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特集 あゆみを財産に未来へ 60　th　ANNIVERSARY
新しい未来に向けて

　昭和33年７月１日に石川県で
７番目の市として誕生した羽咋市。
　平成30年７月１日に市制施行
60周年の記念日を迎えます。
　今月号では、市制施行60周年
を記念し、未来への新たなスター
トにつながる、これまでの市のあ
ゆみをダイジェストで特集します。

背景写真：中町利之さん
（滝町）がドローンで撮影～つながる笑顔、希望～

誕生と成長（昭和33年～48年）
写真で振り返る
出来事　No.1

　昭和29年11月、１町６村が合併し羽咋町が誕生しました。昭和31
年９月に２町２村が合併し、現在の羽咋市の市域が確定しました。
　昭和30年には人口が３万人を超え、昭和33年に羽咋市が誕生。合
併後は、新駅舎の完成や校舎、病院の建設、市庁舎の移転など、まち
の基盤となる部分の整備が順次進められてきました。都市整備基盤が
進む一方、“羽咋まつり”が開催されるなど、市民の文化向上を意識
したまちづくりが行われました。
　昭和48年には、市制施行15周年を記念して“市民共同のちかい”
としてまとめらた“羽咋市市民憲章”を制定し、以来、多くの市民団
体によって実践活動が行われてきました。

S33.7 羽咋市誕生
（表札の取り付け）

S44 海水浴場でのはまぐり踊り S47 人､車であふれかえる千里浜海水浴場

合併の変遷
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発展と充実（昭和49年～63年）
写真で振り返る
出来事　No.2

S58.5 全国植樹祭で昭和天皇が気多神社社叢をご行幸

S63.5 第１回千里浜ちびっこ駅伝

S61.3 群馬県藤岡市と姉妹都市提携に調印

　保育所や小中高等学校、公民館などの公
共施設のほか、羽咋運動公園、野球場、弓
道場、武道館などのスポーツ施設が整備さ
れました。
　また、市制施行25周年を記念して日中
友好市民訪中団が中国を訪問し、通州市と
の友好都市提携へのきっかけとなったほか、
群馬県藤岡市との姉妹都市提携も結ばれ、
国内外を問わず、都市交流が盛んに行われ
ました。

個性と創造（平成元年～10年）
写真で振り返る
出来事　No.3

H2.11  宇宙とＵＦＯ国際シンポジウム

H6.8 ’94千里浜砂の祭典

H5.4 ＪＲ羽咋駅東改札口竣工

　平成からは、まちの特性を生かした地域
おこしに力を注ぐ年代に入りました。
　千里浜海岸でソーラーカーラリーやち
びっこ駅伝、砂像を制作発表する“砂の祭
典”が初開催され、観光地としての人気が
高まりました。
　羽咋神社に伝わる伝説をもとに‶宇宙と
ＵＦＯ国際シンポジウム"が開催され､この
イベントがきっかけとなり､‶宇宙科学博物
館・コスモアイル羽咋"が建設され､市民の
さまざまな文化や交流の拠点として活用さ
れています。
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成熟と多様化（平成11年～20年）
写真で振り返る
出来事　No.4

H11.5 吉崎・次場弥生公園完成

H16.3 広域基幹農道（邑知潟
大橋）供用開始

H14.10 パセオ通りの整備完了

H19.7 神子原農産物直売所
“神子の里”オープン

　市民の皆さんと一緒にこの慶事を祝う
とともに、本年を未来に向けた新たな出
発点とし、新しいまちづくりへのさらな
る飛躍の年とするため記念の式典を開催
します。

日時　７月１日㈰　

　　午前10時～
場所　コスモアイル羽咋　大ホール
日程
　午前 ９時40分　アトラクション
　午前 10時　　　 開式
　　　　　　　　　　（市表彰、功労者表彰など）

　第４次羽咋市総合計画を策定して、福祉サービスを充実し、
パセオ通りの整備により商店街の活性化の促進を図りました。
　また、なぎさ国際シンポジウムを開催するなど、国内外に環
境保全意識を発信しました。
　さらに、神子原米など付加価値の高い生産物を羽咋のオリジ
ナルブランドとして確立するなど、新たな産業の創出に向け、
動き出しました。

