
振り込め詐欺など特殊詐欺にご注意！
インターネットサイト利用料などの架空請求が、高齢者だけでなく、若者にも増えています。

さらに、資産や家族構成等の個人情報を聞き出す「アポ電（アポイントメント電話）」にも注意してください。

石川県交通安全県民運動 の重点

　４月は入学や進級する子どもの交通事故が多発しています。子どもに交通ルールと

マナーを身につけさせるとともに、ドライバーの皆さんは「思いやり・ゆずり合い」

の気持ちで交通マナーを実践しましょう。

→不安になり問い合わせ番号に電話をかけると

　「登録料や解約料」の名目でお金を請求される

→コンビニ等で電子マネーを購入し、

　電子マネーのコードやID番号を相手方に送信

→ お金をだましとられる

→不安になり問い合わせ番号に電話をかけると

　「登録料や解約料」の名目でお金を請求される

→コンビニ等で電子マネーを購入し、

　電子マネーのコードやID番号を相手方に送信

→ お金をだましとられる

車を利用して飲食店へ行く場合、お酒を

飲まない人（ハンドルキーパー）を決め、

その人が飲酒した仲間を送ったり、運転

代行や迎えに来た家族に引き継ぐなどし

て、飲酒運転を防止する運動です。

実施期間（8日間）

4月8日（月）～
4月15日（月）

※平成30年 子ども
　（幼児、小学生、中学生）の
　交通事故数89件
　（負傷者数157人）

◆ 交通マナーアップの推進

◆ 高齢者と子どもの交通事故防止

・歩行者優先！
　「チェック・ストップ・横断歩道」

横断歩道における

歩行者優先を

徹底しましょう

◆ 自転車の安全利用の推進

・自転車安全利用五則

・自転車が原因となる高額賠償が発生しています。
　事故に備えて保険に加入しましょう

①車道が原則、歩道は例外　②車道は左側通行

③歩道は歩行者優先、車道寄りを徐行

④安全ルールを守る
　○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止

　○夜間はライトを点灯

　○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

⑤子どもはヘルメット着用

◆ 全ての座席のシートベルトと
　 チャイルドシートの正しい着用の推進

◆ 飲酒・無謀運転等、
　 悪質・危険な運転の根絶

・石川版ハンドルキーパー運動を推進しよう

夕暮れ時・夜間の外出時には明るい服装や反射材用品

等を活用しましょう

・ライトで照らせ「かがやき」運動

ハイビーム（上向きライト）を上手に活用しましょう

典型的な手口

〇大手ネット通販会社等を装い、

　「有料動画の未納料金が発生している。」

　「支払わないと裁判になる。」などのメールが届く

〇アダルトサイト等を見ていると、

　突然、画面に「有料会員登録完了」などと表示される

対 策

〇身に覚えのない支払い請求は無視。絶対、相手に連絡しない！
「間違えて有料登録したかも…」、「支払わないと大変なことになるかも…」

と不安にさせる手口です。ワンクリックで契約が成立することはないので、

身に覚えのない請求は無視してください。

〇一人で考えこまずに、まず相談！
有料サイトからの請求なので、人に知られたくないため一人で考えて被害に

あう人が後を絶ちません。不安なときは必ず家族や友人・相談専用電話などに

相談しましょう。

お問い合わせ　生活安全課　☎076(225)1387

消費者ホットライン １８８　　警察相談専用電話 ♯９１１０

事故防止  ルールとマナーとおもいやり事故防止  ルールとマナーとおもいやり
新入学児童を守る交通安全運動

本館1階　県央農林総合事務所 ☎076（239）1750  ☎076（204）2100
　　2階　県央土木総合事務所 ☎076（239）3901 ☎076（241）8201
　　

3階
　（公財）いしかわまちづくり

　　　　　　  技術センター 
☎076（239）1616

 
☎076（239）1616

　　　　  石川県農林業公社       ☎076（256）5111   ☎076（256）5111

別館2階　計量検定所 ☎076（254）5507 ☎076（241）4157

　　　　  石川県計量協会 ☎076（254）5528 ☎076（254）5528

●3月31日まで
　新庁舎（直江庁舎）完成に伴い、県央土
木総合事務所、県央農林総合事務所、
計量検定所、（公財）いしかわまちづくり技術
センター、石川県農林業公社、石川県計量
協会が移転します。
移転日　 4月1日㈪
移転先　〒920－8214 金沢市直江南2－1 

県央土木総合事務所等移転のお知らせ

女性のための起業チャレンジ相談窓口（無料）

めざせ！里山ネイチャーマイスター

平成31年度 定時制・通信制高校 聴講生募集

危険物取扱者試験

緑の募金出発式

平成31年度「河北潟ふれあい農園」利用者募集中！
野菜づくりをはじめてみませんか？

まちなかめぐりさくら 検 索検 索

百万石まちなかめぐりさくら2019

　　　　対　象
これから起業を
目指したい方
具体的な起業手続き、
税務会計等を知りたい方

　　   　  と　き
4/2㈫
①10：00 ②13：00 ③15：00
4/17㈬
①13：00 ②15：00

石川県森林公園 検 索検 索

　さくらをテーマとしたさまざまなイベントを開催します。
と　き　4月6日㈯、7日㈰　10：00～17：00
ところ　しいのき緑地、いしかわ四高記念公園ほか
内　容　桜や春にちなんだメニューの販売や演奏、季節
　　　　を感じるクラフト作品の販売、制作体験など

