
表紙の写真／第2回はくい花火大会「関連記事8㌻」

2015

10

広報

HAKUI
No．760

地域をつなぐ情報誌

はくい

(平成27年)

災害から身を守るために
～防災・減災の意識を高めましょう～

今月の特集



2　広報はくい No.760 2015年10月

災害から身を守るために
～防災・減災の意識を高めましょう～
特 集

　今月は、災害から命を守るた
めに、知っておいてもらいたい
ことを特集します。
　全国的にみても平成23年３
月に東日本大震災が発生し、多
くの尊い命が犠牲になりました。
実際に被害を受けなかった人も
テレビなどを通じて、地震・津
波の恐ろしさを痛感したのでは
ないでしょうか。
　また、今年９月には記録的な
豪雨により、関東・東北で大規
模な水害が起こっています。
　羽咋市でも近年、多くの災害
が発生しており、被害が出てい
ます（写真参照）。
　災害はいつ襲ってくるかわか
りません。私たちは、いざとい
うときに備え、さまざまな事態
を想定して行動する必要があり
ます。

①平成26年8月の集中豪雨による土砂災害（酒井町）

②平成26年8月の集中豪雨による崖崩れ
（上中山町・眉丈第２トンネル）

③平成25年8月の集中豪雨
　による水害（白瀬町・飯山川）
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　テレビやラジオ以外で、国・市から提供される情報も多数あります。特に市公式ホームページやフェイスブッ
クでも情報を即座に更新するよう努めていますので、災害の発生が疑われる場合はご確認ください。
　災害発生に備え、さまざまな情報伝達手段が整備されています。以下に主なものを紹介します。
●Ｊアラート（全国瞬時警報システム）：「気象等の特別警報」や「緊急地震速報」など、時間的に余裕がない

事態の緊急情報について、防災行政無線を使って伝達。
●緊急速報メール：ＮＴＴドコモ・ＫＤＤＩ・ソフトバンクの携帯電話をお持ちの人で、災害発生時に市内に

いる人へ情報を一斉配信。
●防災行政無線：市内57カ所のスピーカーと戸別受信機で放送。
●市公式ホームページ、フェイスブック、ツイッター：羽咋市の公式ホームページ、フェイスブック、ツイッ

ターで周知。
●羽咋市安全・安心メール：登録することで、防災行政無線の放送内容などを配信。
●防災行政無線放送確認ダイヤル：防災行政無線放送内容を確認可能。
●広報車：巡回して、情報を周知。安全のために皆さんにお知らせします。
※大雨などで防災行政無線が聞こえにくいことがありますので、町会など地域で
　情報共有することも心掛けてください。
※羽咋市安全・安心メールと防災行政無線放送確認ダイヤルは5㌻で詳しく説明します。

平常時
日頃から災害時に備えましょう

準　　備

気 配 り

確　　認

話し合い

非常食や持ち出し品の準備をしておく。

１人暮らしのお年寄りなどへの気配りを。

避難場所や避難ルートの確認を。

避難時についての役割分担などを家族で話し合う。

★持ち出し品について
現金・通帳、医療品、懐中電灯、タオル・着替え、水・食糧、
携帯電話・ラジオ
※上記は最低限の持ち出し品になります。持ち出し品は成人男

性15㌔、女性10㌔が目安
災害発生が
疑われる場合 情報の入手に努める　～速やかに最新の情報を確認して対応～

災害時
落ち着いて避難所・避難場所へ

①避難準備情報が発令された場合
人的被害発生の可能性が高まった状況です。
・避難準備を始めてください。
・自力で避難することが困難な人は避難を始めて

ください。
・天気予報や災害情報に十分注意してください。

②避難勧告が発令された場合
人的被害発生の可能性が明らかに高まった状況
です。
・落ち着いて避難を完了してください。
・避難困難な人を見かけたら、手助けをしてください。

③避難指示が発令された場合
人的被害発生の可能性が非常に高いと判断された
場合です。
・ただちに避難を完了してください。
※避難のタイミングを逸して屋外に出ることが危
　険と感じた場合は、屋内にとどまり、安全確保
　をしたほうがよいこともあります。
※避難所・避難場所は、
　市公式ホームページなど
　から確認できます。
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自助・共助・公助を考える
　自助とは、自らの身の安全は自らで守ること、共助とは、自分の住ん
でいる地域を自分たちで守ること、公助は行政機関による防災活動を指
します。
　この 3 つが互いに連携しあって、絆を強めることで安全・安心なま
ちづくりを創り出すことにつながります。特に自助、自分の身の安全を
自ら守ることが、まずもって大切なこととされています。
　「自分自身が被災しなければ、家族を守ることができ、家族を守るこ
とができれば、地域を守ることにつながる」考えが防災の基本です。大
規模災害の発生時、行政が全ての地域をサポートすることは難しく、現
場に到着するまで、どうしても時間がかかってしまいます。自分の命は
自分で守るという意識を常に持ち、ひいては地域が一体となって助け合
う精神を持ちましょう。
　また、自助・共助を考える上で、防災のエキスパート「防災士」、地
域で助け合う基盤となる「自主防災組織」が注目されています。

自助・共助を育む

　千里浜町の金比羅町会の自主防
災組織「金比羅町防災会」の会長
を務める冨山一夫さんは、平成
19年３月に起こった能登半島地
震で、防災士や自主防災組織の必
要性を痛感しました。当時、町会
長を務めていた冨山さんは、自分
の住む地域を守るためにはどうす
ればよいか考えたそうです。
　すぐに、自分も防災士の資格を
取得し、土建業の知識を活かし、
金比羅町会全域の地盤高地図も作

成。緊急連絡先などを記す整理表
とともに町民全世帯に配布しまし
た。結果、町民も防災意識を高め
ることにつながり、金比羅町会の
つながりは一層強化されました。
その後、金比羅防災会を設立し、
町民400人全員が加入。町民一世
帯ごとの家族構成や緊急連絡先も
防災会として把握し、地域全体の
見守り体制を確立しました。　
　「防災訓練のほか、夏場は、熱
中症に対する注意喚起を促したり、

冬場には１人暮らしの高齢者宅の
除雪なども行っています。災害時
にみんなで助け合うためにも普段
からのつながりが大切」と地域一
丸となって共助の体制を整えてい
ます。

　森正志さんは、３日間（現在は
２日間）の研修日程を受け、平成
19年11月に防災士の資格を取得
しました。郵便局員として働く森
さんが災害として、最も記憶に
残っているのは平成７年１月に起

こった阪神・淡路大震災とのこ
とです。応援に駆け付けましたが、
上下水道機能がマヒし、生活用水
もストップしている現地で災害の
恐ろしさを実体験したそうです。
　「石川県は大規模災害の発生頻
度は少ないと言われていますが、
近年では能登半島地震も起こって
おり、羽咋市では土砂災害なども
多い。もし、大規模災害が発生す
れば、水などの生活必需品が不足
する場合も想定されます。避難誘

導を含め、どのように対応すべき
か、防災士が中心となって地域を
まとめる必要があると思います」
と話してくれました。

　現在、羽咋市では防災士が
65 人、自主防災組織 24 団体
が存在します（９月１日現在）。
防災士の資格取得、自主防災
組織の設立・加入など、詳し
くは市地域防災対策室 （ ☎ 22-
7176） まで。

冨山一夫さん（74歳、千里浜町）

　森正志さん（57歳、新保町）
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問い合わせ　市地域防災対策室（☎22－7176）

新たな災害情報サービスを開始

　市の防災行政無線で放送する内容（避難勧告、行
方不明者捜索情報など）や気象台が発表する大雨警
報などの情報を、携帯電話などにメール配信する
サービスを開始しました。
　項目別に配信する情報を選択し
て登録することでお手持ちの携帯
電話やパソコンに情報をお届けし
ます。

■登録手続
・携帯電話からの場合は、下記の仮登録用ホーム

ページのリンクから空メールを送信することで、
本登録ホームページの案内がメールで届きますの
で、本登録ホームページで希望する配信内容を設
定してください。

（携帯用）仮登録ホームページ
https://service.sugumail.com/hakui/

・パソコンからの場合は、下記の登録
　ホームページで、希望する配信内容
　と配信希望アドレスを入力してください。
（ＰＣ用）登録ホームページ　
https://service.sugumail.com/hakui/member/

■諸注意事項
・本サービスの登録および利用料は無料ですが、情

報取得にかかる通信料（登録ホームページの閲覧、
メール送受信時に発生する料金）は利用者負担と
なります。

・迷惑メール対策でドメイン指定を設定している
人は、本サービスが使用しているドメイン（@
sg-m.jp）を許可してください。メールアドレス
指定を設定している人は本サービスから配信され
るメールアドレス（infio-hakuicity@sg-m.jp）
を受信できるように設定してください。

　次の電話番号へダイヤルしていただくと、防災行
政無線で放送された内容を自動音声で聞くことがで
きるようになりました。
防災行政無線放送確認ダイヤル

（0767）2
にいさん

3－4
よん

8
は く い

91
※通話料は、利用者負担となります。

■諸注意事項
・災害などがない場合は「こちら羽咋市です。ただ

いま、防災行政無線の放送は行っておりません」
というメッセージが流れます。

・電話が集中してしまうと話し中になることがあり
ます。少し待ってから再度、電話を掛け直してく
ださい。

・毎日３回の定時放送は聞くことができません。
　（午前７時、正午、夕方のチャイム）
・放送した内容については、市公式ホームページ、
　フェイスブックでも公表しています。

　羽咋市安全・安心メール 　 防災行政無線放送確認ダイヤル新 新

　10月3日に眉丈台地スポーツ広場（鹿島路・
越路野地区）で市防災総合訓練を実施します。
　時間は、午前8時30分から11時30分ごろ（予
定）としています。
　当日、会場周辺では、
交通規制などがあります
が、ご理解とご協力をお
願いします。

市防災総合訓練を実施
お知らせ

携帯用QRコード
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平成27年 第3回

市 議 会
定 例 会

説明に立つ山辺市長

　平成27年第3回羽咋市議会定例会は、8月31日から9月15日まで開催
され、平成27年度一般会計補正予算案、条例の一部改正案などが審議
され、市長提出議案6件、議員提出議案３件が可決されました。
　山辺市長は、8月31日、提出議案の説明に先立ち、人口ビジョンと総
合戦略策定の進捗状況のほか、安定した雇用創出政策、ひとの流れを呼
び起こすための政策など当面する取り組みや課題について報告しまし
た。主な内容は次のとおり。

10月末を目途に人口ビジョ
ンと総合戦略を策定
　６月11日、７月15日、8月25日
に第１回から３回の総合戦略会議を
開催し、議論を深めています。７月
に実施した市民アンケートなどの集
計結果と９月13日に開催する「羽
咋市まち・ひと・しごと創生シンポ
ジウム」での意見を盛り込んだ素案
を、９月下旬の第4回総合戦略会議
で審議し、最終案として取りまとめ
る予定となっており、10月末を目
途に人口ビジョンと総合戦略を策定
する予定で作業を進めています。

安定した雇用を創出し、ひと
の流れを呼び起こす
新たに「自然栽培推進係」を設置
　「安定した雇用の創出」の自然栽
培への取り組みとして、生産者の支
援強化や産地としての自立化と販路
の拡大を図るため、8月１日から新
たに「自然栽培推進係」を設置しま
した。

獣肉処理施設を設置、ジビエ活用の
研究・検討を重ねる
　イノシシのジビエ活用について、

白山ふもと会などの協力を得ながら
地域おこし協力隊の技術向上、経営
ノウハウの習得に努めています。
　旧先端医学薬学センターの倉庫を
利活用し、獣肉処理施設を設置し、
９月中の事業開始に向け設備改修や
許認可の手続きを進めています。今
後は、県や近隣の自治体、猟友会と
の連携を図り、獣害対策を進め、併
せてイノシシの個体確保や、安全な
食品の提供、販路の開拓などについ
て、引き続き研究・検討を重ねてい
きます。

駅長・基本設計者を決定、新たに「道
の駅推進係」を設置
　観光交流拠点施設「（仮称）道の
駅はくい」では、駅長に野間 仁氏
を採用しました。本市が目指す道の
駅の建設や運営を託すには、ふさわ
しい人材であると確信しており、今
後、大いに力を発揮されることを期
待しています。「道の駅」の基本設
計者ついては、「株式会社 浦建築事
務所」を最優秀者に選定しました。
　また、8月１日に新たに「道の駅
推進係」を設置しました。

移住者支援強化、移住ＰＲ活動に取
り組む
　「ひとの流れを呼び起こす」ため、
移住ワンストップ窓口において、東
京での移住セミナー参加や羽咋市出
身者で構成する関東羽咋会設立総会
などで移住支援制度を紹介するなど、
移住者支援の強化とＰＲ活動に取り
組んでいます。現在、5件11人か
ら相談を受けており、4件９人が移
住を予定しています。