再建、再生から創生へ（平成21年～30年）
写真で振り返る
出来事　No.5

H28.2 大手旅行口コミサイト
から日本一のビーチに選ばれた
千里浜なぎさドライブウェイ

H27.10 竣工を迎えた羽咋中新校舎

H29.7 道の駅のと千里浜オープン

　平成21年からの“財政再建”により、翌年度決算で実質単
年度収支の黒字化を達成しました。平成23年３月の東日本大
震災を機に、安全・安心なまちづくりを最重点施策とした“は
くい再生”を始動。羽咋中建設を主とした教育・福祉施設の耐
震化が実施されたほか、市内に各企業が進出するなど、経済・
雇用の面でも躍進を遂げました。平成27年から人口減少を抑
制する“羽咋創生”を掲げ、千里浜なぎさドライブウェイなど
の観光資源を生かし、道の駅を創生の拠点とするオンリーワン
のまちづくりが展開されています。

市制施行60周年
記念式典のご案内

記念事業をご紹介
（７月開催分）

●なぎさクリーン運動　
　日時　７月１日㈰　午前６時～
　市民憲章の実践活動として、市民に
よる海岸清掃を行います。
※詳細は22㌻参照。
●市制施行60周年記念企画展
　「羽咋を知る-再発見-」
　期間　７月１日㈰　～９月30日㈰
　場所　歴史民俗資料館
●第61回市民体育大会
　日時　７月８日㈰
　場所　羽咋体育館　ほか
　市民の健康増進と体力向上を図り、
市民生活を明るく豊かにするため種
目ごとの大会を行います。
●市民ラジオ体操会
　日時　７月15日㈰ 午前７時～８時
　場所　羽咋小グラウンド
　市民を対象にNHKテレビ講師の指
導を受け、正しいラジオ体操の習得
を目指します。
●ビーチバレージャパンチャレンジ2018
　７月28日㈯、29日㈰開催
※詳細は31㌻参照。　　　　　　
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自然と伝統を継承し、
　　羽咋の新たな飛躍へ ふるさと羽咋､創生飛躍へ

市制施行60周年を迎えて

　本市は、昭和29年の第１次合併、昭和31年の
第２次合併を経て、昭和33年７月１日に市制を
施行し、今年で60周年の節目を迎えました。
　豊かな自然や歴史、伝統文化を守り創り上げて
きた先人たちの功績に敬意と謝意を表するととも
に、その成果を将来へと継承していきたいと考え
ております。
　本市では、人口減少および少子高齢化に対応し
た地域経済の好循環と持続可能なまちづくりのた
め「がんばる羽咋創生総合戦略」を推進しており
ます。
　「安定した雇用と魅力あるしごとの創出」「新し
いひとの流れをつくる」「若い世代の結婚・出産・
子育ての希望をかなえる」「時代に合った持続可
能な地域をつくる」の４つの基本目標の達成に向
け、さまざまな施策を実施しております。
　今年度は、若い世代の出会いから結婚および出
産、子育てや教育環境の充実に向けた支援を大幅
に拡充し、若者世代を強力にサポートするととも
に、地域資源の活用と市場開拓による地域経済循
環システムを進化させる「地域商社」機能の推進
と強化に重点的に取り組んでおります。
　また、羽咋創生の拠点施設である道の駅「のと
千里浜」を核として、交流人口の拡大や観光情報
の発信など、本市の活性化に向けた取り組みを実
施してまいります。
　今後も、市民と地域が躍動し、全ての人が生き
がいを感じる、活気みなぎるまちづくりを市民の
皆さまとともに力強く進めてまいりますので、市
政の進展に、より一層のご支援とご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。

　羽咋市は、昭和33年７月に石川県内７番目の
市として誕生しました。昭和29年からの二次に
わたる合併は、邑知潟を巡り、東は碁石ケ峰から
西は日本海に至る都市づくりが着々と進められて
きたところであります。
　この60年間、市勢の伸展に込められた先人の
並々ならぬご苦心と幾多の難局を推察しながら、
改めて市の区域を眺めますと、その変貌は誠に著
しく、発展は正に躍如たるものがあり、感慨深い
ものを覚えます。改めて先輩諸兄をはじめ、市民
の皆さまのたゆまぬご努力に心からの敬意と感謝
を捧げるものであります。
　さて、人口減少時代を迎え、本市は、国の地方
創生を踏まえ、今後５年間の施策の方向性を示す
「がんばる羽咋創生総合戦略」を平成27年に策定
しました。これに基づき、「しごと」を創出し、「ひ
と」を呼び込み、持続可能な「まち」づくりの好
循環を生み出すため、さまざまな施策を展開して
おります。今年は４年目ということで、これまで
３年間の実績をさらに充実・強化する飛躍の年と
位置付けております。
　市議会としても施策について市執行部と議論を
重ね、人口減少に少しでも歯止めをかけ、「ふる
さと羽咋」の活性化に全力で取り組んでまいりま
す。
　今後とも一層のご厚情、ご指導を賜りますよう
お願い申し上げます。