※詳しくは

百万石まちなかめぐり実行委員会事務局　☎076（224）4141

　自分のライフスタイルに合わせて、知識や経験を生かし
た「起業」を目指すあなたのための個別相談を実施します。

ところ　県女性センター（金沢市三社町1－44）
※詳しくは下記へ【県女性センターへ要予約】
男女共同参画課　　　　 　☎076（225）1376
県女性センター　　　　　 ☎076（234）1112
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/danjo/index/1.html

　季節ごとに植物・動物・キノコなどを観察し里山の自然
を学びます。自然史資料館の専門家等がガイドします。
と　　き　5/12、6/9、8/11、10/6、2/9、3/8（全6回）
と こ ろ　県森林公園（津幡町字津幡エ14）
定　　員　小学3～6年生10人（保護者同伴）、
　　　　　大人（中学生以上）5人
申込期間　4月1日㈪～20日㈯【必着】
参 加 費　3,000円（全6回分）／人 ※全6回出席できる方

※申し込み方法など詳しくは

森林公園インフォメーションセンター　☎076（288）6449

　
　豊かな自然の中、自家製の新鮮野菜を収穫できる
喜びを満喫できます。
期　　間　4月1日㈪～2020年3月31日㈫
　　　　　※希望により継続利用も可能
と こ ろ　河北潟干拓地内2カ所（津幡町湖東463、525）
利用区画　1人3区画まで（1区画64㎡（8m×8m））
利 用 料　3,500円（1区画／年）
栽培作物　野菜類、花き類（果樹などの永年性作物は栽培不可）
※駐車スペース、水やりのための水道設備があります
※申し込み方法など詳しくは下記へ

（一社）石川県農業開発公社　 ☎076（256）5112

　自閉症など発達障害へのご理解をお願いいた
します。
ご相談は下記のセンターへ
 石川県発達障害支援センター  　☎076（238）5557
発達障害者支援センター パース  ☎076（257）5551

その他お住まいの市町でもご相談を受け付けています。
障害保健福祉課　　　☎076（225）1427

対　象　中学校卒業年齢相当以上で、高等学校に在籍
　　　　していない方
※経費など、詳しくは各学校または下記へ
学校指導課　　　　　　 　☎076（225）1828

試験区分　10：00～乙種第4類
　　　　　13：30～甲種、乙種第1～6類、丙種
申込期間　4月4日㈭～11日㈭【当日消印有効】
※インターネット申し込みは、4月1日㈪～8日㈪
申 込 先　（一財）消防試験研究センター ☎076（264）4884
消防保安課　　　　　　 　☎076（225）1481

　森林整備・緑化推進のための「緑の募金」運動の
スタートとして、出発式を開催します。
と　き　4月1日㈪　12：45～
ところ　いしかわ四高記念公園（金沢市広坂2）
※のとキリシマツツジの苗木200本を無料配布（先着順）

（公財）石川県緑化推進委員会　☎076（240）7075

森林管理課　　　　　　　　 ☎076（225）1642

学 校 名

加賀聖城（夜間）
小  松 北（夜間）

金沢中央（夜間）

金沢泉丘（通信）

　　 申 込 先

☎0761（72）0297
☎0761（21）5321

☎076（243）2166

☎076（241）6424

願書受付期間

4/1㈪～  8㈪
4/3㈬～12㈮

4/9㈫～22㈪

4/1㈪～  8㈪

　　　　開講科目

美術Ⅰ
陶芸、情報リテラシー
英会話、パソコン入門、
プレゼン入門、生涯スポーツ
国語総合、世界史B、数学Ⅰ、生物、
体育、コミュニケーション英語Ⅰ、
美術Ⅰ、簿記等　39科目

と　き

5/19㈰

5/26㈰
6 / 2㈰

　　　　　　　　と こ ろ

小松市民センター（小松市大島町丙42－3）
日本航空学園（輪島市三井町洲衛9－27－7）
県地場産業振興センター（金沢市鞍月2－1）
七尾市文化ホール（七尾市本府中町ヲ38）

4月2日は「世界自閉症啓発デー」です

4月2日～8日は「発達障害啓発週間」です

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№2063　　平成31年3月27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

【石川ほっとニュース】
　毎週土曜　PM5:55～6:00

【県からのお知らせ】
　毎週火・金曜
　PM2:30ごろ（3分間）

【素敵にモーニング】
　毎週日曜　AM9:55～10:00

【ほっと石川】
4月13日㈯　PM5:15～5:30

「いしかわ動物園ライチョウの峰」

【ぶんぶんセブン】
4月14日㈰　AM7:00～7:30

「風と緑の楽都音楽祭2019」

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

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/ ※広報いしかわ内の料金は全て税込み表示です。
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「ほっと石川」

Twitter Instagram