11月、12月にセミナーと出会いのた
めのパーティを開催
　「若い世代の結婚・出産・子育て
の希望をかなえる」では、縁結び支
援業務を民間委託することとし、「株
式会社　北陸スタッフ」を選定しま
した。若い世代の結婚、出産、子育
ての希望をかなえる新たな施策とし
て、民間の活力を活かして、男女の
出会いの場を創出し、本市への定住
促進と人口減少への歯止めを図りた
いと考えています。具体的には、１１
月と１２月に２回のセミナーと出会い
のためのパーティーを開催する予定
です。

総合教育会議を設置、羽咋市
教育大綱を策定
　地方教育行政の組織及び運営に関
する法律の一部を改正する法律の施
行に伴い、市長と教育委員会で構成
する羽咋市総合教育会議を6月に設
置しました。これまでに2回の会議
を開催し、教育の目標や施策の基本
方針を示す羽咋市教育大綱を策定し
たところです。
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第３回羽咋市議会定例会

マイナンバー制度実施に向け
て、準備進める
　マイナンバー制度については、
10月に個人番号などを記載した通
知カードを送付し、平成28年１月
からは申請により、個人番号カード
を発行します。マイナンバーは平成
28年1月から税や社会保障の手続き
などで利用が開始されます。羽咋市
においても制度実施に向け、セキュ
リティ対策を含めた情報システムの
改修や関係条例の改正を準備してお
り、住民への広報としては、市ホー
ムページや広報はくいを活用するほ
か、各種会合でのＰＲ活動にも取り
組んでいきます。

羽咋駅前と菅池間の「羽氷北
線」廃止の申し出
　羽咋駅前と菅池間の「羽氷北線」
は、乗車人数の減少に伴い、赤字経
営が続いています。このため、北鉄
能登バス株式会社から、平成28年
３月末をもって、廃止したいとの申
し出がありました。
　１便当たりの平均乗車人数が１人
に満たないことや、神子原地区へは

「るんるんバス」が毎日２往復の運
行をしていることからも、路線廃止
に同意せざるを得ないと考えていま
す。

「株式会社　泰生」が企業進
出
　「株式会社　泰生」は中能登町に
本社がある織物製造会社であり、8
月７日、千里浜町の旧能登織物跡地
に本社機能と生産工場を移転拡張す
ることを表明しました。
　投資額は、およそ5億3,000万円
で従業員数は20人を見込んでおり、
平成28年２月に操業を開始する予
定です。
　空き工場の解消やまちなかの再生
につながるとともに、雇用の拡大が
図られるなど、今回の進出に大きな
期待を寄せています。

ふるさと寄付金を制度改正、
多数の寄付に感謝
　4月からのふるさと寄付金は278
件836万円で、前年度１年間の431
件680万円を超す寄付金が寄せられ
ております。
　特に制度の見直しを行った７月以
降の申し込み件数は、8月26日現
在で199件571万円で、本市を応援
してくださる方々からのご厚意に心
から感謝しています。

ユーフォリア千里浜大規模改
修、２月完成を目指す
　ユーフォリア大規模改修事業は、
環境省関連の二酸化炭素排出抑制対
策事業費等補助事業として採択され
ました。これにより、熱源を灯油か
ら電化システムに改修し、二酸化炭
素を年間394トン削減するとともに、
光熱水費の大幅な削減を図っていき
たいと考えています。
　事業費は、およそ３億2,500万円
であり、その内補助金は、およそ
２億1,700万円で、自己資金はおよ
そ１億円程度ですが、過疎債などを
利用することで、市の実質負担額は
およそ3千万円程度となると考えて
います。本議会に補正予算を提出
しており、速やかに工事入札を終え、
議会での本契約の議決を賜り、２月
には完成させたいと考えています。

指定管理者のモニタリングを
実施、改善指導に努める
　指定管理者による施設の管理運営
が適正に行われているか把握するた
めのモニタリングを実施したところ、
16施設中1施設で一部に改善指導を
要することが確認されました。今後
は、しっかりと改善指導を行い、モ
ニタリングを継続し、サービスの向
上と管理運営コストの縮減に努めて

【一般質問】
※質問内容や市長はじめ執行部からの答弁内容は、近く発行される『市
議会だより』をご覧ください。

【可決された議案】
〈市長提出分〉
◆平成27年度羽咋市一般会計補
正予算（第２号）◆羽咋市個人情報
保護条例の一部改正について◆羽
咋市手数料条例の一部改正につい
て◆平成27年度羽咋市介護保険
特別会計補正予算（第２号）◆羽咋
市職員退職手当条例の一部改正に
ついて◆平成26年度羽咋市水道
事業会計未処分利益剰余金の処分
について

〈議員提出分〉
◆羽咋市議会会議規則の一部改正
について◆安全保障関連法案の継
続審議を求める意見書の提出につ
いて◆ゴルフ場利用税の廃止を求
める意見書の提出について

いきます。

在宅医療と在宅介護を切れ目
なく提供する体制を目指す
　在宅医療・介護連携支援事業につ
いては、県のモデル事業として採択
されたため、相談窓口となるコー
ディネーターを配置します。また、
医療・介護関係者による協議会を設
置し、在宅医療と在宅介護を切れ目
なく提供する体制の構築に取り組ん
でいきます。

副議長に稲村氏

稲村信成 副議長
（64歳、千里浜町）

２期目
交流拠点施設整備特別委員会委員
長、決算特別委員会委員長などを
歴任
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１市２町のＮＴＮ製作所が合同で寄付　
　８月18日、ＮＴＮ羽咋製作所の足立原勇次社長が市役
所を訪れ、障害児福祉の向上のため、市に10万円の寄付
を行いました。
　寄付は、ＮＴＮ羽咋製作所、志賀製作所、能登製作所
（志賀町）、宝達志水製作所の４社合同で、羽咋市、志賀町、
宝達志水町のそれぞれに行われました。
　足立原社長は「障害児福祉にお役立てください」と述べ、
山辺市長は「ご寄付ありがとうございます。有効に活用さ
せていただきます」と感謝しました。

ポット（植木鉢）砂像制作会
　８月22日、23日の２日間にわたり、中央公園でポット
砂像制作会が開催され、多くの親子連れが砂像作りを楽し
みました。
　昨年の制作会で友達が入賞したので、今年初参加を決め
た小学５年生の女の子に感想を聞くと、「楽しい」と笑顔
で一言。ジャパンテントで羽咋市に滞在しているドイツ人
とイギリス人も「初めてで難しいが、楽しい」と口をそろ
えました。作られた砂像は商店街に並べられ、優秀作品に
は景品が贈呈されることとなっています。

第２回はくい花火大会
　８月22日に市商工会青年部主催による、はくい花火大会
が眉丈台地スポーツ広場で開催されました。
　花火の打ち上げに先立ち、市商工会の久保順一会長が「協
力してもらった方々全員に感謝したい。羽咋の輝き、子ど
もたちの夢の輝きを楽しんでください」とあいさつしました。
２年目となる花火大会に市内外から約3,500人が訪れ、夏・
恋をイメージさせるＢＧＭとともに打ち上げられる花火に
うっとり。約30分間にわたり、大輪の花が羽咋の夜を彩り
ました（表紙参照）。また、会場では、さまざまなアトラク
ションが行われ、多くの出店が並びました。

障害児福祉に役立てて

中央公園で砂像作りを体験

羽咋の夜空を彩る

親子で砂像作りを楽しむ

足立原社長が山辺市長に寄付金を贈呈

地元柳田町の羽州太鼓もアトラクションに参加
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精一杯の力を出し切る
　８月15日、16日に香川県善通寺市で開催された第９回
全国中学生少林寺拳法大会（男子単独演武）で階戸悠介
君（羽咋中３年）が第５位に入賞し、県内初の快挙となり
ました。
　８月24日に階戸君は市役所を訪れ、山辺市長に結果を
報告し、山辺市長は「けがを乗り切ってのすばらしい成績
で本当におめでとうございます」と祝福しました。階戸君
は「持っている力を精一杯出し切れたと思います」と全て
の力を出し切っての５位入賞に感無量の様子でした。

階戸悠介君が少林寺拳法で全国第５位

山辺市長と笑顔で記念撮影する階戸悠介君

人権啓発フェスティバル石川
　８月30日にコスモアイル羽咋で人権啓発フェスティバ
ル石川が開催されました。人権について考え、人権尊重
意識を高めていくことを目的に毎年、県内各地で開催さ
れており、今年で16回目となります。
　江場田真衣さん（羽咋中２年）が全国中学生人権作文
コンテスト石川県大会で最優秀賞を受賞した作文を朗読
し、アトラクションとして羽咋幼稚園や唐戸山神事太鼓保
存会などが会場を盛り上げました。声優であり、劇作家
の佐久間レイさんとピアニストの佐田詠夢さんが共演し、
現代社会における子どもとの関わり方や人生のあり方に
ついて参加者と一緒に考えました。

第28回北信越小学生バレーボール大会
　羽咋ジュニアバレーボールクラブ男子が８月１日、２日
に長野市で行われた第28回北信越小学生バレーボール大
会で準優勝し、同クラブで過去最高の成績を記録しました。
　８月28日、山辺市長に結果報告するため、所属選手ら
が市役所を訪れました。山辺市長は「期待に十分に応え
てくれたと思います。これからも頑張ってください」と健
闘を称えました。主将の池田拓真君（羽咋小６年）は「優
勝したかったので悔しいですが、力を出し切ることがで
き、満足しています」と感想を話してくれました。　

折口文学市民公開講座
　羽咋市ゆかりの民俗学・国文学者で歌人の折

おりくち
口信

しの
夫
ぶ
博

士（釋
しゃくちょう
迢空

くう
）の功績をしのび、９月２日、３日にコスモア

イル羽咋で折口文学市民公開講座が開催されました。
　２日は國學院大學文学部教授の小川直之氏が「折口信
夫と海岸理論」と題して講義しました。
　３日は博士の養子・春

はる
洋
み
氏の生家である藤井家（寺家

町）で62年祭が営まれたほか、折口父子の墓参拝も行わ
れました。記念講演では國學院大學名誉教授の岡野弘彦
氏が“言葉の力”を強調し、博士と過ごした日々を振り返
りました。結びに「父子の墓を丁重に管理していただき、
ありがとうございます。今後も守っていただきたい」と関
係者に感謝しました。

人権の大切さを訴える

羽咋ジュニアバレーボールクラブ男子が準優勝

折口父子の功績をしのぶ

佐久間レイさん（右）と佐田詠夢さんによる講演

トロフィーと賞状を手に山辺市長と記念撮影

墓前で折口信夫の詩を読み上げる岡野弘彦名誉教授
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栄えある叙勲受章おめでとうございます
　昭和22年から60年まで、県職員として選
挙・税務・福祉の分野で職責を全うされました。
退職後も特別養護老人ホームはまなす園（志賀
町）の施設長や選挙管理委員会委員長の職務に
尽力されました。
　「ありがたい章をいただき光栄です。支えて
いただいた方々のおかげです」と受章の喜びを
述べられました。

旭日単光章

井
いのうえ

上　輝
てる

男
お

さん
（88歳、円井町）

羽咋警察署新庁舎の内見会
　９月６日、羽咋警察署新庁舎の内見会が開かれ、多くの
人が見学に訪れました。　
　旧庁舎横に新たに建設され、延べ床面積は旧庁舎の2.2
倍で、特色として自然災害発生時の活動拠点となるように
耐震強度を高めており、県内の警察署で初めて全照明にＬ
ＥＤ照明を採用。プレハブ小屋で別建てとなっていた免許
講習室を１階に設け、３階に武道場も新しく完備されまし
た。また、玄関脇には、礒見篤介さん（寺家町）作の大社
焼のタイルが壁面に組み込まれています。
　９月14日から新庁舎での業務が開始されています。

千里浜海岸でキリコ、神輿、獅子舞が乱舞
　千里浜神社の秋祭りに合わせて、９月12日に千里浜海岸
で砂浜の再生を祈願し、侵食防止祈願祭が開かれ、キリコ、
神輿、獅子舞が砂浜から波打ち際を乱舞しました。
　祈願祭に先立ち、千里浜再生プロジェクト実行委員会
（市、宝達志水町、県共催）による、「千」の輝きのプロジェ
クトも行われ、海岸にＬＥＤ照明１千個を並べて「千の輝
き」の文字が形づくられ、その輝きに足を止める人が多く
見られました。また、山辺市長らが千里浜海岸を子々孫々
に残す必要があることを訴え、一人一砂運動を実施するな
ど、再生に向けての決意を誓いました。

