
 
 

 

協力施設〈登録までの具体的な流れ〉 利用者〈利用までの具体的な流れ〉

協力施設 募集中！！協力施設 募集中！！
いしかわ支え合い駐車場制度とは…

利用できる駐車場 利用証の種類

①制度対象区画の確保
　来客用駐車場の中から、いしかわ支え合い駐車場を設置する区画を決定し
　てください。（既在の車いす使用者向けの区画を活用できます）

②「協力届出書」の提出
　ホームページ等で入手できる届出書に必要事項を記入し、郵送、FAXまたは
　電子メールでご提出ください。
　〔提出先〕　〒920-8580　障害保健福祉課管理グループ　あて

③いしかわ支え合い駐車場の表示 
 駐車スペースに掲示するためのステッカー等を提供しますので、対象区画
　に案内表示を設置してください。

お問い合わせ  障害保健福祉課  ☎076（225）1426  FAX 076（225）1429　Eメール shofuku2@pref.ishikawa.lg.jp
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利用証は、右のような専用
の案内表示が掲示されてい
る「いしかわ支え合い駐車
場」で利用できます。
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障害者等用駐車場を利用できる方を明確にすることで、
本当に必要とする方に駐車場を利用していただく制度です。
より多くの施設に登録のご協力をお願いします。

協力施設の情報は、県ホームページでご紹介しています。

 
 

 

①利用証の交付申請
　障害者、高齢者、難病患者、妊産婦、けが人等で歩行が困難な方に対し、
　県内共通の利用証を交付します。 
　•県内市町窓口で受付。
　•郵送受付については県ホームページをご覧ください。

②利用証の即日交付

③利用証の掲示 
　案内表示のある駐車場を利用する際は、
　ルームミラーに利用証をかけて、車外
　から見えるように掲示します。

検  索いしかわ支え合い駐車場制度

いしかわ長寿大学受講生募集

「公の施設の指定管理者」募集

県営住宅の入居者募集

企業の男女共同参画推進応援講座（無料）

女性のための再就職準備セミナー（無料）

保育士・保育教諭を目指す学生の方へ

いしかわ景観絵画コンクール作品募集

人権啓発フェスティバル石川（無料）

ひかりの実in本多の森公園（申込不要、無料）

10月1日から紹介状なしの場合の
負担額が変わります（県立中央病院）
　国の制度が変わり、紹介状をお持ちでない方には、
以下の金額を負担いただくことが義務化されました。
　県立中央病院を受診の場合は、かかりつけ医など
の紹介状をご持参いただきますようお願いします。
　初診 （医科）5,000円（歯科）3,000円
　再診（※）（医科）2,500円（歯科）1,500円
※他の医療機関へ紹介後、再び県立中央病院を受診する場合
県立中央病院　　　　 ☎076（237）8211

と　き　8月28日㈰　12：00～16：00
ところ　白山市鶴来総合文化会館クレイン（白山市七原町77）
内　容　講演会「『違い』を持つ人 と々の素敵な日々に向けて」
　　　　ロバート・キャンベル氏（東京大学大学院教授）、
　　　　ミニコンサート、人権啓発展示、相談コーナーなど
※申込不要、手話通訳・要約筆記があります。
人権推進室　　　　　　　 ☎076（225）1235

テーマ　私が好きないしかわの風景（海、山、まち
　　　　並み、田畑で働く人々など）
対　象　県内在住の小学生
※応募方法など詳しくは下記へ【9月16日㈮締切】
景観形成推進室 　　　  ☎076（225）1759
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/toshi/keikan/concours.html

　県内の保育所・認定こども園を紹介する「説明会」と、各
施設を実際に見学することができる「見学月間」を設けます。
○説明会（無料）
と　き　9月10日㈯　13：00～
ところ　県産業展示館3号館（金沢市袋畠町南193）
内　容　先輩職員によるパネルディスカッション、
　　　　個別ブースによる説明
○見学月間（無料）
期　間　9月12日㈪～10月8日㈯
※申し込み方法など詳しくは日本保育協会石川県支部
　事務局（☎076（224）1211）へ
少子化対策監室　　　　　 ☎076（225）1421