羽咋市長
　山辺芳宣

羽咋市議会議長
　櫻井英一
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平成30年 第２回

市 議 会
定 例 会

説明に立つ山辺市長

　平成30年第２回羽咋市議会定例会は、６月４日から20日まで開
催され、市長提出議案4件、報告12件が可決・同意・承認されました。
　山辺市長は、６月４日、提出議案の説明に先立ち、市制施行60周
年の節目を祝して、さまざまな記念行事を開催する旨を伝えました。
　また、人口減少を抑制する羽咋創生に対する成果などを報告しま
した。　
　主な内容は次のとおり。

市制施行60周年を祝うと
ともに、新たな飛躍誓う
　羽咋市は、昭和29年の第１次
合併、昭和31年の第２次合併を
経て、昭和33年７月１日に県内
７番目の市として市制を施行し
てから、今年で60周年の節目を
迎えました。
　７月１日の市制記念日には、
市勢の伸展にご尽力いただいた
約500人の方々を招待し、記念
式典の開催を予定しています。
　また、記念事業として、歴史
民俗資料館での市制施行60周年
企画展をはじめ、市民主催の協
賛事業などさまざまな記念行事
を開催し、市民の皆さまと、こ
の慶事を祝うとともに、本年を
未来に向けた新たな出発点とし
て、新しいまちづくりへのさら
なる飛躍を目指します。

総合戦略を改訂、羽咋創
生の充実・強化へ
　平成30年度は、人口減少と少
子高齢化に対応した地域経済の
好循環と持続可能なまちづくり
を推進するために策定した「が
んばる羽咋創生総合戦略」を策
定して４年目となります。「羽
咋創生の新たな飛躍」に向けた
取り組みの充実と強化を図るた
め、羽咋市まち・ひと・しごと
創生総合戦略会議および議員各
位のご意見などを踏まえ、３月
30日に同戦略の改訂を行いま
した。
　また、４月25日に開催した、
金沢大学、関係企業と市の産官
学連携による総合戦略の推進に
係る共同研究報告会において、
金沢大学側から、「最新の将来
推計人口をみると、他市町村は
大半が前回推計よりマイナスと
なっている中、羽咋市ではプラ
スとなっており、これまでの人
口減少・少子高齢化に対応した
取り組みの成果が表れている」

との評価をいただきました。
　なお、羽咋創生事業では、地
方公共団体が行う先駆的な取り
組みに対して国が支援する「地
方創生推進交付金」などの財政
支援制度を積極的に活用するほ
か、官民協働や政策間と地域間
の連携を深め、事業の充実・強
化を進めていきます。

道の駅、最終決算で
1,100万円余りの黒字に
　昨年７月７日にオープンした
道の駅「のと千里浜」は、今年
３月末までに23万5,000人を超
えるお客さまに買い物をしてい
ただきました。平成29年度当初
予算では売上が１億4,000万円
で最終損益は約2,000万円の赤
字を見込んでいましたが、決算
額で売上が約２億5,450万円、
最終損益が1,100万円余りの黒
字となりました。
　今後も、より多くの方々にお
越しいただけるよう、商品の拡
充や季節ごとのイベントの開
催、惣菜やレストランメニュー
の充実などに努めます。

ゴールデンウイークも大にぎわい
となった、道の駅「のと千里浜」

４月25日に開催した、金沢大学、
関係企業と市の共同研究報告会
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【可決された議案】
〈市長提出分〉
◆平成30年度羽咋市一般会計補正予算(第１号)