市の安全・安心の拠点施設として完成

千里浜海岸の再生を願う

羽咋警察署新庁舎１階のカウンター

花火をバックにキリコ、神輿が祈願祭のフィナーレを飾る

「羽咋市まち・ひと・しごと創生シンポジウム」を開催
　９月13日、羽咋創生について市民の皆さんと一緒に考
えるために「羽咋市まち・ひと・しごと創生シンポジウム」
が、羽咋すこやかセンターで開催されました。
　講師を務めた内閣審議官の伊藤明子氏が「いま、なぜ、
地方創生なのか」と題して、全国の人口減少の現状と国の
方針などを説明しました。パネルディスカッションでは金
沢大学教授の髙山純一氏が、パネリストとともに25年後、
45年後の羽咋市をどう考えるか議論しました。会場の参
加者からも質疑・要望が行われ、羽咋創生に向けて、多く
の意見交換がなされました。

25年後、45年後の羽咋市を考える

髙山純一教授（左）から質問され、羽咋市の未来を考えるパネリスト
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羽咋中２年生が市内事業所で職場体験

　8月18日から20日までの３日間を中心に、羽咋中学校２年生155人が市内の各事業所で職場体験し、生
徒たちは、労働の大変さ・責任感・達成感などを実感しました。
　羽咋市役所の広報広聴係でも5人が職場体験し、実際に、他の職場で働く仲間を取材してもらいました。
　※次の5つの事業所で職場体験した生徒を取材。写真・文章は右の5人の生徒によるもの。

※取材させていただいたのは、ほんの一部の企業です。
羽咋中学校のわく・ワーク体験事業に協賛していただいた企業(順不同、敬称略)は以下のとおり。
粟ノ保保育所、羽咋白百合幼稚園、西北台保育所、千里浜保育所、ゆりかご保育園、こすもす保育園、とき保育園、羽
咋幼稚園、羽咋学童保育クラブ、図書館、コスモアイル羽咋、歴史民俗資料館、国立能登青少年交流の家、羽咋測量設
計、羽咋消防署、羽咋市役所、邑知潟土地改良区、羽咋病院、眉丈園、サービス付き高齢者向け住宅みずほ、千里浜児
童センター、マックスバリュ、ホームセンターロッキー、あだちストア、福井鋲螺能登工場　、グリーンライフカナイ、
花のあだち、クスリのアオキ、八幡、干場産業サービス、ＪＡグリーン、ひまわりペットクリニック、ＪＡはくい自動
車センター、北陸銀行、のとしん、北國銀行、北鉄能登バス、千里浜レストハウス、休暇村能登千里浜、ミスタードー
ナッツ、ユーフォリア千里浜、美容室　優、8番ラーメン、モリモト、レストランガロ、シャルドン、ベルン、セブン
イレブン

患者さんとのコミュニケー
ションのとり方がつかめて
きて、接するのが楽しかっ
た。学ぶことがたくさんあ
り、勉強になりました。

車の洗車は難しかった。ガ
ソリンスタンドの従業員の
方々は、お客さんの見えな
いところですごく努力して
いるんだと実感しました。

子どもたちの寝かしつけが
大変でしたが、一緒に遊ん
であげることも意外と大変
でした。でも、楽しかった
です。

お客さんに対するマナーを
知りたいと思い、体験を希
望しました。思った以上に
部屋の掃除などが大変でし
た。

商品を袋詰めする作業は意
外に難しかったです。お寿
司のシャリを握る体験もし
ました。働く大変さがわか
りました。

①羽咋病院

②干場産業サービス

③羽咋幼稚園

④休暇村能登千里浜

⑤マックスバリュ羽咋店

体験者の感想 広報広聴係の仕事を体験した５人の感想

　　　羽咋病院取材担当
　　　安達詩乃さん
インタビューで緊張したり、思っ
た写真を撮れなかったり、どれも
大変でしたが、それ以上にやりが
　いがあり、すごく楽しい経験
　　　ができました。

　　 干場産業サービス
　取材担当　岩城海聖くん
取材やインタビューは自分が思っ
ていた事とは違い､とても難しく、
勇気がいる作業でした。３日間の
　経験を自分の将来に活かして
　　いきたいです。

　　羽咋幼稚園取材担当
　　野村諒くん
初対面の人に取材するのはとて
も緊張しました。でも、カメラ
　で写真を撮るのは、とても
　　楽しかったです。

　　休暇村能登千里浜
　取材担当　宮嵜悠万くん
取材は初対面の人と話したり
するので大変だと思ったけど、
いろいろなところに行けたり、
　見れたりするので、楽しか
　　ったです。

　　マックスバリュ羽咋店
　取材担当　細川歩夢くん
取材はとても勇気が必要で、いろ
いろな人から細かい情報を正確に
　聞き出さないといけないこと
　　がわかりました。
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　　　乳幼児健診
場所　羽咋すこやかセンター
受付日時
●４か月児健診（平成27年６月生）
　10月27日㈫　13：00～13：30
●１歳６か月児健診（平成26年３月生）
　10月 ８日㈭　12：45～13：30
●３歳児健診（平成24年５月生）
　10月 ７日㈬　12：45～13：15
※乳幼児健診などの日程は、市ホー
ムページでも確認できます。

はくい子育てサロン（☎22-1518）
　子育て中の方々が、子どもと一緒
にちょっと寄って､ホッとできる場
です。どなたでもお気軽にどうぞ。
場　所　あだちストアジョイフル店
時　間　午前９時～午後４時45分
お休み　年末年始、日曜日、祝日

催 し 物

☆育児講座
　10月７日㈬
　午前10時00分～11時00分
　｢ベビーマッサージ｣ ※要予約
　講師：陰本景子さん
☆育児相談
　10月14日㈬
　午前10時～12時
　保健師、栄養士がお受けします。
　※受け付けは午前11時まで
☆誕生会
　10月21日㈬
　午前10時30分～11時30分
☆お楽しみデー
　10月28日㈬
　午前10時30分～11時30分
　担当：羽咋白百合幼稚園

子育てふれあい広場 
　未入所児とその家族を対象に、遊びや情報交換の場として､保育所
(園)・認定こども園で、子育てふれあい広場を開催しています。
時　間　午前９時30分～11時
保育所（園）　邑知保育園（☎26-0059）、こすもす保育園（☎22-8181）
　　　　　　西北台保育所（☎22-1559）、千里浜保育所（☎22-0764） 
　　　　　　とき保育園（☎24-1001）
認定こども園　羽咋幼稚園（☎22-5318）、羽咋白百合幼稚園（☎22-0498）
※こすもす保育園では月～金の上記時間中、子育て支援室や園庭を開放しています。
　また、羽咋幼稚園では、４月・５月・９月の上記時間中、園庭を開放しています。

と　き 内　　容 ところ
10月１日㈭ 運動会ごっこ 千里浜保育所

２日㈮ 戸外であそぼう とき保育園
２日㈮ 運動会ごっこ 羽咋白百合幼稚園
５日㈪ リズムに合わせて♪♪いっしょにあそぼう！ 邑知保育園
６日㈫ 親子で簡単ピザクッキング　※要予約 こすもす保育園
８日㈭ ちりはまさんぽ秋バージョン 千里浜保育所
９日㈮ 園児と芋ほりを楽しもう　 とき保育園
９日㈮ お買い物ごっこ 羽咋白百合幼稚園
13日㈫ 散歩に行こう こすもす保育園
14日㈬ 運動会ごっこをしよう 西北台保育所
　15日㈭ 観劇会 千里浜保育所
19日㈪ 看護師講座 邑知保育園
20日㈫ ハロウィンごっこを楽しもう こすもす保育園

　 �大きくなったね（身体計測）　
22日㈭ 宝探し 千里浜保育所
23日㈮ 劇あそびをしよう　　 羽咋白百合幼稚園
26日㈪ ミニミニ運動会 ＆ 子育て相談 羽咋幼稚園
27日㈫ ★３Ｂ体操　※要予約 こすもす保育園
28日㈬ 戸外で遊ぼう 西北台保育所
29日㈭ ハロウィンを楽しもう　 千里浜保育所
30日㈮ ハロウィンパーティをしよう 羽咋白百合幼稚園

羽咋市立千里浜児童センター（☎22-6318) 
　どなたでも利用できる、多彩な遊びが楽しめる施設です。
　乳幼児のお子さんは、必ず保護者が一緒にご利用ください。

利用料
無料

利  用  時  間　午後１時～午後６時
お　  休　  み　毎週日曜日、祝日
毎 週 水 曜 日　午後４時　　　 ★館長さんの手作り教室
第１・３水曜日　午後４時　　　 ★ことクラブ　講師：山本　利美さん
第2・４水曜日　午後４時30分　★リズムダンスクラブ　講師：杉浦幸代さん
毎 週 金 曜 日　午後４時30分　　トランポリンクラブ　講師：細川　聰さん

と　き 内　　容 参加費など
10月 ★ ３日㈯　午後２時 おたのしみ会
　　 ★ ４日㈰　午前10時 福祉まつり（羽咋体育館）
　　　 10日㈯　午後２時 クッキング おやつ　定員：10人　参加費：200円
　　 ★17日㈯　午前10時30分 育児用品リサイクルショップ
　　 　17日㈯　午後１時30分 羽咋工業高校ものづくり教室

対象：小学１～６年生　定員：10人　参加費：無料
　　 　17日㈯　午後３時 お茶クラブ　　講師：前田美穂子さん
　　 　24日㈯　午後２時 グラウンドゴルフクラブ（予備日31日）
　　 　24日㈯　午後３時 ムラタセイサク君がやってくる
★印の行事は保護者も参加できます。※クラブの参加・体験は自由です。

こすもす保育園親子育児講座
10月27日㈫　午前10時～ 11時
「3Ｂ体操」　※要予約
講師　陰本景子さん
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新着図書のご案内

負けるもんか(阿川佐和子)ゆ
らやみ(あさのあつこ)悪声(い
しいしんじ)武士の碑(伊東潤)
私の恋人(上田岳弘)極悪専用
(大沢在昌)太陽は気を失う(乙
川優三郎)ガバナンスの死角
(梶永正史)抱く女(桐野夏生)
ザ・原発所長[上・下](黒木亮)考
えられないこと(河野多惠子)
豹変(今野敏)啓火心(日明恩)冥
途あり(長野まゆみ)砂の王宮
(楡周平)ヒトリコ(額賀澪)あの
家に暮らす四人の女(三浦しを
ん)オールド・テロリスト(村上
龍)アノニマス・コール(薬丸岳)
老いては自分に従え(山藤章

二)父・水上勉をあるく(窪島誠
一郎)最後の詩集(長田弘)国を
救った数学少女(ヨナス・ヨナ
ソン)最新図解特別警報と自然
災害がわかる本(饒村曜)里山
のつる性植物(谷川栄子)消え
るオス(陰山大輔)図解心筋梗
塞・狭心症を予防する！最新治
療と正しい知識(三田村秀雄)
子どものうつがわかる本(下山
晴彦)

神々と戦士たち１(ミシェル・ペ
イヴァー)スモーキー山脈から
の手紙(バーバラ・オコーナー)
青い目の人形物語１(シャー
リー・パレントー)走れ、走って
逃げろ(ウーリー・オルレブ)狐
物語(レオポルド・ショヴォー)
スプーン王子のぼうけん(竹下
文子)キリンのセラフィナ(ロ

ラン・ド・ブリュノフ)ちいさな
メリーゴーランド(マーシャ・ブ
ラウン)あえのこと(さとうれい
こ)かもめたくはいびん(いしい
ひろし)およげないさかな(せ
なけいこ)チンチンボンボさん
(室井滋)わかるかな？(ふじわら
こういち)としょかんへいこう
(斉藤洋)ここがすき(きたやま
ようこ)まっかっかトマト(いわ
さゆうこ)はしれ！きかんしゃま
めでん(間瀬なおかた)そらと
ぶてっぱん(岡田よしたか)恐
竜トリケラトプスとテリジノ
サウルス(黒川みつひろ)１０歳
の質問箱(日本ペンクラブ「子
どもの本」委員会)世界の子ど
もの遊び(寒川恒夫)

■開館時間
　午前８時45分～午後６時

■10月の休館日
　６日㈫・１３日㈫・２0日㈫・２7日㈫
　※毎週火曜日が休館日です。
　（火曜日が祝祭日の場合はその翌日）　

■連絡先　☎22-9777

・ 今月の本棚 ・ ・ 子ども本棚 ・
ふたり おいしい本

「もつれっぱなし / 井上夢人」 「かぎはどこだ/マージョリー・Ｗ・シャーマット」
　「私、宇宙人を見つけたの」会社を休ん
だ彼女が差し出したのは、ナメクジだった
…。短篇は宇宙人・四十四年後・呪い・狼
男・幽霊・嘘の六篇。登場人物はすべて二
人だけで会話のみで話が進む。会話から二
人の関係やその場の情景が見えてくる。

　パンケーキが大好きな９歳の名探偵ネー
トは友達の依頼を受けると、ママに置手紙
を残し、愛犬スラッジと事件解決に向かう。
事件は失くしたメモや鍵を探すなど身近な
出来事ばかり。シリーズ５作目では解決に
役立つパンケーキのレシピつき。さっそう
と謎を解くネートに拍手。

