
くらしに関する情報をお知らせします

問 /まなび文化課（☎ 58‐2272 FAX 55‐8555）

「まなびフェスタ」分科会
テーマ案募集

　市民の方の活動や考え方を発表し、交流の輪を広
げる場として、毎年「まなびフェスタ」を開催して
います。「まなびフェスタ 2021」は、来年 2月 14 日
（日）に開催を予定しており、分科会のテーマ案を募集
しています。文芸、自然環境、医療・健康、伝統文化、
食育・農業などテーマは自由です。
　興味のあること、学んでみたいことはありません
か。あなたのアイデアをぜひ、お聞かせください。（電
話やメールなど、応募方法は自由です）
▶ 応募締切　6月 30 日（火）

問 / 福祉課（☎ 58‐2230 FAX 58‐2294）

令和元年台風第 19 号災害
義援金について

令和元年 12 月１日～令和２年３月 24 日の期間で、
能美市に寄せられた義援金（市役所各窓口センターな
ど公共施設に設置された義援金箱）14,388 円は、日本
赤十字社能美市地区を通じて被災地へお届けします。

成人式の実行委員を募集します！
成人式の実行委員は、当日上映する映像の制作や
式典の司会、ピアノ演奏などの成人式づくりの運
営を行います。令和３年成人式の実行委員になっ
て、仲間と一緒に思い出に残る式を作りませんか。
ビデオ撮影や編集、ピアノ演奏が得意な人大歓迎
です！
▶ 申込方法　７月 17 日（金）までにまなび文化課
へ電話またはメール（manabi@city.nomi.lg.jp）
で氏名・住所・出身中学校・
連絡先をご連絡ください。

▶ 日時　令和３年 1月 10 日（日）10 時～
▶ 場所　根上総合文化会館（根上・寺井・辰口の３
地区とも同会場で行います）
▶ 対象　平成 12 年 4 月２日から平成 13 年４月１日
までに生まれ、現在能美市に住んでいる方、または根
上・寺井・辰口中学校を卒業した方
※対象者には、11月ごろに案内状をお送りします。

問 /まなび文化課（☎ 58‐2272 FAX 55‐8555）

実行委員を募集しています

成人式のご案内

申請書は市ホームページ「暮らし」からダウンロードできます

医療費支給申請書の郵送受付について

　市では、各種医療費助成を行っています。申請受付
は、市役所各窓口のほか、郵送で受付することも可能
です。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ぜひ
郵送もご利用ください。申請書は、市ホームページ「暮
らし」からダウンロードができます。
▶ 郵送先　〒 923‐1297　能美市来丸町 1110 番地
　能美市役所　健康福祉部福祉課または子育て支援課
※郵送の際には、医療費支給申請書のほか、右表にあ
る申請に必要なもの（★）を同封してください。

問 /福祉課（☎ 58‐2230 FAX 58‐2294）、子育て支援課（☎ 58‐2232 FAX 58‐2293）

申請に必要なもの（★） 担当課

心身障害者（児）医療費 病院、薬局などの領収証 福祉課

指定難病医療費
・特定医療費（指定難病）
受給者証の写し
・病院、薬局などの領収証

福祉課

精神障害者入院医療費

病院、薬局などの領収証

福祉課

精神障害者通院医療費 福祉課

乳幼児・児童医療費 子育て支援課

ひとり親家庭等医療費 子育て支援課

寡婦医療費 子育て支援課

妊産婦医療費
・病院、薬局などの領収証
・母の健康保険証の写し
・母の通帳の写し

子育て支援課

　新型コロナウイルスの感染拡大が心配される中、今年も大雨や台
風の時期（出水期）がやってきます。洪水や土砂災害に警戒し、災
害の危険が迫ったら迷わず避難しましょう。

▶ 今年の避難は いつもの避難+感染防止対策
　市では、避難所開設時における感染防止対策として、避難者スペースを広く確保したり、衛生管理の徹底に努めま
すが、市民皆さまには、避難時に次のポイントについてご理解をお願いします。