◆平成30年度羽咋市水道事業会計補正予算(第1号）

◆羽咋市税条例等の一部改正について

【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。

第２回羽咋市議会定例会

自然栽培の多角栽培と
安定経営を目指す
　平成30年度に自然栽培に取
り組む農家は、昨年度と比較し
て５人増の38人であり、作付
面積は、５㌶増の約42㌶とな
ります。
　今年度の特徴として、多角栽
培による安定経営と、収益向上
を目指した栽培を計画していま
す。これにより、水稲の作付面
積が昨年度と比較して約４㌶減
の16㌶となりますが、ムギや大
豆などの穀物類の作付面積が約
10㌶増えて13㌶となっていま
す。また、ＪＡはくいと連携し、
販路拡大を支援しながら、地域
の特産品づくりを目指すととも
に、加工品開発など付加価値を
高めることで、自然栽培の６次
産業化を推進し、地域経済の活
性化につなげていきます。

旧マルシェ跡地を土地開
発公社で先行取得
　羽咋駅の周辺整備では、その
整備基本構想を今年度末までに
策定する方針です。
　先般、都市防災や防犯と景観
対策などが課題である旧マル
シェ跡地の競売が実施されまし
た。民間による活用を優先して
状況を見守ってきましたが、民
間の落札がなかったため、課題
解決に向けて羽咋市土地開発公
社で先行取得しました。現在、
敷地や建物内の状況確認を進め
ており、安全と防犯に向けて必
要な対策を行う予定です。今後
は、地域住民や関係の皆さんの
ご意見を伺いながら、活用策を
検討し、同基本構想の中で対応
策を取りまとめていきます。

島出町分譲地24区画、
秋ごろの完成へ
　羽咋駅東宅地分譲地の販売状
況については、これまでに全て
の区画について所有権移転登記
が完了し、購入者に分譲地への
早期定住をお願いしています。
　島出町ひばりヶ丘住宅跡地の
分譲地については、分譲数を全
24区画とし、秋ごろの完成を
目指し造成工事などを進めてい
ます。

子育て応援を大幅拡充
　子育て応援事業については、
４月から大幅に拡充し、出生の
お祝いとして第１子には10万円、
第２子には20万円、第３子には
30万円、第４子には40万円、第
５子以降には50万円相当を、子
育て応援券、ＵＦＯ商品券とお
祝い金で贈呈しています。
　４月末の実績として、第１子
が５人、第３子が２人、第４子
が１人の合計８人に支給してい
ます。

塩分濃度の調査結果を
健康づくりに活用
　５月末現在、住民主体の介護
予防拠点が12カ所で設置され
ており、今後も、地域の「通い
の場・集いの場」の運営や拠点
整備を支援していきます。
　また、産官学共同研究による
「汁物の塩分濃度と生活に関す
る調査」を３月に全世帯を対象
に実施しました。1,938世帯か
ら調査票が提出され、回収率は
23.4㌫であり、今後、調査結果
については健康づくりにつなが
る事業の展開に活用していきま
す。

ふるさと納税の寄付額が
昨年比20㌫増で県内3位
　平成29年度、羽咋市のふる
さと納税の寄付額は昨年度と
比較して約20㌫増の２億6,830
万円余りとなりました。七尾市、
輪島市に次ぐ県内３位の寄付額
であり、寄付者の皆さまに深く
感謝します。

【人事案件】
　昨年12月１日以来、空席と
なっていた副市長に備後克則
氏（62歳・鹿島路町）を選任
する人事案件が提出され、全会
一致で同意されました。
　任期は６月21日から４年間
です。

副市長に備後克則氏

昭和49年に羽咋市役所職員と
して採用され、企画財政課長、
総務部長、市参事などを歴任
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平成30年度 羽咋市職員採用候補者試験
１ 職種、採用予定人数など

職　種 予定人数 受　　験　　資　　格

一般事務 ４人程度 昭和63年４月２日
以降に生まれた人 学歴は問いませんが、大卒程度の学力を有する人

土木技師 １人 昭和54年４月２日
以降に生まれた人

大学において土木に関する科目を専攻し卒業した人
または平成31年３月に卒業する見込みの人

２ 採用年月日　平成31年４月１日
３ 試験日、会場
　◆１次試験　教養試験、適性検査、小論文
　　期日：９月16日㈰　　会場：羽咋市役所
　（詳細は、受験者宛てに８月下旬に通知します)
　◆２次試験　集団討論、個人面接（予定）
　 １次試験合格者に通知(10月中旬～11月上旬)
４ １次試験受験に必要な書類
　⑴受験申込書　
　　用紙は６月29日㈮から、総務課（市役所３階）
で交付。郵便での請求も可能。