一般向け 子ども・ティーン向け

■わくわくおはなし会
　(４歳～小学校低学年)
日時　10月10日㈯ 午前11時～11時30分
場所　コスモアイル羽咋・和室
■よちよちおはなし会(0歳～3歳)
日時　10月26日㈪ 午前11時～11時30分
場所　コスモアイル羽咋・和室

◦2015 第69回 読書週間◦
　図書館では、秋の夜長におすすめ本の展示、貸
出を行います。
日　時　10月27日㈫～ 11月９日㈪
標　語　 「いつだって読書日和」
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羽咋から世界を目指す
　僕は羽咋に生まれて羽咋で育ち、
高校卒業と同時にブラジルにサッ
カー留学をしました。その後はブラ
ジル１部リーグのポルトゲーザとプ
ロ契約を果たし、10年間ブラジル
でサッカー選手として過ごしました。
　僕がブラジルでプロになった時は、
日本ではJリーグブームまっただ中
で、カズこと三浦知良選手に次いで
１部リーグでプロ契約した日本人選
手として日本では記者会見や特集報
道など、羽咋に帰ってからも慌ただ
しかったことを思い出します。
　現在はプロサッカーコーチとして
東京を拠点に、明光サッカースクー
ルヘッドコーチ、東京スポーツレク
リエーション専門学校で講師、また、
全国にサッカー教室と幅広く活動し
ています。
　東京での生活の今も、ブラジルで
生活していた頃も、いつも実家のあ
る羽咋が心にありました。

　この夏、久しぶりに帰省した時、
甥っ子とその友達がサッカーをして
いるということで、指導する機会が
ありました。
　僕の子供の頃は、サッカーは盛ん
ではなく、僕自身、サッカーを始め
たのは高校生からでした。
　そんな僕がブラジル１部リーグの
プロサッカー選手になれたのですか
ら、彼らにも夢を持ってサッカーを
やってほしいと思いました。
　夢を持つことで心は豊かになり、
夢に向かうことは生き甲斐となり、
目標を掲げ、イメージし、考え、努
力することは夢の達成へとつながり
ます。
　夢のために努力することはプロセ
スの大切さを知ることであり、プロ
セスの大切さを知ることは人生のあ
らゆることにつながります。
　今後も羽咋の子供たちの夢への道
のりに少しばかりでも関われたらと

思った、夏の休日でした。
　今回の帰省では、大好きな千里浜
海岸にも訪れ、久しぶりにゆっくり
しました。波打ち際を歩いたり、朝
は千里浜を走ったり、海の家でビー
ルを飲んだりと充実した休みでした。
　改めて羽咋の空気感、人の温かさ
に触れ、また、新鮮で豊富な食材を
堪能して、心の洗濯と充電ができま
した。
　今後も羽咋に帰省した際には、改
めて子供たちにサッカーを指導でき
たらと思いました。
　もちろん、羽咋の美味しい食材を
堪能することも（笑）
　最後になりますが、ブログも開設
していますので、ご覧いただければ
光栄です。
【ブログのアドレス】
http://blog.livedoor.jp/fchuma_blog/

はじめまして！

今月号から新しく

ＡＬＴ体験記を担当する、

ケリアンです。

羽咋の皆さん、調子はどうですか？
（ジャマイカの「パトワ語」）

　こんにちは、私の名前はケリアン
です。私は羽咋に住んでいるALTで、
出身はジャマイカのモンテゴ・ベイ
という美しい町です。ジャマイカは、
カリブ海に浮かぶ小さな島国です。
羽咋に住むようになってからもう１
年たちますので、町で私が自転車に
乗っている姿を見たことがある方も
いらっしゃるでしょう。羽咋に住む
みなさんの笑顔はとても親しみやす
く、お祭りや車の展示会もとても楽
しいです。この夏は千里浜海岸で盛
大にバーベキューをしました。これ
から毎月、私が体験したことを記事
にして、みなさんに読んでもらえる
ことが楽しみです。よろしくお願い
します!

Wah gwaan Hakui！ 
(Jamaican patois)

Hello, my name  is Kerrian.  I 
am an ALT living in Hakui, and 
I am from the beautiful town 
of Montego Bay  in  Jamaica. 
Jamaica is a small island in the 
Caribbean.  It's been one year 
since I've been living  in Hakui, 
so maybe you have seen me 
riding my bicycle around town. 
I enjoy the  friendly smiles of 
people here, the festivals, car 
shows and I had a great BBQ 
at Chirihama beach this past 
summer.  I  am  excited  and 
looking forward to sharing my 
Hakui  adventures with  you 
each month.
See you! 

檜
ひ

垣
がき

　裕
ゆう

志
し

さん（45歳）
（千里浜町出身、
　　東京都渋谷区在住)　

10月号からショーンさんからケリアンさんに羽咋体験記がバトンタッチされました。
 ケリアンさんのプロフィール
・出身地　ジャマイカ、モンテゴ・ベイ　・生年月日　1985年７月20日
・学歴　エドナマンリィ大学卒業　・趣味　旅行、グラフィックデザイン
・好きな日本食　お好み焼き
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　市役所にも10人の
生徒が訪れ、広報ふじ
おかを作っている秘書

課広報広聴係にも３人の生徒が配
属されました。３人は職員から取
材のコツやカメラの使い方を教わ
り、職場体験中の他校の生徒や瓦
職人のところへ実際
に取材に行き、紙面
を作りました。体験
を終えた生徒は「取
材してきたことをま
とめるのが難しかっ
たです」「仕事をす
るといろいろな年
代の人と触れ合うの
で大変だと思いまし

　羽咋市の事業の中でも最優先課題
となっている「道の駅」整備で、野
間仁さんが駅長候補者に選ばれ、市
商工観光課の道の駅推進担当課長補
佐に着任しました。
　野間さんは横浜市出身で、昨年３
月まで東京の電気メーカーに勤務し
ていました。その間、広告、営業企画、
家電営業に携わりました。愛知万
博の博覧会協会へ出向して、３年間、
広報の仕事も経験しています。金沢
にも２年間駐在し、北陸３県の顧客
満足窓口の担当として、各県・市窓
口を飛び回りました。
　そんな中、北陸の厳しい気候を含
めた美しい風土に愛着を持ち、なか
でも加賀・能登の伝統文化に強くひ
かれたそうです。東京へ戻った後も、

食文化をはじめとした石川県の伝統
と風土の中で仕事をしてみたいとの
思いを持ち続けていました。
　昨年３月に早期退職し、七尾市の
能登島を拠点とした農業生産法人に
Ｉターン転職を決め、耕作放棄地と
なった能登の赤土での野菜作りに励
みました。
　強い日差しの下でジャガイモの収
穫やキャベツの定植、吹雪の中で
のニンジンやカブの収穫に汗を流し、
雨の中でのほ場整備や除草などの農
作業をしながら、豊かな能登の風土
や四季折々の景色を楽しんでいたそ
うです。
　そんな折に、今回の駅長公募が目
にとまり、これまでの社会経験の全
てを活かして地域貢献できるのでは

ないかと、応募を決めたとのことです。
　「地元の道の駅に寄せる期待の大き
さをさまざまな場所で実感する毎日
です。より良きにぎわいの場所とし
て、長く愛される道の駅にしたいと
考えています。多くの事例を研究し、
たくさんの方々のお話を伺いながら、
あるべき姿を作っていきたい」と意
気込みを話してくれました。

「道の駅」整備に向け、今までの経験の全てを活かしたい

中学生が｢働く｣ことを体験
チャレンジウイーク

　９月7日から11日の５日間
「チャレンジウイーク」として藤
岡市内の中学２年生がさまざまな
事業所で仕事を体験しました。こ
のチャレンジウイークは実際に社
会に出て、働くことの大変さ、責
任の重さ、人の役に立つというこ
との大切さなどを学び、自分の将
来に役立てていこうという体験学
習期間です。
　今年度も５つの中学校あわせ
て約600人の生徒が飲食店や工場、
販売店、保育園、病院など約210
箇所の事業所で働きました。

た」と感想を話していました。
　チャレンジウイークは生徒たち
を受け入れてくれる事業所や地域
の人たちの協力の基に成り立つも
のです。藤岡市は地域一体となり、
子どもたちの成長へ取り組んでい
ます。

羽咋市道の駅推進担当課長補佐
野間　仁さん（59歳、七尾市万行町）

瓦職人に取材する中学生
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　　 平成26年度一般会計決算のお知らせ

　市では、「はくい再生プログラム」の重点分野である、安全安心なまちづくりを重視し、羽咋中学校体育館建
設から余喜小学校改築、邑知中学校原子力防災整備などに取り組みました。また、今年３月の北陸新幹線開業に
向けた羽咋駅周辺の整備や、企業誘致事業にも積極的に取り組みました。
　この結果、平成26年度の一般会計の決算額は、歳入が126億3,127万円、歳出は125億5,705万円となり、歳入・
歳出ともに前年度と比較して増額となりました。また、当該年度だけの実質的な収支を表す指標となる実質単年
度収支は9,592万円となり、平成22年度以降、5年連続の黒字となりました。
　今後も、さらに財政健全化を進めるとともに、今年度から始まる「羽咋創生プログラム」により、若者の定住
促進、人口減少対策、地域の活性化を重点的に推し進めていきます。

実質単年度収支が５年連続の黒字！

３年間のはくい再生プログラムの集大成！
～羽咋中学校体育館完成・余喜小学校改築・邑知中学校原子力防災整備・防災行政無線整備完了～

歳入　　126億3,127万円(前年度比1.5％増)

歳出　125億5,705万円(前年度比1.8％増)

一  般  会  計
平成25年度 平成26年度

歳 入 124億4,504万円 126億3,127万円
歳 出 123億3,584万円 125億5,705万円
歳 入 ― 歳 出 １億920万円 7,422万円
翌年度繰越事業財源 4,122万円 2,152万円
実 質 収 支 6,799万円 5,270万円
実質単年度収支 7,826万円 9,592万円

主  な  事  業

安全安心で環境にやさしいまちづくりの推進
・羽咋中学校整備事業 15億2,570万円
・余喜小学校整備事業 4億873万円
・原子力災害対策施設整備事業 1億8,056万円
・防災行政無線整備事業 5,992万円
・地域循環バス運行事業 2,843万円
・富永地区避難施設連絡路整備事業 1,423万円
地域資源を活用した交流人口の拡大
・羽咋駅周辺整備事業 5,107万円
・農山漁村活性化プロジェクト支援事業 1,696万円
・北陸新幹線開業効果推進事業 510万円
・能登の里山里海魅力発信事業 223万円
定住人口の確保と少子化対策の推進
・住まいづくり奨励金交付事業 1,348万円
・定住促進宅地造成事業 3,104万円
・あんしん住まいリフォーム助成事業 701万円
・地域総合整備資金貸付金事業 7億1,000万円
・企業立地推進事業 4,706万円
・子ども医療費助成事業 5,220万円
協働によるまちづくりと財政健全化の推進
・ふるさと納税推進事業 121万円
・地域自治振興奨励金 898万円

自主財源
28%

市税
26億7,304万円
0.7%減

地方交付税
36億5,293万円
0.6%増

その他
9億9,245万円
32%増

地方譲与税・交付金
4億4,884万円
4.5%増

国県支出金
24億6,998万円
5.3%増

市債
23億9,403万円
7.7%減

依存財源
72%

義務的経費
35%

人件費
14億3,641万円
5.9%増 扶助費

14億7,250万円
8.9%増

公債費
14億6,324万円
4.1%減

物件費
12億1,075万円
0.8%減

普通建設事業費
26億3,668万円
8.5%減

災害復旧事業費
1億3,256万円
H25年度

（3,749万円）

繰出金
8億7,932万円
3.9%増

積立金・その他
9億540万円
19.6%増

維持補修費
6,804万円
16.5%増

補助費等
23億5,215万円
2.3%増

一般行政経費
29%

投資的経費
22%

繰出金
7%

その他
7%
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市債の状況（借金）

　大型事業の支払いをするときの借金を「市債」と
いいます。市では、後年度に借金の返済金の一部に
国から補てんがある有利な市債を活用しています。
　一般会計の借入残高は約138億7千万円、一般会
計以外の借入残高は約141億3千万円です。合計は
約280億円となります。
　ふるさと融資による、貸付事業などを行ったこと
により対前年度比約5億１千万円増加しました。

基金の状況（貯金）
　市は、将来の財源不足や支出に備えるため、基金
という形で貯金をしています。
　平成26年度は、余喜小学校整備に、まちづくり
基金を活用したため、基金残高は対前年度比約１億
8,400万円減少し、約19億4,900万円となりました。

市税の負担と市民サービス
　市民の皆さんが納めている市税は、一般会計
の歳入の約2割を占める大切な財源です。平成
26年度の市税収入は約27億円でした。
　一人当たりの税の負担は前年度比で694円増
加し、11万7,719円となりました。使った費用
は55万3,004円、市債（借金）の残高は61万769
円になりました。

