
※ まとめにあたって
コロナウィルス感染拡大防止の観点からLINEを利用し、情報交換を行った。
手書きで仕上げたかったが、パソコンを利用しての製作となった。
お父さんやお母さん。羽咋市商業協同組合、羽咋市商工観光課のみなさんにお手伝いをいただきました。

羽咋市とコロナウィルス



・ はじまりは一枚の広告 ・ 羽咋市のデータ

・ なくなる商店街・体験イベント ・ 不要不急の外出自粛

・ 組合長に聞いてみよう ・ 国・県・市の取組み

・ 羽咋の商店を記事にする ・ 市役所がなぜこれをするのか

・ モニター募集 ・ はくいクエストはおもしろい

・ 街頭インタビュー ・ 街に人を呼びこむ

・ アンケート・インタビュー用紙 ・ まとめ

・ 羽咋市とコロナウィルス ・ 広告（表）

・ アンケートの集計結果 ・ 広告（裏）

・ コロナウィルスの影響

・ 街頭インタビュー結果
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羽咋市の小学校（羽咋小、邑知小、瑞穂小）では
UFOカードは登下校時にカードタッチするものです。

※ 羽咋市商業協同組合では、組合のポイントカード
「UFOカード」を利用し、児童の安全確認サービスを
行っている。
児童が学校の玄関に設置されている端末にカードを
かざすと、保護者に「学校に到着」、「今から下校」と
いったメールが届く。

はじまりは一枚の広告

P1

UFOカードは小学生しかもってないや
ろ。ポイントってなによ。

UFOカードの広告見た？

うちのお母さん持ってるよ。

見守りカードやろ。お兄ちゃんも言ってた。

ポイントつくんやね。

チャージってなに？

キャッシュレス決済ができるらしいよ。

UFOカードのやつやろ。

どういうことなん。

そんなことより、学校いつ始まるん。



なくなる商店街 なくなる課外事業

羽咋市でもお店がなくなりました。 春の遠足 永光寺へ邑知小学生全員で行きます。
焼肉店 チェーン店 運動会 かけっこや鼓笛演奏などを行います。
タイ焼き店 個人経営 相撲大会 相撲と応援の練習があります。
スーパー 地元スーパーの縮小 バス旅行 観光バスでみんなと出発
衣料品店 個人経営 修学旅行 中学生は東京などに行きます。

なくなる体験 なくなるイベント

親子学級（お菓子作り） 毎年楽しみです。 春の祭り ほどんどの町で中止
スポーツ少年団の大会 練習もできなかった。 羽咋まつり 毎年８月にあります。
夏休みの体験教室 ピザづくりなど無くなった。 唐戸山神事相撲 毎年９月にあります。

羽咋の法事 屋台がたくさん出ます。
夏祭り 全部中止です。

・ お店にお客が来ないので閉店する。
・ スポーツをする人がいなくなる。
・ 体験教室を開いても人が集まらない。
・ 旅行会社を利用する人がいなくなる。
・ バスや電車、飛行機を利用しなくなる。
・ 行事が途切れる。
・ 屋台を行うイベントが無い。
・ 楽しみが減って困る。