問 /危機管理課（☎ 58‐2201 FAX 58‐2290）

今年も大雨や台風の時期「出水期」がやってきます

洪水や土砂災害の危険が迫ったら迷わず避難を

「出水期」がやってきます

避難所の「３密」を避けるため

知人・親戚宅への避難や
自宅の場所が危険な区域で
なければ在宅避難※も検討

いつもの避難所生活ルール以上に

手洗い、咳エチケット
マスク着用、十分な換気など
感染予防の徹底

いつもの避難時の非常持出品に

消毒液やマスク、体温計など
感染予防に役立つものを
プラス

避難所ではいつも以上に

発熱や息苦しさなど
自分の健康状態をチェック
体調が悪い場合はすぐに申告

出水期に備える３つの心掛け
１．浸水想定区域と土砂災害警戒区域を確認しておきましょう。
　　（「防災ガイドブック」52 ページ～）
２．自宅が浸水想定区域または土砂災害警戒区域に該当する場合は、
　　危険が迫ったとき、「どこへ避難するか」決めておきましょう。
３．避難情報が発令されたとき、または自分自身が
　　「危険だ」「不安だ」と感じたときは、「ちゅうちょせず」避難しましょう。し う

イメージ図

※在宅避難…避難場所の状況や避難行動の安全性を判断して在宅を選び、避難所に避難しないこと。

３月に全戸配布した
「防災ガイドブック」

新型コロナウイルス感染防止対策の状況下での

避難の４つのポイント

１

３

２

４

11 10



くらしに関する情報をお知らせします

問 /商工課（☎ 58‐2254 FAX 58‐2266）

　能美市では、積極的にインターンシップ事業を行う市内企業を支援しています。

　インターンシップ事業を行う
にあたり企業が負担した学生の
交通費、宿泊費などの２分の１
の額を補助します。申請は年間
２回までとし、１企業当たり年
10 万円が限度です。
　対象事業が終了後、速やかに
補助金交付申請および実績報告
書をご提出ください。

①インターンシップ参加

③補助金申請
（インターンシップ実施後）

市役所 ( 商工課）

大学生、大学院生、高専生

④補助対象経費の
　２分の１を補助金交付

②交通費・宿泊費など
　支払い

の１を補助金

能美市内に本店または事業所を
　　有する法人または個人

問 /生活環境課（☎ 58‐2217 FAX 58‐2292）

特定外来植物を
見つけたときは駆除を

昨今、石川県内で「オオキンケイギク」、「オオハン
ゴンソウ」、「アレチウリ」、「オオカワヂシャ」などの
特定外来植物の生育が確認されています。発見された
際は、刈り取って２～３日天日にさらしてください。
その後袋に入れて枯死させ、可燃ごみまたは美化セン
ターへ出して処分をお願いします。

「オオキンケイギク」

「アレチウリ」

「オオハンゴンソウ」

「オオカワヂシャ」

　市民税非課税世帯の方で、一定の要件を満たす方に
ついて、介護保険の施設サービスや短期入所サービス
を利用された際の食費・居住費（滞在費）を軽減する
制度があります。
　軽減を受けるには、サービスを利用する介護保険施
設に「介護保険負担限度額認定証」を提示する必要が
あります。介護長寿課または寺井・根上窓口センター
で申請手続きをしてください。
《現在軽減を受けている方へ》
　６月上旬に更新申請書を送付する予定です。引き続
き軽減制度の利用を希望する方は、通知でお知らせす
る提出期限までに更新の申請手続きをお願いします。
▶申請窓口　介護長寿課、寺井・根上窓口センター

介護保険施設の利用料
軽減制度のご案内

問 /介護長寿課（☎ 58‐2233 FAX 58‐2292）

インターンシップ事業をおこなう企業を支援します

インターンシップ促進支援事業補助金

　保護者の就労などで日中留守家庭となる小学生を対
象に夏休み期間中の放課後児童クラブ入会申し込みを
行います。適切な遊びと生活の場を提供することで児
童の健全育成を図ります。
▶申込期間　６月１日（月）～ 15 日（月）
▶申込場所　各放課後児童クラブ
※詳細は各放課後児童クラブへ
お問い合わせください。