税の負担 使った費用 市債残高（一般会計）

一人当たり
11万7,719円 55万3,004円 61万　769円

（11万7,025円） （53万6,178円） （55万6,253円）

一世帯当たり
31万5,180円 148万　610円 163万5,272円

（31万7,201円） （145万3,327円） （150万7,741円）
※(　)内は前年度

他会計の決算状況

特別会計 歳入 歳出
国民健康保険 28億8,144万円 28億6,829万円
後期高齢者医療 3億2,085万円 3億2,085万円
介護保険 24億6,532万円 24億4,361万円
千里浜財産区 1,205万円 1,203万円

計 56億7,966万円 56億4,478万円

公営企業会計 収入 支出
水　　道
事業会計

収益的 6億7,391万円 6億1,089万円
資本的 2,089万円 2億7,406万円

下 水 道
事業会計

収益的 9億5,486万円 9億6,929万円
資本的 4億8,045万円 8億2,385万円

主な用語解説

◇実質単年度収支
　単年度収支に実質的な黒字を加え、実質的な赤字を差し引いた額
　（単年度収支）＋（基金積立金）＋（地方債繰上償還額）－（基金取崩額）
◇単年度収支
　（当該年度の実質収支）－（前年度の実質収支）
◇歳入
　自主財源：市税、分担金、負担金、使用料、手数料、財産収入、
　　　　　　寄付金、繰入金、繰越金、諸収入の合計額

◇歳出
人件費：議会議員や特別職を含む職員の給料や退職金など
扶助費：保育所の運営費、医療費助成、生活保護世帯への助成など
公債費：市の長期の借金の返済金や短期（１年以内）借入金の利子など
物件費：公共施設の管理や機器の保守など
維持補修費：道路など公共施設の維持補修経費
補助費等：各種団代へ交付される補助金、負担金など
普通建設事業費：道路・学校整備など公共事業に要する経費
災害復旧費：災害によって生じた被害の復旧に要する経費
繰出金：一般会計から国民健康保険などの特別会計に支出される経費

※1 財政調整基金とは、大幅な税収減や災害など、急な支出に
　　 備えるためのお金です。
※2 減債基金とは、借金を計画的に返済するためのお金です。
※3 まちづくり基金とは、地域づくりや大規模な都市開発事業の
　　推進のためのお金です。
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平成26年度決算に基づく健全化判断比率などのお知らせ

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、平成26年度決算に基づく財政の健全性にかかる
指標をお知らせします。
　羽咋市の健全化判断比率および資金不足比率は、算定した比率すべてにおいて国の定める適正基準の範囲
内となり、実質公債費比率については5年連続で前年度を下回りました。将来負担比率についても早期健全
化基準の350％を大きく下回りました。
　これは、近年、本市が国の補助金などを有効活用し、市債の発行額を最小限に抑えてきたほか、過去に高
金利で発行した市債を繰上償還するなど、市債残額の減額に積極的に取り組んできたことが要因です。
　算定方法など詳しくは市のホームページをご覧ください。

問い合わせ　市企画財政課・財政係（☎22-7162）

-財政状況・経営状況の診断結果-

1　健全化判断比率

指　標 平成26年度比率 早期健全化基準
（財政の危険状態）

財政再生基準
（財政の破たん状態）

実質赤字比率 - ％ 14.21％ 20.0％

連結実質赤字比率 - ％ 19.21％ 30.0％

実質公債費比率 16.2％ 25.0％ 35.0％

将来負担比率 102.3％ 350.0％ 　

※実質赤字比率と連結実質赤字比率については、収支が赤字とならない場合、比率は「-㌫」と表示しています。
実質赤字比率………標準的な収入（標準財政規模）に対する赤字額の割合
連結実質赤字比率…標準的な収入に対する赤字額の割合（一般会計、特別会計、企業会計の全会計が対象）
実質公債費比率……標準的な収入に対する市債の償還額とこれに準ずる支出の合計額の割合（３カ年平均）
　　　　　　　　　※平成26年度の単年度 実質公債費比率は14.3％
将来負担比率………一般会計などの負担している負債額が、標準的な年間収入の何年分にあたるかの割合

2　資金不足比率
　公営企業の資金不足を料金収入の規模と比較して、経営状況の健全度を見るもので、平成26年度決算で
は対象となる水道事業会計と下水道事業会計で資金不足はなく、経営健全化基準を下回りました。

18.5%

17.6% 17.3% 17.1%

16.2%

H22 H23 H24 H25 H26

実質公債費比率の推移
5年連続で改善。18%を下回ることで、市債発行の
際に県の許可が不要となっています。

128.4%
110.1% 102.3%

91.1% 92.4%

H22 H23 H24 H25 H26

将来負担比率の推移
平成26年度決算に基づく数値では102.3％となっており、
早期健全化基準の350.0%を大きく下回っています。
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平成26年度　羽咋市公営企業の決算状況
１　平成26年度羽咋市水道事業会計
　⑴ 収益的収支
　　　収入６億3,391万円に対して支出が５億8,004万円、差引で5,387万円の純利益となりました。

問い合わせ　市地域整備課・企業経理係（☎22-7133）

　⑵ 資本的収支
　　　収入2,089万円（国庫補助

金1,888万円など）に対して
支出が２億7,406万円（建設
改良費１億6,764万円、企
業債元金償還１億642万円）、
差引不足額２億5,317万円
は損益勘定留保資金等（減
価償却費など）で補てんし
ました。

■損益計算書（税抜き） ■収入・支出の項目別割合
収　入

科　　目 金　額
給水収益 5億1,275万円
特別利益 2,516万円

長期前受金戻入 7,898万円
その他 1,702万円

収入合計 ６億3,391万円

支　出
科　　目 金　額

減価償却費 ２億4,023万円
企業債利息 5,047万円
維持管理費 ２億8,500万円
特別損失 434万円
支出合計 5億8,004万円
純利益 5,387万円

２　平成26年度羽咋市下水道事業会計
　⑴ 収益的収支
　　　収入９億3,613万円に対して支出が９億5,195万円、差引で1,582万円の純損失となりました。

　⑵ 資本的収支
　　　収入 4 億 8,045 万円 ( 一
　　 般 会 計 か ら の 繰 入 1 億

3,421 万円、資本費平準化
債 3 億 1,180 万円など ) に
対して　支出が 8 億 2,385
万円 ( 企業債元金償還 7 億
7,368 万円など )、差引不
足額 3 億 4,340 万円は損益
勘定留保資金等 ( 減価償却
費など ) で補てんしました。

■損益計算書（税抜き） ■収入・支出の項目別割合
収　入

科　　目 金　額
下水道使用料 ２億4,109万円
一般会計繰入金 4億6,179万円
長期前受金戻入 ２億2,718万円

その他 607万円
収入合計 ９億3,613万円

支　出
科　　目 金　額

減価償却費 5億8,851万円
企業債利息 ２億5,408万円
維持管理費 １億710万円
特別損失 226万円
支出合計 ９億5,195万円

純損失 1,582万円

※詳しい決算内容については、市ホームページにて公表しています。

減価償却費

純利益

企業債利息

維持管理費

給水収益

特別利益

長期前受金戻入

（支出）（収入）

特別損失その他

減価償却費

一般会計繰上金

長期前受金戻入

下水道使用料

企業債利息

維持管理費

（支出）（収入）

純損失

特別損失その他
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問い合わせ　市総合窓口課（☎22－5940）

個人番号の通知が始まります マイナンバー制度開始に向けて

国民年金保険料の納め忘れはありませんか

問い合わせ　　市総合窓口課・国保年金医療係（☎22－7194）

口座振替が便利です
　国民年金保険料は日本年金機構から送付する納付案内書などにより、毎月の保険料を翌月の末日までに納
めていただくことになっています。
　保険料の納め忘れがあると、将来受け取る老齢基礎年金の額が少なくなったり、場合によっては年金が受
けられなくなることがあります。また、万一のときに障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなること
があります。
　そこで、便利で安心な口座振替のご利用をお勧めします。口座振替にしておくと、毎月、納めに行く時間
と手間がかからず便利で安心です。また、口座振替のなかには国民年金保険料額の割引のあるお得な振替方
法（早割・二年前納・一年前納・半年前納）もあります。
　口座振替申出書に必要事項を記入・押印（金融機関の届出印）して市役所、お近くの年金事務所、または
金融機関窓口に申し込むことで口座振替をご利用できます。

マイナちゃん

　マイナンバー制度の導入により、国民一人一人が個人番号（マイナンバー）を持つことになります。
　また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方も対象になります。
　　１　通知カード（紙製のカード）について
　　　　平成27年10月中旬頃から順次、全市民に個人番号（マイナンバー）が記載された
　　　　通知カードが住民票の住所へ世帯ごとに簡易書留で届きます。　
　　　　書留の中には次の書類が入っています。
　　　　①通知カード
　　　　②「個人番号カード交付申請書」と返信用封筒
　　　　③個人番号についての説明書類　
　　　　通知カードは今後、行政機関（国・県・市）や、民間企業（銀行・保険会社など）、
　　　　お勤め先に個人番号を証明するための大事な書類です。大切に管理してください。
　　２　個人番号カード（プラスチック製のICカード）について
　　　　⑴　個人番号カードの申請
　　　　　　希望者には、通知カードとともに送付される申請書により、個人番号カード（初回発行無料）

を作ることもできます。本人確認も同時にできる唯一のカードです。顔写真付きの公的身分証
明証をお持ちでない人には、便利な身分証明書としてお使いいただけます。

　　　　　　申請方法①：「個人番号カード交付申請書」に署名または記名押印し、顔写真を添付の上、
　　　　　　　　　　　　返信用封筒に入れてポストへ。
　　　　　　申請方法②：スマートフォンで顔写真を撮影し、オンライン申請も可能です。
　　　　⑵　個人番号カードの受け取り　　　
　　　　　　平成28年１月以降、本人または代理人が市役所窓口での受け取りになります。
　　　　　　受け取る場合には、以下の書類などが必要です。
　　　　　　①通知カード
　　　　　　②「個人番号カード交付通知書」　※代理人の場合は委任欄の記載、押印が必要
　　　　　　③窓口に来られる人の本人確認書類（運転免許証など）
　　　　　　④印鑑　※シャチハタ印は不可　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　3　住民基本台帳カードについて
　　　　平成28年１月から個人番号カードが発行されることに伴い、住基カードの発行は平成27年12月28

日で終了します。
　　　　個人番号カードを取得した時点で、住民基本台帳カードは廃止・回収いたします。
　　　　なお、現在お持ちの住基カードは、表面に記載されている有効期限まで有効です。

カードは
失くさない
でね！
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いしかわ学校版環境ＩＳＯ

羽咋幼稚園がエコ幼稚園に認定

問い合わせ　市環境安全課（☎22－7137）

問い合わせ　市環境安全課（☎22－7137）

市内の全小・中学校が認定校に

みんなでエコ頑張ります！

　７月24日、県庁で谷本知事から粟ノ保小、邑知小、西北台小、余喜
小の4校が、「いしかわ学校版環境ＩＳＯ認定証」の交付を受けました。
　この事業は、いしかわ版環境ＩＳＯの指針に基づき、二酸化炭素や廃
棄物の削減、省エネ・節電など、児童や生徒、教職員が協力して環境保
全活動に取り組む学校を石川県が認定し、活動を支援するものです。
　今年度新たに4校が認定されたことで、市内の小・中学校の全てが認
定されたことになります。市では、今後も、環境保全活動の実践をとお
して、環境にやさしい学校づくりを推進していきます。

　8月６日、県庁で谷本知事から羽咋幼稚園が「エコ幼稚園認定証」の交付を受けました。
　本事業は、ふるさといしかわの将来を担う子どもたち（未就学児）
の環境に対する感性を育て、環境に優しいライフスタイルを実践す
る保育所・幼稚園・認定こども園を、石川県が認定するものです。
　市内では、こすもす・とき・邑知保育園、千里浜・余喜・西北台
保育所、白百合幼稚園の合計７カ所が、すでに認定されています。
　交付式では、羽咋幼稚園代表として村上陽菜ちゃんと中村瑠花
ちゃんが、谷本知事の前で「地球のために、みんなでエコ頑張りま
す！」と元気よく宣言しました。

