
10月
から が実施されます軽減税率制度

消費税率      に引き上げと同時に、10％

消費税率引き上げに

便乗した詐欺に注意

軽減税率制度とは…
消費税率引き上げに伴い、日々の生活における負担を

減らすため、「酒類・外食を除く飲食料品」等を対象に、

消費税率が8％に据え置かれる制度です。

〇社会的に話題になっている出来事を悪用し、言

葉巧みに近づく詐欺手口が見られます。今後、

消費税率の引き上げに便乗した手口の発生が

予想され、注意が必要です。

〇金融機関や行政等が、消費税増税を理由に消

費者個人に電話をかけてくることはありません。

「お金が戻ってくる」等と言われても信用して

はいけません。

〇不審な電話があったら、すぐに最寄りの警察や

お住まいの自治体の消費生活センター等にご

相談ください（警察相談専用電話「♯9110」、

消費者ホットライン「188」）。

時間：各回10:00～12:00（初回のみ12:30まで）　 場所：石川県女性センター

適格消費者団体 NPO法人 消費者支援ネットワークいしかわ
TEL : 076（240）1012　　　info@csnet-ishikawa.com

月  日 　　　　　　　  　　講　　師　　　　　　　   　　 テ ー マ

10/3(木)

10/9(水)

10/15(火)

10/31(木)

金沢エコライフくらぶ

(株)伊藤園 お客様相談室長    小原　武秀 氏

米口　敬浩 氏 ほか

永井三岐子 氏 ほか

食材レスキュークッキング

私達の声で社会を変える

電力自由化に向けて知っておきたいこと

SDGsゲームを体験してみよう ほか

軽減税率に関するお問い合わせ 消費税の転嫁、広告・宣伝、便乗値上げ等に関するお問合せ

消費税軽減税率電話相談センター

☎０１２０－２０５－５５３
（平日9：00～17：00 ただし9月・10月は土曜日も受付）

消費税価格転嫁等総合相談センター

☎０１２０－２００－０４０

お問い合わせ  生活安全課　TEL：076(225)1386

8％ 軽減税率制度対象軽減税率制度対象

●飲食料品（酒類・外食除く）

●新聞（定期購読契約が締結された週2回以上発行されるもの）
●飲食料品（酒類・外食除く）

●新聞（定期購読契約が締結された週2回以上発行されるもの） ●その他の品目●その他の品目

10％ 標準税率対象標準税率対象

グッドチョイスセミナー  〈参加無料 定員各50人（         ） 先着順〉初回のみ
30人

お問い合わせ・お申込み

中部経済産業局 電力・ガス事業北陸支局

電力・ガス取引監視室長 

国連大学サステイナビリティ高等研究所
いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット（OUIK）
OUIK事務局長

消費者庁
消費者ホットライン１８８
イメージキャラクター

「イヤヤン」

局番なしの「☎１８８（いやや）」で
お住まいの市町等の消費生活相談窓口に

つながります

一人で悩まず、まずは相談

古代体験まつり（申込不要・無料）

世界農業遺産スタディツアー参加者募集

「薬と健康の週間」関連行事（無料）

親御さんのための結婚応援セミナー（無料）

白山＆野々市エリア会議（無料）

保育現場就職支援研修（無料）

美しい石川を歩く（無料）

～木場潟白山眺望コース～

いしかわのトキ・ライチョウまなびセミナー
参加者募集（無料）

健民運動 検 索検 索

いしかわスイーツ博 検 索検 索

いしかわスイーツ博
インスタグラム投稿キャンペーン

世界農業遺産「能登の里山里海」 検 索検 索

トキ・ライチョウまなびセミナー 検 索検 索

小規模飲食店等における
消火器具の設置義務化について

いしかわ結婚支援センター 検 索検 索

石川地域づくり協会　エリア会議 検 索検 索

　10月19日㈯、20㈰しいのき迎賓館で開催する
スイーツ博に先駆け、インスタグラム投稿キャンペーン
を行います！「いしかわスイーツ博」公式アカウントを
フォローし、「＃いしかわスイーツ博2019」「＃いしかわ
の菓子文化」をつけ、お気に入りの県内菓子の写真
を投稿すると、抽選で「菓子のつめあわせ」をプレゼント！
期　間　12月29日㈰まで

※詳しくは

観光企画課　　　　 TEL：076（225）1542

と　き　10月6日㈰　10:00～16:00（雨天決行）
ところ　県埋蔵文化財センター（金沢市中戸町18-1）
内　容　人気のまが玉づくりをはじめ、まつり限定の縄文
　　　　弓矢、縄文鍋・古代米試食、サトイモ収穫など、
　　　　楽しく学べる多くの古代体験を用意しています。
※詳しくは下記へ
県埋蔵文化財センター　  TEL：076（229）4477

