日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10
㊡　　

11
㊡　　

12 13 14 15 16

17
㊡　　

18
㊡　　

19 20 21 22 23

24
㊡　　

25
㊡　　

26 27 28 29 30

31
㊡　　

図書館へおいでよ図書館へおいでよ図書館へおいでよ

16

・掟上今日子の設計図　西尾 維新／著
・約束の小説　森谷 祐二／著
・クスノキの番人　東野 圭吾／著
・私たちの望むものは　小手鞠 るい／著

中央図書館の新刊
緋色の残響
長岡　弘樹／著

MISSING 失われているもの
村上　龍／著

　ピアノ教室で生徒が急死し

た。死因は食物アレルギー。不

慮の事故と思われたが、犯人の

存在が浮上し…「傍聞き」のシ

ングルマザー刑事 & 新聞記者志

望の娘が主人公の連作短編集。

　この女優に付いていってはいけ
ない―。小説家は、母の声に導か
れ彷徨い続ける。『限りなく透明
に近いブルー』からひと筋に続く
創造の軌跡！５年ぶり、待望の長
編小説！

中央図書館
　☎ 62-8520
　開館 9:00 ～ 18:00
　　（㊏・㊐は 17:00 まで）
　休館 ㊊・㊗
松波図書館 ( 分館 )
　☎ 72-1819
　開館 9:00 ～ 17:00
　休館 ㊐・㊊・㊗
柳田教養文化館
　☎ 76-1585
　開館 10:30 ～ 18:30
　休館 ㊐・㊗

5 月のカレンダー

■ 展示コーナー
【文庫ふぇあ♪】
実はあの作品の続編が文庫で出版されていることも！？
はたまた文庫でしか出版されていない作品！
なんてことも。
持ち運び便利☆スキマ時間に読んじゃおう！

■新型コロナウイルス感染予防対策

　

ふれあい保育
月の5
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★未就園児の親子対象　　小学生以上対象　　要申込

☎ 62-1503
（域内☎ 65-1503）

申

図書館関係施設は、感染拡大防止のため
3 館とも、５月１日㊎～６日㊌ まで
臨時休館といたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたし
ます。

※休館期間については、状況により変更
となる場合がございます。

㊡＝休館日　　＝中央図書館　　＝松波図書館（分館）　　＝柳田教養文化館

・書いて、捨てる！　筆子／著
・しない片づけ　ごんおばちゃま／著
・地球に住めなくなる日　ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄ・ｳｫﾚｽ・ｳｪﾙｽﾞ／著
・はじめてでも美しく仕上がる庭木・花木の剪定
　　　　　　　　　　　　　　　 川原田 邦彦／監修

中 松 柳

小

公立保育所（認定こども園） 日時 内容

柳田保育所

鵜川保育所

しらさぎ保育所

ひばり保育所

○こどもみらいセンター　　

○まつなみキッズセンター　　☎ 72-0269

５月 2 日㊏　９：００～　で予定していた
リサイクル市は延期となります。
日程が決まりましたら改めてお知らせいたします。

■雑誌のリサイクル市

＊ 5 月のふれあい保育は、

新型コロナウイルス感染拡大

防止のため、中止となりました

利用者の皆さんへ利用者の皆さんへ

   新型コロナウイルス感染拡大防止のため、こどもみらいセ
ンターの児童館・子育て支援ルームおよび、まつなみキッズ
センターは臨時休館しています。

　◇休館期間　５月６日   ㊌   まで
　　　※期間は今後、状況によって変更する可能性があります。

　　　　　ホームページなどにより最新の情報をご確認ください。

　行事が再開したらまた遊びに来てくださいね♪

イメージキャラクター
　　　ノームちゃん

ノームくん

海
上

保安官だよ

新緑の季節になりました。ＧＷの休暇
を利用して船のレジャーを始める人も
いると思います。
船のレジャーを楽しく過ごすため、う
みまる君からのお願いです！

ゴールデンウイークを安全ゴールデンウイークを安全
に楽しく過ごすためにに楽しく過ごすために

問能登海上保安署☎ 74-8118

※今月の「加夢加夢おはなし会」は中止です

柳松

柳松

柳松

柳松

中 松

中 松

中 松

　　13:30 ～
あゆみ読書会
中

館内整理休館
中

・船を出すときは、エンジン、燃料
　などの発航前点検を実施

・船に乗るときは、必ず救命胴衣を
　着用

・非常時の連絡手段を確保

これらを守って
安全で楽しい海の思い出を！！

~ 救命胴衣の
定期的な点検を !!~

みなさんがお使いの救命胴衣、ちゃん
と機能しますか？
特に膨張式救命胴衣は膨張機能部の点
検が重要です！！
※１度使用したボンベは交換が必要です！

今一度、自分が使っている救命胴衣が
しっかり使える状態であるか
点検をお願いします！！

連絡手段の確保に便利
な携帯電話を防水ケー
スにいれてね！

浮体のチェックも
お願いします！！

今月の

は、おやすみです。

臨時休館

臨時休館