「臨時福祉給付金」のお知らせ

問い合わせ　市健康福祉課・援護係（☎22－3939）

申請はお済みですか？
　平成26年4月から消費税率が8％へ引き上げられましたが、所得の低い人や世帯への影響を考慮し、暫
定的・臨時的な措置として、「臨時福祉給付金」が支給されます。
　8月末に、対象と思われる人へ申請書をお送りしましたが、申請はお済みですか？
　申請の受付期限は12月１日㈫までですので、必要書類を添付のうえ、お早めに申請してください。
■支給対象者
　平成27年１月１日の時点で、以下の要件をすべて満たす人
　①羽咋市に住民登録されている人
　②平成27年度の市民税が課税されず、かつ市民税が課税されている方に扶養されていない人
　　※税の申告がないと対象外となる場合があります。
　③生活保護制度の被保護者となっていない人
■支 給 額
　１人につき、6,000円
■申請期間
　平成27年９月１日㈫～ 12月１日㈫
■提出書類
　①申請書
　②本人確認書類（例：住民基本台帳カード、運転免許証、旅券、健康保険証などの写し）
　③指定した口座が確認できる書類
　　（例：金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）がわかる通帳やキャッシュカードの写し）

認定証を手に谷本知事と記念撮影をする粟ノ保
小、邑知小、西北台小、余喜小の4校長（前列）

谷本知事から認定証を手渡される村上
陽菜ちゃん（左）と中村瑠花ちゃん（右）
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保育所・保育園・認定こども園　入所申込受付

行っていますか？浄化槽の保守点検、清掃、法定検査

問い合わせ　市健康福祉課・子育て支援係（☎22-1114）または、各保育所・保育園・認定こども園

問い合わせ　市地域整備課・上下水道管理係（☎22-7193)、石川県浄化槽協会（☎076-241-7781）

10月１日～31日まで
　平成28年度の入所申込を受付けします。各保育所・保育園・認定こども園、または市健康福祉課に備え
てある申込書に必要事項を記入し、入所（園）を希望する施設へ提出してください。
■申込期間　10月１日～ 10月31日

　10月１日は浄化槽の日です。羽咋市では下水道の整備区域外については、合併浄化槽で処理することと
なっています。
　浄化槽は適切な維持管理を行わないと機能が低下し、水質汚濁や悪臭の原因につながります。
　そのために､浄化槽の管理者には「保守点検｣と「清掃｣および「法定検査｣が法律により義務づけられています。
　能登の里海など大切な水環境を守るため、浄化槽の正しい維持管理を実施しましょう。
※管理者とは、市が設置した浄化槽については「市が管理者」となり、個人で設置した浄化槽は「個人が管

理者」となります。

保育所名 所在地 電話番号 利用定員 入所対象年齢 開所（園）時間
粟ノ保保育所 兵庫町 22-1510 40 生後６カ月～ 平　日7：30～18：00

土曜日7：30～13：00余喜保育所 大町 26-0290 40
西北台保育所 一ノ宮町 22-1559 70 生後4カ月～

平日・土曜日
7：00～19：00

こすもす保育園 東的場町 22-8181 130

生後２カ月～とき保育園 千路町 24-1001 60
邑知保育園 飯山町 26-0059 100
千里浜保育所 千里浜町 22-0764 80
ゆりかご保育園 南中央町 22-5824 40 生後8週～３歳児
羽咋白百合幼稚園
（認定こども園） 松ケ下町 22-0498 85 生後６カ月～ 平　日7：30～１8：30

土曜日7：30～１5：30
羽咋幼稚園
（認定こども園） 川原町 22-5318 70 １歳児～ 平日・土曜日

7：30～18：30

〇延長保育（延長保育については保育標準時間と保育短時間で料金が異なります。）　
　※保育標準時間の場合

保育標準時間：11時間
（開所（園）～18：00）

延長保育18：00～19：00
300円/１回　　　　2,500円/１カ月

　※保育短時間の場合（開始時間７：00又は７：30については各施設にお問い合わせください）
７：00～8：00 保育短時間：8時間

（8：00～16：00）
16：00～17：00 17：00～18：00 18：00～19：00

100円/１回 100円/１回 100円/１回 300円/１回

〇休日保育（保育料は日額1,500円）　
　千里浜保育所・こすもす・とき・ゆりかご・邑知保育園
〇病後児一時保育（未入所児は有料）　
　こすもす保育園で実施（ほかの保育所（園）児童・未入所児も利用可能）
＜給食について＞
　３歳以上児は主食(米飯)を持参してください。(羽咋白百合幼稚園は完全給食)
＜利用者負担額（保育料）について＞
　入所児童の父母の平成27年分の市町村民税所得割課税額を基準に決定します。ただし、祖父母などが生
計の中心の場合は、合算する場合があります。
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インフルエンザ予防接種

問い合わせ　市健康福祉課・健康推進係（羽咋すこやかセンター１階）（☎22－1115）

～発症予防に早めの接種を～
　予防接種を受けることで、インフルエンザの発症や重症化を予防することができます。
　インフルエンザの予防接種後、効果があらわれるまでにおよそ２週間程度かかりますので、流行する前に
早めに受けましょう。
　なお、インフルエンザウイルスには大きく分けてA型とB型がありますが、
その中でもさらに細かくタイプが分かれています。昨年度までは、A型の２種
類とB型の１種類の計３種類のウイルスに対して効果のあるワクチンでしたが、
今年度より、Ａ型２種類とB型２種類の計4種類のウイルスに対応するワクチ
ンへと変わりました。より多くの種類のインフルエンザウイルスに対して、発
症・重症化予防が可能となりました。

広　告　欄

■高齢者インフルエンザ予防接種

対象
（接種当日年齢）

①満65歳以上の人
②満60～64歳までの人で、心臓やじん臓、呼吸器などに重い病気のある人
（身体障害１級相当の方）

予防接種期間 10月１日～12月28日
自己負担額 1,500円（生活保護世帯は無料）

予防接種券の
発行

○ 65 歳以上で市内の医療機関で接種を希望する場合は、直接医療機関で接種くださ
い（各医療機関の窓口に接種券があります）。

　※必ず保険証を提示してください。
○次の方は、健康福祉課健康推進係（羽咋すこやかセンター内）で接種券を発行しま

す（郵送も可）。
１　接種当日､ 満60～64歳までの人で心臓やじん臓､ 呼吸器などに重い病気のある人
２　市外の医療機関で接種を希望される人
３　生活保護世帯の人（無料の接種券を発行します）

■子どもの予防接種
対象者と
接種回数

生後６カ月～13歳未満　　２回
13歳以上～中学３年生　　１回

予防接種期間 10月１日～12月28日
助成額
および

自己負担額
助成額　　　　１回あたり　1,200円
自己負担額　　医療機関が設定する接種費用から助成額1,200円を差し引いた額

予防接種券の
発行

接種を希望される人に対し、健康福祉課健康推進係（羽咋すこやかセンター内）にて
接種券を発行します（郵送も可）。



24　広報はくい No.760 2015年10月

市民健診のご案内

問い合わせ　市健康福祉課・健康推進係（羽咋すこやかセンター１階）（☎22－1115）

　まだ、特定健診を受けていない人は、医療機関健診または集団健診のどちらかで受けることができます。
今年度から未受診者健診を医療機関でも受けることができるようになりました。診療日や診療時間をご確認
の上、受診してください。健診の日程は下記をご参照ください。
■健診の日程
≪医療機関健診≫　健診期間は医療機関で異なります。ご注意ください。

広　告　欄

～まだ、健診を受けていない人へ～

医療機関名 期　　　間 健診項目
金田内科医院

10月1日㈭～10月31日㈯ ①特定健診
②がん検診
③節目年齢検診
（肝炎ウイルス検診、胃ペプシノゲン検査、
　前立腺がん検診）

保志場内科クリニック
前川医院
松柳医院
疋島クリニック 10月1日㈭～11月30日㈪松江外科胃腸科医院
羽咋診療所 11月2日㈪～11月30日㈪平場内科クリニック

≪集団健診≫
場　　　所 日　　　時 健診項目

羽咋すこやかセンター

10月18日㈰
午前8時～10時

①特定健診
②がん検診
（肺がん・結核、胃バリウム、大腸がん、
　乳がん、※子宮がん）
③節目年齢検診
（肝炎ウイルス検診、胃ペプシノゲン検査、
　前立腺がん検診）
※子宮がん検診の診察開始は９時30分からです。

10月23日㈮
午前8時30分～10時

10月26日㈪
午前8時30分～10時

■持参いただくもの
１　特定健診を受ける人
　「健康保険証｣と「特定健診受診券｣または、９月末に郵送しました「未受診者健診のご案内｣をお持ちください。
　 ⑴ 40 ～ 74歳の国民健康保険加入者には、5月に受診券を郵送しています。
　 ⑵ 国保以外の保険加入者は、各保険者が発行する受診券を、当日持参してください。受診券と健康保険

証がないと特定健診を受けることができません。
２　がん検診、節目年齢検診を受ける人（年齢に応じて、市民の皆さん受けることができます。）
　「受診料金」、40 ～ 70歳の人は「がん検診受診券」もお持ちください。
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広　告　欄

木梨・長原法律事務所
〒920-0912  金沢市大手町７番34号

電話(076)222-2820  ＦＡＸ(076)222-2672
弁護士　木 梨 松 嗣
弁護士　長 原 　 悟
弁護士　米 田 弘 幸

　　　　

問い合わせ　羽咋警察署（☎22-0110）　羽咋郡市防犯協会連合会（☎22-4970）

　　　

地域安全ニュース
羽咋警察署・羽咋郡市防犯協会連合会からのお知らせ

～平成27年全国地域安全運動～

　10月11日（日）から20日（火）まで全国地域安全運動が実施されます。
　警察では、防犯協会や関係機関・団体・ボランティアの皆さんと連携して、
犯罪のない安全・安心な街づくりに取り組みます。
☆鍵をかけてください！
・家のドア、窓の鍵は必ず閉めましょう   ・自転車、バイクにはツーロックしましょう
・車庫の中であっても、自動車の鍵は施錠しましょう   ・自動車から離れるときは短時間でも鍵を閉めましょう
☆振り込め詐欺などにご注意ください！
・新幹線開業に伴い、犯人が直接お金を受け取る「受け取り型」の手口が増加しています。知らない人にお金

を手渡さないようにしましょう。
・石川県警察では、振り込め詐欺などの被害を防止する観点から金融機関に対し、お客様への声かけのほか、

最寄りの警察署への連絡を求めています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

　

問い合わせ　市総合窓口課・国保年金医療係（☎22-7194）
　　　　　　　　　日本年金機構　七尾年金事務所（☎0767-53-6511）

　思わぬ事故、けが、病気、心の病などのために重い障がいが残った場合、支給要件を満たしていれば、申請
により障害年金を受けることができます。
　気軽にご相談ください。
■次の要件のすべてに該当する人は申請することができます
　1 国民年金などの公的年金に加入している間に初診日（注1）があること。
　　※20歳前や、60歳以上65歳未満（年金に加入していない期間）で、日本国内に
　　　住んでいる間に初診日があるときも含む。
　２ 障害認定日（注2）において、一定の障がいの状態にあること。
　３ 次のいずれかの保険料納付要件を満たしていること。
　　　①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または

免除されていること。
　　　②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの１年間に保険料の未納がないこと。

（注1）障がいの原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日
（注2）初診日から１年６カ月経過した日、又は症状が固定した日
■障害者手帳をお持ちの人へ
　障害者手帳と障害年金は、障がいの認定基準が異なります。手帳をお持ちであっても、障害年金を受給でき

ないことがあります。

障害年金の制度をご存じですか公的年金

ハク太郎
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◦市役所の連絡先
（代表：0767-22-1111）

健康福祉課
・援護係　　　　22-3939　・介護高齢者係　　　　　22-5314
・子育て支援係　22-1114　・地域包括支援センター　22-0202

総合窓口課
・市民窓口係　　　22-5940（市民窓口・戸籍）
・国保年金医療係　22-7194
　　（国民年金・国民健康保険・後期医療）

　神子原米の新米割引セールと握りた
てのおにぎり即売会などを行います。
日時　10月４日㈰　9：00～18：00
場所　神子の里（神子原町）
問　神子の里（☎26-3580）

　地元で活躍している方々を迎え
て、お茶を飲みながら楽しく学びま
せんか。
演題「ルビーロマンに魅せられて」
　今年の初セリでは一房100万円！
話題のルビーロマンはどうやって作
られるのか。聞いてみましょう。
日時　10月15日㈭�14：00～15：30
講師　松平　和則氏（松平ぶどう農園）
場所　羽咋すこやかセンター研修室
対象　どなたでも
参加費　100円（お茶代）
問・　　市市民活動支援センター
　　　　（☎22-9979）

　「みんなでつなごうふるさとの笑顔」
　メーンイベントは余喜〇×クイズ
です。恒例のテント村や食堂など、
お楽しみに！
日時　10月17日㈯・18日㈰
　　　９：00 ～ 15：00
場所　余喜小学校・余喜保育所
問　余喜公民館（☎26-0254）

日時　10月３日㈯（第６回）
　　　11月7日㈯（第7回）
　　　�9：00～
場所　リサイクルセンター（滝谷町）
定員　20人　参加費　1,000円
持ち物　エプロン、三角巾、はし
内容　料理をとおして、ごみを出さ
ない工夫やごみの分別の仕方を学び
ます。
講師　室谷加代子さん
申込期間　第６回は９月23日㈬～
10月２日㈮、第7回は10月28日㈬
～11月６日㈮