どんな影響が
考えられる

こ
の
ま
ま
だ
と

なくなる商店・体験・イベント
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えー。まじー。

毎年何してたのか忘れるよね。

学校休み。やったー。

トランポリン中止。（T T）

兄ちゃん、部活引退やて。

柔道の大会なくなってん。

お祭り中止になったって。

学校も、始業式だけするって。

入学式は新入生だけやし。

卒業式は卒業生だけ。

イベントないよね。



組合長に聞いてみよう

今、羽咋市の商店はコロナウイルスの影響で売り上げがおちこんでいる。

観光客が減ったり、羽咋の人が外食をしなくなったからだよ。

羽咋市内のいろいろな商店会でつくっている組合だよ。

沢山の商店が集まって、いろいろな企画を行っているんだよ。

UFOカードやUFO商品券は羽咋市内でしか使えないから、羽咋市の経済がまわるんだよ。
普段よりたくさんポイントが付いたら、買いたくなるでしょ。

期限が６ケ月間に決まっていて、すぐに使ってもらえるから効果が表れやすいんだよ。

いろいろな人に使ってもらいたい。

？

P3

えー。まじー。

お店がなくなっているんだって。

組合長って、あの人だよね。

電話して聞いてみる。

あの花屋のひとだよね。

商店にお客さんを呼ぶためやって。

買い物できるらしいよ。

ポイントでお得ねんて。

よろしくー。

10,000円で。2,000円ポイントお得。

そういえば組合長がねぇ。

それは利用するわ。

って言ってたよ。広告つくってほしいって。

おもしろそう。



君たちが大人になるころは
キャッシュレス決済になっているよ。

羽咋の商店を記事にする

P4

ポイントでお買い物。

チャージしたお金でお買い物。

キャッシュレスでＯＫ。

コロナで一躍。話題に。

羽咋市でもできるんだ。

募集をかけようか。

おもしろそう。

他の小学校生にも協力してもらおうよ。

お店いっぱいあるよね。

国もポイント還元してたよね。

ポイント・チャージ機能

どうやって調べる。

チラシつくろうよ。

いいねぇ。

市の人に紹介してもらおう。

どうやって集める。



羽咋市と

コロナウィルス
どんな影響がおこっている

インタビュー１

コロナはどんな

影響を与えた？

インタビュー２

お薦めは？

これ面白い。

インタビュー３

キャッシュレスで

お願いします。

コロナの影響は他人事ですか？

テレビの向こう側で

ニュースキャスターが

いろいろな事を言っています。

本当なのか！
自分の目で

P5



・ モニターってなんですか。
この場合は記者になって、商店街の記事を作ることです。
商店街がいくつかあるから、他の小学校にも声掛け！

・ 羽咋市商工観光課の方に相談しました。
「邑知小学校・羽咋小学校・瑞穂小学校の生徒が参加することになりました」

街頭インタビュー

楽しかった。

将来、お花屋になりたい。

おいしかった。

こまっているお店が多かった。 キャッシュレスは簡単だった。

街に人がいなかった。

がんばってほしい。

クイズもたのしかった。

空き家多かった。

知らないお店がたくさんあった。

お店を続けられないかも。

空き店舗が多かった。

観光客がこないとね。

グルメがいっぱい。

おもしろかった。

お店がなかった。

P6

保育所の弟が持ってきたよ。

ほかの小学生も参加決定。

本当！すごい。

美味しいものあるかな。

インタビュー楽しみ。

テレビに

出てたよ。

これ何？

羽咋市のなぞを調べる？

クイズラリー紹介されたよ。

見たよ。

羽咋まつりにも行くね。

羽咋の法事は行くわ。

あまり行ったことないよね。



羽咋市商業協同組合　加盟店様へ

　こんにちは、私たちは邑知小学校５年生です。 お店の名前

今回、夏休みの研究として商店や企業にアンケートをお願いしています。

内容は、コロナウィルスの影響です。

羽咋市商業協同組合・羽咋市役所商工観光課の方にお手伝いをしてもらっています。 お店の

回答は８月１７日を締切として、FAX（０７６７）２２-７１９５（羽咋市商工観光課） 仕事内容

までお願いします。

お店の写真 商品の写真

お店の名前 おしゃれな外観 面白そうなもの

カッコいいドア 美味しそうなもの

どんなお仕事をしてますか 看板 なんでもいい

　例：花の販売

仕事で楽しいことは何ですか。

　例：きれいな花束ですね。と言われること。

コロナウィルスでどのような影響がありましたか。

　例：花の仕入れが難しくなった。 チラシ用キャッチコピー

その影響の原因は何ですか

　例：イベントが無くなり大量に仕入れられない。 その他

ご協力ありがとうございました。

アンケートのお願い 街頭インタビュー

P7