児童手当および特例給付を受けている方は、毎年６
月に現況届の提出が必要です。６月上旬に、現況届の
用紙を受給対象者に郵送します。もし、現況届の提出
が無い場合は、６月分以降の手当が受けられなくなり
ますので、忘れずに提出期限までに提出してください。
　現況届により、所得状況や支給要件を確認して６月
分以降の手当の支給について審査を行います。
▶提出期限　６月 30 日（火）
▶提出先　子育て支援課、寺井・根上窓口センター
※申請受付は、郵送で受付することも可能です。ぜひ
郵送もご利用ください。
▶ 郵送先　〒 923‐1297　能美市来丸町 1110 番地
　能美市役所　健康福祉部　子育て支援課

問 /子育て支援課（☎ 58‐2232 FAX 58‐2293）

問 / 子育て支援課（☎ 58‐2232 FAX 58‐2293）

夏休み期間中の入会申し込みを受け付けます

放課後児童クラブ

６月中に提出してください

児童手当現況届の提出

問 /子育て支援課（☎ 58‐2232 FAX 58‐2293）

６月中に提出してください
ひとり親福祉手当現況届

　６月は「ひとり親家庭等の福祉手当」の現況届の
提出月です。６月上旬に現況届の用紙を対象者に郵
送しますので、必ずご提出ください。期間中に手続
きをしない場合は、助成を受けられなくなることが
あります。※高校などに在学している場合は、在学
証明証、または学生証の写しが必要です。
▶提出期限　６月 30 日（火）
▶提出先　子育て支援課、寺井・根上窓口センター
※申請は、郵送で受付することも可能です。
▶ 郵送先　〒 923‐1297　能美市来丸町 1110 番地
　能美市役所　健康福祉部　子育て支援課

次の場合には届け出をしてください
・振込先の口座を変更した場合（受給者名義の口
座に限ります）
・受給者または児童の氏名が変わった場合
・受給者または児童が能美市外に転出した場合
・受給者または児童が能美市内で住所を変更した
   場合
・受給者が公務員になった場合
・児童を養育しなくなった場合
・児童が児童福祉施設などに入所した
場合

　６月 10 日（水）は、児童手当および特例給付の６月
定例支給日です。ご指定の口座に振り込みますので、
通帳記帳などでご確認ください。
　児童手当および特例給付は、毎年度６月、10 月、
２月の原則 10 日に、前月分までの手当を受給者の口
座に振り込みます（支給月の 10 日が土曜日、日曜日
および国民の祝日の場合は、直前の平日に支給します）。
▶手当の月額

※18歳以下の児童（18歳到達後最初の３月31日まで）
から第１子と数えます。
▶支給時期
・６月定例支給　 ２月分から 5月分まで４か月分
・10 月定例支給　６月分から 9月分まで４か月分
・２月定例支給　10 月分から１月分まで４か月分

問 /子育て支援課（☎ 58‐2232 FAX 58‐2293）

ご指定の口座に振り込みます

児童手当６月定例支給

児童１人あた
りの手当月額
（所得制限範囲
内の場合）
＝児童手当

０歳から３歳未満
（一律） 15,000 円

３歳以上小学校修了前
（第１子・第２子） 10,000 円

３歳以上小学校修了前
（第３子以降） 15,000 円

中学生（一律） 10,000 円

児童一人あたりの手当月額
（受給者の所得が制限額を超える場合）
＝特例給付

5,000 円
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くらしに関する情報をお知らせします

　道路に面するブロック塀等の倒壊による事故を未然
に防ぎ、通行人の安全確保および災害時の緊急車輌の
通行を確保するため、ブロック塀等の除却に関する費
用の一部を補助します。
▶補助の対象となる塀
・道路に面して設置されたブロック塀・石塀等で建築
基準法の規定に適合しないもの。
・道路に面して設置されたブロック塀・石塀等で傾き、
ひび割れなどの劣化が著しいもの。
・建築基準法第 42 条第２項道路のみなし境界内にあ
る塀または擁壁などの工作物。
▶補助金額
・除却する塀の面積１㎡当たり 4,000 円、上限 10 万円
▶注意事項
・市税等の滞納が無い方に限ります。
・除却後、設置する塀などは建築基準法の規定に適合
する必要があります。
詳しくは建築住宅課へご相談ください。