と　　き　10月11日㈮　13：00～15：30
コ ー ス　木場潟公園中央園地～北園地～白山眺望視点場
　　　　　～西園地～南園地～中央園地（約7km）
集合場所　木場潟公園中央園地（公園センター前）
応募締切　10月1日㈫必着【定員40人】
※はがきに氏名（5人まで）、年齢、郵便番号、住所、電話番号を記載し下記へ
〒920－8580　県民交流課内健民運動推進本部
　　　　　  　「美しい石川を歩く」係
※電話・FAXによる申し込みも可※個人情報は目的外に使用しません。

詳しくは　

健民運動推進本部（県民交流課内）  TEL：076（225）1365

　輪島市を訪問し、能登ヒバをテーマに世界農業遺産
「能登の里山里海」への理解を深めていただきます。
と　き　11月2日㈯　8：00～17：40
ところ　輪島市（金沢駅金沢港口にて集合・解散）
内　容　能登ヒバ林・製材所見学、輪島塗沈金体験、
　　　　キリコ会館見学など
募集人数　15組30人　　参加費　3,000円／人
※お問い合わせは、近畿日本ツーリスト TEL:076（232）0571

　または

【10月6日㈰締切】
里山振興室　　　　　　 TEL：076（225）1648

と　　き　9月29日㈰　13:00～14:30
と こ ろ　いしかわ動物園 動物学習センター
　　　　　レクチャーホール（能美市徳山町600）
内　　容・トキ、ライチョウの生態解説
　　　　・トキ里山館、ライチョウの峰見学（解説付き）
申込締切　9月27日㈮必着【定員30人程度（先着順）】

※申し込み方法など詳しくは

※セミナー参加費は無料ですが、動物園入園料が必要です
自然環境課　　　　　 　TEL：076（225）1476

　消防法施行令の改正により、本年10月1日か
ら、火を使用する全ての飲食店は、原則消火器
具の設置が必要となります（※）。
※以下の装置があれば、消火器具の設置は免除できます。
○調理油過熱防止装置
○自動消火装置（火災を感知し消火薬剤で自動
　消火するもの）
○その他の危険な状態の発生の防止及び発生時
　における被害を軽減する安全機能を有する装置 
（例：圧力感知安全装置）
消防保安課　　     　TEL：076（225）1481

①製薬工場見学会【要申込、定員40人】
と　き　10月17日㈭　12:30～16:10
ところ　小太郎漢方製薬㈱美川工場
　　　　（白山市鹿島町ろ96-1）
※申し込みは、往復はがきに、住所、氏名、年齢、
　職業、電話番号を明記し下記へ【10月2日㈬締切】
※個人情報は目的外に使用しません
②薬草観察ハイキング【申込不要、雨天中止】
と　　き　10月19日㈯　9:45～11:45（集合9:35）
集合場所　夕日寺健民自然園 里山ふるさと館
　　　　 （金沢市夕日寺町ハ116）
薬事衛生課　　　　　　TEL：076（225）1442

と　き　10月26日㈯　13:30～16:30
ところ　小松市民センター（小松市大島町丙42-3）
第１部　講 演「我が子の結婚のために、いま、親ができること」
　　　　講 師 大橋 清朗 氏（NPO法人花婿学校 代表）
第２部　良縁カフェ（お悩み相談会）
※11/2㈯輪島市、11/9㈯志賀町、12/1㈰白山市
　でも同セミナーを開催予定

※詳しくは　

※お申し込みは下記へ（先着順）
いしかわ結婚支援センター　TEL：076（255）1535

　地域づくり活動に取り組んでいる・関心のある方を対象
に、地域の活動を知り、語り合うイベントを開催します。
と　き　10月6日㈰　13:30～15:30
ところ　白山市民交流センター（白山市倉光2-1）
内　容　白山市・野々市市の地域づくり団体の事例発表
　　　　参加者によるグループワーク
※申し込み方法など詳しくは下記へ
石川地域づくり協会（地域振興課内） TEL：076（225）1335

　保育士・保育教諭として現場への復帰を希望する方を対象
に、現在の保育制度や実践等が学べる研修を開催します。
と　き　10月16日㈬　10:30～16:00
ところ　金沢市教育プラザ富樫（金沢市富樫3-10-1）
内　容　現在の保育制度などの講義、実技、就職相談など
対　象　保育士資格を有し、保育の職場へ就職希望
　　　　の方、保育所等に就職して概ね1年以内の方
※申し込み方法など詳しくは下記へ【定員15人】
福サポいしかわ　　　　   TEL：076（234）1151

石川県広報広聴室　　● 〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地　TEL：076（225）1362　FAX：076（225）1363　　  【県庁代表電話】TEL：076（225）1111
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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】
9月21日㈯　PM5:15～5:30

「白山白川郷ホワイトロード」

【ぶんぶんセブン】
10月6日㈰　AM7:00～7:30

「白山白川郷ホワイトロード」

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　TEL：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

№2088　　令和元年9月18日　毎週水曜日掲載

近日放送