日時　10月10日㈯　9：00～
場所　リサイクルセンター（滝谷町）
定員　20人　参加費　700円
持ち物　布１枚、裁縫用具
内容　古着を使って小物を作り、ご
みを出さない工夫と布の有効利用を
学びます。
講師　原田　洋子さん
申込期間　９月30日㈬～10月9日㈮

広　告　欄

日時　10月17日㈯～11月23日（月・祝）、
９：30 ～ 17：00（入館は16：30まで）
会場　市歴史民俗資料館　
観覧料　無料
問　市歴史民俗資料館（☎22-5998）

日時　10月24日㈯　14:00～　　
「クルードさんちのはじめての冒険
（特別編）」（約99分）
場所　コスモアイル羽咋・小ホール
参加費　無料　　申込不要
問　市図書館（☎22-9777)

　市民のゴルフ競技の拡大を図ると
ともに、ゴルフ技術の向上と親睦を図
るため、市民ゴルフ大会を開催します。
日時　11月８日㈰�7：21 ～スタート
場所　朱鷺の台カントリークラブ　眉丈台コース
参加資格　羽咋市ゴルフ協会会員、
羽咋市に居住または勤務する人
※締切後、組数に余裕がある場合、
それ以外の人も受け付けます。
競技方法　個人戦　18ＨS・ストロ
－クプレイ：ダブルペリア方式
参加費　一人2,000円
プレイ費　ビジターは12,240円
申込締切　10月20日㈫※定数に達
し次第、締め切ります。
問　市ゴルフ協会事務局
　　（☎27-1121、担当：梅田）

神子の里「お米まつり」

古着のリフォーム教室（第7回）

クリンクルはくい10月行事
（☎27-1153）

エコクッキング教室

2015羽咋市長杯
市民ゴルフ競技大会

よもやまサロンを開催

申

第21回余喜ふれあい祭り

図書館の映画上映会

企画展「探検！地図・絵図でた
　　　　どる羽咋」
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税務課
・収納係　　22-1113
・資産税係　22-6901
・住民税係　22-7130

会計課　　　22-7165
企画財政課　22-7162
商工観光課　22-1118
環境安全課　22-7137

農林水産課　　22-1116
・農業委員会　22-1117

　福祉・介護分野への就職に関心が
ある人に仕事に対する理解を深めて
いただくため、県内の高齢者、障害
者、児童関連の社会福祉施設のご協
力を得て職場体験事業行っておりま
す。受入施設一覧、体験申込書等は、
石川県社会福祉協議会ホームページ
に掲載されていますので、体験を希
望される人は、石川県福祉人材セン
ターまで申込みください。
問　石川県福祉人材センター
　　（☎076-234-1151）

日時　10月３日㈯�14：00 ～ 15：30
場所　コスモアイル羽咋　研修室
講師　池上三喜子さん（（公財）市民
防災研究所　理事・特別研究員）
参加費　無料
主催・問　市市民活動支援センター
　　　　　�（☎22-9979）

　６月から９月分までの児童手当が
10月９日㈮に指定された金融機関口
座に振り込まれますので、通帳の記
帳でご確認ください。児童一人の月
額は、次のとおりです。
【所得制限未満の人】
・３歳未満（一律）・・・15,000円

・３歳～小学生　・・・10,000円
（第３子以降は15,000円）
・中学生（一律）�・・・10,000円
【所得制限超えの人】
年齢区分に関係なく・・・5,000円
問　市総合窓口課・国保年金医療係
　　（☎22-7194）

　看護職の就業支援相談員が、再就
業や転職、eナースセンター活用方
法、就業支援セミナーなどについて
個別に対応します。
日時　10月15日㈭、12月17日㈭、
2月18日㈭　10：00～正午
場所　ハローワーク羽咋２階会議室
相談料　無料
問　（公社）石川県看護協会ナース
　　センター（☎076-225-7771）

　うつ病と診断された人や､うつ病と
思われる人の家族がより良い対応がで
きるよう､うつ病の知識や対応の理解
を深めるため家族教室を開催します。
日時　10月16日㈮� 14：00～16：00
場所　県能登中部保健福祉センター
大会議室
内容　講演「うつ病の理解と対応」
講師　関奈緒子�医師（石川県高松
病院　精神科医）
対象者　うつ病と診断された人の家
族、うつ病と思われる人の家族など
参加費　無料 ※要事前予約（当日も可）
問・　　能登中部保健福祉センター
　　　　（☎0767-53-2482）

　今、開発途上国ではさまざまな分
野であなたの技術・知識・豊かな経
験が必要とされています。
職種　農林水産、加工、保守操作、
土木建築、保健衛生、教育文化、社
会福祉、観光・商業、スポーツなど
募集期間　10月１日㈭～11月２日㈪

「体験談＆説明会」
◆10月８日㈭�18：30 ～ 20:30
　JICA北陸会議室（リファーレ�オ
フィス棟４階・金沢市)
◆10月18日㈰（10:00 ～ 12:30）
　白山市松任文化会館�研修室301
※予約・参加費とも不要です。詳し
くはJICA北陸へ。
問　JICA北陸・ボランティア担当
　　（☎076-233-5931）

　太極拳で楽しい時を過ごしましょ
う！初めての人も大歓迎です。
　体験コーナーもあります。
日時　10月12日（月・祝）� ９:00～正午
場所　千里浜公民館ホール
持ち物　底の薄い上履き、水かお茶
参加費　無料
申込み　千里浜公民館
主催　羽咋市太極拳協会
問・　　千里浜公民館（☎22-0148）

広　告　欄

申

太極拳交流会　参加者募集

福祉のしごと職場体験のお知らせ

看護職の就業支援相談を開催

申

うつ病家族教室を開催

ＪICAボランティア
平成27年度秋募集

第２回市民わくわくアカデミー
講演会「地域で減災！あなたが力、
　　　　みんなが力」を開催

児童手当は、10 月 9 日が支給日
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◦市役所の連絡先 地域整備課
・施設管理係　22-1119　・企業経理係　　　22-7133
・都市計画係　22-9645　・上下水道建設係　22-7193
・道路建設係　22-9645　・上下水道管理係　22-7193

総務課　　　　　22-7161
秘書室　　　　　22-0771
監査委員事務局　22-7167
選挙管理委員会　22-7191

学校教育課　　　22-7131
生涯学習課　　　22-9331
スポーツ推進室　22-7156
文化財室　　　　22-7158

広　告　欄

■人口　22,642人(�+ １人)
　□男性　10,723人(�+ ５人)
　□女性　11,919人(��―�４人)
■世帯数　8,483世帯（+10世帯）
■異動
　□出生　　　 ���7人　
　□死亡　　　 �24人
　□転入など　 �46人
　□転出など　 �28人
＊平成27年９月１日現在
　(　)内は前月比
　※外国人住民を含む
［住民基本台帳人口から］

人口の動き

東日本大震災義援金の寄託
寄託総額11,795,538円

(９月８日現在)
　多くの方々からご寄託いただき
深く感謝いたします

日時　10月17日㈯� 10：30～正午
場所　千里浜児童センター
主催　千里浜児童センター、公益財
団法人いしかわ子育て支援財団
※詳しくは、いしかわ子育て支援財団
ＨＰで（http:///www.i-oyacomi.net/）
問　千里浜児童センター
　　（☎22-6318）

　総務省では、皆さんから国の行政
全般についての苦情や意見・要望な
どを受け付け、公正・中立の立場か
らその解決を図ったり、行政運営の
改善に役立てたりする行政相談業務
を実施しています。ご相談ください。
◎市の行政相談委員
田嶋学さん（柳田町、☎22-1088）
と萬澤民子さん（千里浜町、☎22-
0722）が、定例相談を毎月第３水曜
日（10月は第２水曜日）の午後１時
30分から午後４時まで、羽咋市役
所市民相談室で行っています。
◎総務省石川行政評価事務所は電話
で相談を受け付けます
（☎076-222-5232）

　相続や遺言、年金、雇用などのさ
まざまな問題に、10士業の専門家が
無料で相談に応じます。
日時　10月24日㈯　10:00～16:00
場所　香林坊アトリオ4階�アトリオ
サロン（金沢市香林坊）
問　日本弁理士会北陸支部�事務局
　　（☎076-266-0617）

　金沢地方・家庭裁判所七尾支部及
び七尾調停協会では、「法の日」週
間行事の一環として、調停相談を開
催することとなりました。
　金銭貸借、交通事故などの民事に
関する様々な紛争や離婚、相続など
の家庭に関する問題について、調停
委員や裁判所書記官が相談に応じま
す。
　また、成年後見などに関する問題
についても、裁判所で利用できる手
続をご案内します。
　お気軽にお越しください。
日時　10月28日㈬� 10：00～15：00
場所　市役所２階　203会議室
問　市総合窓口課（☎22-5940）

「育児用品リサイクルショップ」開催

10月19日～25日は
行政相談週間

行列ができる無料相談会

調停相談のお知らせ

不登校・ひきこもりに関する講習会
　ひきこもる本人への関わり方について、講演会を開催します（参加費無料）。
日時　10月31日㈯　14：00～16：00　
場所　能登中部保健福祉センター１階大会議室（七尾市本府中町）
演題　「子どもの生きる力を育てる関わり方」
講師　高賢一氏（金沢星稜大学人間科学部子ども学科）
対象者　おおむね思春期～40歳代のひきこもりの人のご家族
問・　　能登中部保健福祉センター（☎0767-53-2482）

譲ります
ランドセル（セイバン・黒）、ルー
ムランナー（約１㍍×1.8㍍×1.2㍍・
新品同様）

問・　　市商工観光課（☎22-1118）

■市民リサイクル銀行10月分

申

申
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議会事務局　22-7160 コスモアイル羽咋　22-9888
図書館　　　　　　22-9777
羽咋体育館　　　　22-3312

ユーフォリア千里浜　　22-9000
公立羽咋病院　　　　　22-1220
羽咋市観光協会　　　　22-5333
シルバー人材センター　22-2700

健康福祉課健康推進係
(羽咋すこやかセンター)
　　　　　　　　22-1115
歴史民俗資料館　22-5998

広　告　欄
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株式会社　泰生（たいせい）の企業進出を歓迎

市
民
文
芸

市
長
か
ら
の
手
紙

　8月７日、合成長繊維の薄地織
物を生産している株式会社 泰生

（本社は鹿島郡中能登町）の伊藤
憲司社長から企業進出の表明を受
けました。市にとって大変、うれ
しいニュースです。
　敷地面積約1,400平方㍍の旧能
登織物跡地を活用することになっ
ており、交通の利便性などを背景
に工場の集約化を計りたいとのこ
とでした。総事業費は約5億３千
万円で雇用人員は20人を見込ん
でいます。
　かって、本市は昭和30年から

40年代を中心に織物王国といわ
れた華やかな時代もありました。
しかし、後進国に追い上げられ、
織物産業は衰退の一途をたどり、
苦戦を強いられてきました。
　このため、本市の中心市街地で
は旧北國繊維跡地・旧羽咋繊維跡
地、そして旧能登織物跡地の３カ
所が遊休地となり、その利活用が
大きな課題となっていました。
　しかし、平成24年度に創和テ
キスタイル株式会社が、平成26
年度に株式会社モンベル、そして
今回の株式会社 泰生の進出表明

で３カ所とも有効活用ができるこ
とになりました。
　「財政再建」から「羽咋再生」、
そして今年度から「羽咋創生」を
目指す本市にとって、これほどう
れしい朗報はないと感謝感激して
います。　
 （９月３日）

羽咋市長　山辺芳宣

　10月中旬に実施します。
■水道メーター取り換えにご協力を
　各ご家庭に設置してある水道メーターは計量法に

基づき8年間で取り替える必要があります。取り
換えは 10 月中旬に実施しますので、ご協力お願い
します。

■水道メーター取り換え作業について
　メーターの取り換え時には、事前に委託業者が各家

庭へお伺いします。取り換え作業中は一時的（10
分程度）に水道が使えなくなります。取り換え後、
水が濁る場合がありますので、しばらく水を出して
から使用してください。取り換え費用は無料です。

■対象地区（町）
　川原町、東川原町、旭町、中央町、御坊山町、松ヶ

下町、柳橋町、鶴多町

問い合わせ　市地域整備課・上下水道管理係（☎22-7193）

水道メーターの取り換え
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　＝市役所
■問い合わせ
市役所代表電話(☎２２-１１１１)

市

日　時 行　事　名 場　所 担　当

10/2 ㈮ １3：30～
１5：00 運動教室 すこやかセンター 健康福祉課

  3 ㈯ 8：30～ 防災総合訓練 眉丈台地スポーツ
広場 地域防災対策室

  １4：00～
１5：30

第２回市民わくわくアカデミー
講演会「地域で防災！あなたが力、みんなが力」 コスモアイル羽咋 市民活動支援

センター

  4 ㈰ 9：00～
１8：00 神子の里「お米まつり」

神子の里
（神子原町） 神子の里

9：１5～
１0：00 第58回羽咋市社会福祉大会 羽咋体育館 社会福祉協議会

   １0：00～
１5：00 第23回はくい福祉まつり

羽咋体育館と羽咋す
こやかセンター周辺 社会福祉協議会

  6 ㈫ １4：30～ あそびの教室 すこやかセンター 健康福祉課

  7 ㈬ １0：00～
１１：00 シルバー人材センター入会者説明会

羽咋勤労者総合
福祉センター

シルバー人材
センター

１２：45～ ３歳児健診 すこやかセンター 健康福祉課

  8 ㈭ １２：45～ １歳６か月児健診 すこやかセンター 健康福祉課

  9 ㈮ １3：30～
１5：00 運動教室 すこやかセンター 健康福祉課

 10 ㈯ １１：00～
１１：30 わくわくおはなし会 コスモアイル羽咋 図書館

 12 ㈪ 8：30～ 第49回羽咋市民駅伝祭 羽咋運動公園
周回コース スポーツ推進室

 13 ㈫ １１：00～
１4：00 健康福祉総合相談 老人福祉センター 社会福祉協議会

 14 ㈬ １0：00～
１１：00 シルバー人材センター入会者説明会

羽咋勤労者総合
福祉センター

シルバー人材
センター

１0：30～
１１：30

「健康と生きがい講座」
第５回楽しく歩きましょう（参加費100円） 老人福祉センター 社会福祉協議会

  １3：30～ 介護者交流サロン
座ってエアロビ!!