問 /建築住宅課（☎ 58‐2251 FAX 58‐2298）

危険ブロック塀除却補助制
度について

能美市では子育て中の方を応援するため、子育て中
の方が特定公共賃貸住宅（市営粟生北住宅）に入居し
た際の家賃の一部を補助します。
▶補助の対象 市営粟生北住宅に入居する子育て世帯
※子育て世帯とは…18 歳に達する日以後の最初の３
月 31 日までの間にある子が同居している世帯
▶補助金額　月額 18,000 円
▶ 支払時期　原則として、毎年４月、７月、10 月、
１月にそれぞれの前月分までの補助金を支払います。
▶入居申込受付期間　７月１日（水）～７月 10 日（金）
※申し込み者多数の場合は抽選となります
▶注意事項
・入居の際は、特定公共賃貸住宅の入居資格に適合す
る必要があります。
・家賃や市税などの滞納が無い方に限ります。
補助制度について、詳しくは建築住宅課へご相談くだ
さい。

問 /建築住宅課（☎ 58‐2251 FAX 58‐2298）

市営粟生北住宅の家賃補助
について

FAX

有
料
広
告

有
料
広
告

６月21日の「国際ヨガの日」に併せて、
ヨガの完全オンライン講座を開催しま
す。ご自宅でお手持ちのスマートフォ
ン、タブレット、パソコンなどから参加
できます。
期６月 21日㈰ 10時 30分～ 13時 30
分定 120名 費 3,000円 その他 ヨガマッ
ト、水分、動きやすい服装をご準備く
ださい。申 問古民家ヨガ教室　大脇 可
奈（https://www.asyoga.jp/）

ＶＹＳ 621 ヨガ奉り

区分 警察官Ａ、警察官Ａ（武道指導）、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、大学
卒業または令和３年３月までに大学卒業見込みの人

受付期間 ５月 27日（水）～６月 19 日（金）

試験日程

第１次試験
（筆記試験）　　７月 12日（日）
（体力試験）　　７月 18日（土）
第２次試験　　８月下旬
最終合格発表　９月中旬

申 問 能美警察署（☎ 57‐0110 ）最寄りの交番、駐在所

石川県警察官募集  ～あなたのその手で「守れる」ものがある～

お知らせ
　新型コロナウイルス感染状況
を考慮し、内容に変更が生じる場
合があります。最新の情報につい
ては、ホームページをご覧いただ
くか、主催者にご確認ください。

※６月の星空教室・星空観察会・
プラネタリウム定時投映は休止
します。

能美市美術作家協会による作品を展示
しています（敬称略）。

問 能美市ふるさと交流研修センター
「さらい」( ☎ 57‐1212）

さらいギャラリー情報

彫刻 絵画
中口 一也 山野 勝弥

自分を責めたりしていませんか。「頑
張って、元気を出して」という言葉が
辛くありませんか。自分の中のグリー
フ（深い悲しみ・悲観・悲痛）を無理
にため込まず、今の気持ちのままに話
してみませんか。語ること、聞いても
らうことが大切です。秘密は厳守しま
す。参加申し込みは不要です。どなた
でもお越しください。
期６月 14 日㈰ 14 時～ 16 時
所 法林寺（大成町イ 103 番地）問 法
林寺（☎ 55‐0149）または誓立寺（☎
51‐2104）

ひとり親家庭同士が集まって、仕事や
育児の悩みや様々な情報などを交換・
発信したりしながら、親子で楽しく過
ごす時間を作る活動しています。活動
内容は毎年様々ですが、福井県勝山市
の恐竜博物館へのバス遠足や、クリス
マス会など行っています。私たちと楽
しく活動してみませんか。
年会費 1, 000 円（その他、活動ごとに
参加費が必要です）申 問 事務局（能美
市社会福祉協議会内）（☎ 58‐6200 FAX
58‐6250）

ともいき～大切な人を亡く
された方々の集いです～

能美市母子寡婦福祉連合会
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