ところ　県本多の森庁舎（金沢市石引4－17－1）
対　象　就職、再就職を考えている女性
※託児もあります（開催日の2週間前までに要予約）
※申し込みは下記へ【定員各20人】
女性キャリアサポート石川　☎076（231）3149

ところ　県女性センター大会議室（金沢市三社町1－44）
定　員　各30人（応募多数の場合、選考）
※申し込み方法など詳しくは下記へ
男女共同参画課　　　　　 ☎076（225）1378

対象物件　県内50団地の住宅
募集期間　12月15日㈭まで
入 居 日　11月1日㈫以降
※物件の所在地、入居要件など詳しくは下記へ
受付時間　9：00～17：45（土日祝の受付は平和町店のみ）
県営住宅管理センター平和町店☎076（241）5370
　　　　〃　　　　金沢駅西店☎076（232）5140
　　　　〃　　　野々市駅前店☎076（246）1320

※申し込み方法など詳しくは上記担当課へ【10月7日㈮締切】
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/gyoukaku/shiteikanrisya/

内　容　健康・生きがいづくりなどの講座
　　　 （60歳以上対象）
※申し込み方法など詳しくは下記へ【9月30日㈮締切】
県社会福祉協議会長寿生きがいセンター ☎076（258）3135

　果実袋の中にLEDを入れて光らせる「ひかりの実」を
制作して木に飾り、本多の森公園をライトアップします。
と　き　8月21日㈰　15：00～（先着300人）
ところ　本多の森公園（金沢市出羽町3－1）
※遊学館高校吹奏楽部ミニコンサート18：30～19：00
兼六園周辺文化の森活性化推進実行委員会　☎076（225）1371

http://kenrokuen-bunkanomori.com/

　　　 と　き
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申込期限

8/29㈪

8/30㈫

　　主な内容
女性が活躍できる
職場を“創り続ける”
管理職の仕事とは？
現場リーダーこそが、
働きやすい職場を
創るカギ

対　象
管理職・
人事担当者

現場
リーダー

担　当　課
公園緑地課

☎076（225）1771
生涯学習課

☎076（225）1836
スポーツ健康課
☎076（225）1851

　　　　　募　集　施　設
いしかわ四高記念公園・本多の森公園、
奥卯辰山健民公園、犀川緑地、北部公園
白山青年の家・白山ろく少年自然の家、
鹿島少年自然の家、能登少年自然の家
武道館・兼六園弓道場・卯辰山相撲場、
いしかわ総合スポーツセンター

　　　と　こ　ろ
県社会福祉会館別館
（金沢市八田町東1025）
能登空港ビル4階
（輪島市三井町洲衛10－11－1）
七尾サンライフプラザ
（七尾市本府中町ヲ38）

区　分
石川中央校

能登北部校

能登中部校

期間（開催日）

10月～29年9月

　　　　　  内　容  
あなたの魅力を再発見！
「自己分析セミナー」
2時間でダブル習得のチャンス！
「応募書類＋面接対策セミナー」
ワーキングママを目指す人のための
「お金と保険のはなし」

10：00

～

12：00

　　　　と　き
9/15㈭

9/20㈫

9/27㈫

石川県広報広聴室　　● 〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地　☎076（225）1362　　076（225）1363　　　　  【県庁代表電話】☎076（225）1111№1927　　平成28年8月17日　毎週水曜日掲載
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【ウイークリーいしかわ】
毎週日曜　PM5:25～5:30

【ほっと石川】
 8月27日㈯　PM5:15～5:30
「伝統産業工芸館」

【石川ほっとニュース】
　毎週土曜　PM5:55～6:00

【ぶんぶんセブン】
 9月11日㈰　AM7:00～7:30
「自然と歴史を学ぼう」

【県からのお知らせ】
　毎週火・金曜
　PM2:30頃（3分間）

毎週金曜、お得で役に
立つ情報を配信！！
登録はこちらから

https://
ishikawa-
mmag.com

【素敵にモーニング】
　毎週日曜　AM9:55～10:00

メルマガ
石川

行政相談　☎076（225）1100ホームページ e130500b@pref.ishikawa.lg.jpEメールhttp://www.pref.ishikawa.lg.jp/