サービス付高齢者住
宅みずほ（深江町）

地域包括支援セ
ンター

１3：30～
１6：00 総合相談（登記相談） 　 101会議室 総合窓口課

  １3：30～
１6：00 　 〃　 （行政相談) 　 市民相談室 総合窓口課

  １3：30～
１6：00 　 〃　 （心配ごと相談、人権相談) 　 203会議室 総合窓口課

１9：00～
２0：30 ふれあいにほんごひろば 羽咋公民館 生涯学習課

 15 ㈭ １0：00～
１6：30 心のケアサポート（要予約） すこやかセンター 健康福祉課

１3：00～
１5：00 無料法律相談（要予約４名まで） 　 101会議室 総合窓口課

１4：00～
１5：30

よもやまサロン
「ルビーロマンに魅せられて」 すこやかセンター 市民活動支援

センター

工事の発注状況
（１千万円以上）8月分

◆平成27年度�上水道老朽管更新事業配水管布設工事（下曽祢工区）（1,188万
円、東亜鑿泉工業㈱）
＊入札結果は、市のホームページで公開しているほか、どなたでも市企画財
政課（☎22-7162）で閲覧できます。

１0月の休日当番医
(午前９時～正午：事前連絡必要)

※医療機関および診療時間が変更となる
場合もあります。当日の新聞などで
ご確認ください。

※休日に診療した場合は、休日料金が加
算されます。

４日㈰
　西村内科胃腸科クリニック
　宝達志水町今浜  ☎28-2033
　おおの整形外科クリニック
　羽咋市鶴多町  ☎22-8858

11日㈰
　田村眼科クリニック
　羽咋市鶴多町  ☎22-0026
　とどろき医院（小児科）
　羽咋市鶴多町  ☎22-7855

1２日（月・祝）
　松江産婦人科内科医院
　羽咋市島出町  ☎22-2479
　松柳医院（内科）
　羽咋市島出町  ☎22-0011

18日㈰
　ひよりクリニック（内科・外科）
　志賀町富来地頭町 ☎42-2300
　松江外科胃腸科医院
　羽咋市松ヶ下町  ☎22-7888

２5日㈰
　河崎医院（外科・胃腸科・内科）
　志賀町高浜町  ☎32-0019
　岩脇医院（耳鼻咽喉科）
　羽咋市的場町  ☎22-0131

市

市

市

市

〝羽咋市ふるさと寄付制度〟が
クレジットカード決済 を開始！
申込みから決済まで5分で完了

スマートフォンでも
寄付できます！→
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日　時 行　事　名 場　所 担　当

 17 ㈯ 9：00～ 羽咋市少年少女発明クラブ
石川県発明くふう展見学

石川県地場産業
振興会館 生涯学習課

9：00～
１5：00 第21回余喜ふれあい祭り（～18日）

余喜小学校
余喜保育所 生涯学習課

  9：30～
１7：00

企画展「探検！地図・絵図でたどる羽咋」
（～11月23日） 歴史民俗資料館 歴史民俗資料館

 18 ㈰ 8：00～
１0：00 市民健診・女性がん検診 すこやかセンター 健康福祉課

 20 ㈫ １4：00～
１5：00 まんまクラブ すこやかセンター 健康福祉課

 21 ㈬ １0：00～
１１：00 シルバー人材センター入会者説明会

羽咋勤労者総合
福祉センター

シルバー人材
センター

１0：30～
１１：30

「健康と生きがい講座」
第５回楽しく歩きましょう（参加費100円） 老人福祉センター 社会福祉協議会

 23 ㈮ 8：30～
１0：00 市民健診・女性がん検診 すこやかセンター 健康福祉課

 24 ㈯ １4：00～
１5：40

図書館映画上映会
『クルードさんちのはじめての冒険（特別
編）』（約 99分）

コスモアイル羽咋 図書館

 26 ㈪ 8：30～
１0：00 市民健診・女性がん検診 すこやかセンター 健康福祉課

  １１：00～
１１：30 よちよちおはなし会 コスモアイル羽咋 図書館

 27 ㈫ １3：00～ ４か月児健診 すこやかセンター 健康福祉課

 28 ㈬ １0：00～
１１：00 シルバー人材センター入会者説明会

羽咋勤労者総合
福祉センター

シルバー人材
センター

  １0：00～
１5：00 調停相談 　 203会議室 総合窓口課

１3：00～ ＢＣＧ予防接種・育児相談 すこやかセンター 健康福祉課

  １9：00～
２0：30 ふれあいにほんごひろば 羽咋公民館 生涯学習課

 30 ㈮ １3：30～
１5：00 運動教室 すこやかセンター 健康福祉課

 31 ㈯ 9：30～ プレママクラス（助産師コース） すこやかセンター 健康福祉課

１0：00～ フレッシュママクラス すこやかセンター 健康福祉課

羽咋市からの情報として、1市3町の広報
紙に「羽咋市文化祭」を紹介しました。

七尾市

志賀町

第10回　のとじまおつけ

海鮮や山菜を材料にした「おつけ」の販
売や浜焼きコーナーなど海の幸が盛りだ
くさん。ご当地プレゼントが当たる抽選
会も実施します。
日時　10月25日㈰
場所　鰀目漁協（能登島鰀目町）
問　のとじまおつけ祭り開催委員会
　　（☎0767-84-1113)

志賀町文化祭

第４回
雨の宮古墳まつり

宝達志水町
第４回宝寿荘まつり

中能登町

妊婦さんや産後ママのための教室開催
　妊娠中の方、産後ママの方を対象に母乳育児や育児相談などについて助
産師や保健師が対応します。どうぞ、お気軽にご参加ください。　
■日時　10月31日㈯
　・プレママクラス（妊婦さんとその家族が対象）
　　午前９時30分～11時45分（受付は午前９時15分～）
　・フレッシュママクラス（産婦さんと４カ月頃までの乳児が対象）
　　午前10時～11時45分（受付は午前９時45分～）
■場所　羽咋すこやかセンター２階　健診室・和室
■持ち物　母子健康手帳
※各クラスの後半１時間は妊婦さんと産婦さんの交流を予定

問い合わせ　市健康福祉課・健康推進係　　　　　　　　　
　　　　　（羽咋すこやかセンター１階）（☎22－1115）

式典や記念講演、 芸能発表など富来活
性化センターでも作品展示します
日時　11月1日㈰～ 3日（火・祝） 9：00 ～
場所　志賀町文化ホール（高浜町）ほか
問　生涯学習課（☎0767-32-9350)

日時　10月20日㈫　10：00～14：30
場所　老人福祉センター「宝寿荘」（今浜）
内容　豚汁サービス､模擬店（手作り品リ
サイクル品他）、野菜市､展示､演芸など
入館料　無料（無料開放デー）
問　老人福祉センター「宝寿荘」
　　 （☎0767-28-4506）

日時　10月17日㈯　10：00～13：00
場所　雨の宮能登王墓の館前広場（西馬場）
内容　太鼓演奏、保育園児遊戯（さくら保育
園､つくし保育園）､よさこい演舞､鹿西小学校
児童鼓笛演奏､乗馬体験､勾玉作り､古墳めぐ
りクイズラリー､模擬店､お楽しみ抽選会など
問　企画課（鳥屋庁舎内）（☎0767-74-2806）

要予約

市
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鹿島路のタブノキ
（鹿島路町：鹿島路町会）

市指定文化財　天然記念物
（昭和38年10月16日指定）

　タブノキは、常緑広葉樹で、一
年を通じて緑の葉をつけることか
ら永遠性への信仰と齢

よわい
を重ねた大

木の風格から、各地の神社で「御神木」として崇
あが
められています。

　鹿島路のタブノキは、「森の宮」バス停近くの旧白山社跡の広
場にあり、大きさは、胸高周囲9.82ｍ、樹高約20ｍで樹齢約
650年とされています。むかしから「森のタブの木」と言い慕わ
れ、大切に守られてきました。地上１ｍ程のところがもっとも太
く、そこから放射状に６本の幹が分かれ、葉の層が重なりあって
壮大な樹冠を作っていましたが、現在ではその樹勢が弱まってき
ています。
　平成12年の環境省調査で、樹木種別の太さ（幹回り）では、日本
で最大級であることが分かりました。

広報はくいは、再生紙と植物油インクを使用しています。
羽咋市は、環境保全活動を積極的に推進しています。 古紙配合率100％再生紙を使用しています

広報はくい　№760(平成27年／2015) 10 月号
平成27年10月 1 日発行／月刊

発行者　石川県羽咋市(総務部秘書室担当)
〒925-8501　石川県羽咋市旭町ア200番地
　　　　　　電話 0767-22-0771  FAX 0767-22-8109
ホームページアドレス　http://www.city.hakui.ishikawa.jp
メールアドレス　post＠city.hakui.lg.jp

PIN No.P13-0179

羽 咋 の お も て な し 料 理

＜レシピの提供：市健康福祉課・健康推進係＞

簡単！減塩レシピ
昆布ときのこのさっと煮

材料（４人分）
・切り昆布（乾）�……�８㌘
・えのき�……………�80㌘
・しめじ�……………�60㌘�
・さやえんどう�……�40㌘　
・しょうが�…………�少々
・ごま油�……………�小さじ２
・だし汁�……………�１カップ
・しょうゆ�…………�小さじ２
・みりん�……………�小さじ２

①昆布はたっぷりの水で戻す。
②きのことさやえんどうは、食べやすい大きさに切る。しょう
がは、せん切りにする。
③鍋にごま油としょうがを入れて熱し、昆布を加え、炒める。
④きのこを入れ、だし汁を加えて約５分煮る。
⑤しょうゆとみりんで調味し、さやえんどうを加えて、ひと煮
立ちさせる。

羽咋のおもてなし料理のコー
ナーでは、簡単にできるわが家
自慢の料理を募集しています。
問い合わせ　市秘書室・広報広聴係
  (☎22-0771）

作り方

栄養価（１人分の場合）

・エネルギー　�40㌔㌍
・塩分　　　　　0.7㌘

　
　昆布は、旨味が詰まった食材です。この旨味はグルタミ
ン酸といい、他の食材のおいしさを引き出す相乗効果があ
ります。
　昆布を使った料理は、薄味でもしっかりとした味に仕上
がり､調味料を控えることができるので減塩につながります。
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■最近は記事のネタが多く、文字数・ページ数と
の兼ね合いから、どれを広報誌に掲載するか悩
むことがあります。結果的に掲載できない記事
も多々あります。そんな時に活躍するのがホーム
ページやフェイスブックです。特段、文字数に制
限がないので、広報誌よりも多くの情報を詳細に
掲載することができます。取材して広報誌に掲載
していない情報でも極力、これらのメディアには
掲載するようにしていますので、市の公式ホーム
ページやフェイスブックもご覧いただき、羽咋の
ホットなニュースを知ってもらえたら、と思いま
す。■夜から朝にかけてぐっと冷え込むことが多
くなりましたが、私の２歳の息子は布団をはねの
けて寝ています。寒暖差の大きいこの頃、皆さん、
体調管理には十分にお気をつけください。　　　
　　� 広報広聴係　見附　敦史

栄養メモ