　⑵82円切手　２枚
　⑶写真（正面向き上半身、縦４㌢、横３㌢のもの）

５ 書類の提出期限
　⑴６月29日㈮から７月31日㈫までに、総務課
人事係へ提出。この期間中の土日、祝日を除
き、毎日午前８時30分～午後５時15分受付

　⑵郵送の場合、７月31日付の消印有効
※試験の要綱や申込書は、６月29日㈮から市ホ
ームページ（http://www.city.hakui.lg.jp）
からもダウンロードできます。
６ 書類請求・交付・問い合わせ
　〒925-8501　石川県羽咋市旭町ア200番地
　市総務課・人事係
　(☎22-7161、
　FAX22-7135）

　

介護予防サポーター養成講座

申込み・問い合わせ　市社会福祉協議会（☎22-6231）

　地域の皆さんがいつまでも元気に過ごせるよ
うお手伝いするボランティアが「介護予防サポ
ーター」です。
　ご自身の健康づくりに関心のある人、地域活
動に関心のある人、どうぞ気軽に参加してくだ
さい。そして、ご自身のできることを地域に生
かしてみませんか？

１ 持 ち 物　筆記用具
２ 参 加 費　無料　
３ 開催場所　A日程：羽咋すこやかセンター
　 　　　　　B日程：邑知公民館
４ 募集期限　Ａ日程  ７月20日㈮
　 　　　　　Ｂ日程 11月16日㈮
※動きやすい服装でお越しください。

Ａ日程(羽咋すこやかセンター ) Ｂ日程(邑知公民館) 内容

第１回 ７月23日㈪
13：30～16：30

11月20日㈫
13：30～16：30

・市の現状と介護予防サポーターの役割
・羽咋はつらつ体操の講義・実技

第２回 ７月25日㈬
13：30～16：30

11月21日㈬
13：30～16：30

・高齢者の特性
・高齢者との接し方と傾聴について

※A日程、B日程を組み合わせての受講も可能です。また、第３回として、体験研修も予定しています。
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平成30年度 公立羽咋病院職員採用候補者試験
１ 職種、採用予定人数など（受験資格：①年齢、②学歴・免許）

２ 採用年月日　
　 平成31年４月１日（予定）
３ 試験日、会場
　 １次試験：８月 ５日㈰予定
　 ２次試験：８月25日㈯予定
　 会場：公立羽咋病院　
４ 受付期間
　 ７月２日㈪～20日㈮　
　 郵送必着
　※持参の場合は・・・
　　平日：午前８時30分～午後５時15分まで
　　第２・第４土曜日：午前８時30分～
　　　　　　　　　　　午後０時30分まで
　　公立羽咋病院２階総務課で受け付けます。

５ 受験申込書の配布
　 ⑴ 申込書データを出力する場合、公立羽咋病

院ホームページからダウンロードしてくだ
さい。

　 ⑵ 直接窓口で受け取る場合、公立羽咋病院
　　　２階総務課で交付します。
　 ⑶ 郵送で請求する場合、封筒の表に「職員採

用試験申込書請求」と朱書きし、120円切
手を貼った返信先明記の返信用封筒（角形
２号）を同封の上、請求してください。

職　　　種 予定人数 受　　験　　資　　格

薬剤師

診療放射線技師

臨床検査技師

言語聴覚士

看護師

１人程度

１人程度

１人程度

１人程度

５人程度

① 薬剤師…昭和44年４月２日以降に生まれた人　
　（平成31年４月１日現在50歳未満）

　 診療放射線技師…昭和54年4月2日以降に生まれた人　
　（平成31年４月１日現在40歳未満）

　 臨床検査技師…昭和54年４月２日以降に生まれた人　
　（平成31年４月１日現在40歳未満）

　 言語聴覚士…昭和54年４月２日以降に生まれた人　
　（平成31年４月１日現在40歳未満）

　 看護師…昭和44年４月２日以降に生まれた人
　（平成30年４月１日現在50歳未満）

② 各職種の免許を有する人、または平成31年４月末までに免許を取得
　 する見込みの人

　問い合わせ、申込み先　公立羽咋病院　総務課(☎22-3307)
　　　　　　　　　　　　〒925-8502 石川県羽咋市的場町松崎24番地    URL：http://www.hakuihp.jp/
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の分譲受付開始！の分譲受付開始！の分譲受付開始！夕日ヶ丘夕日ヶ丘夕日ヶ丘
分譲予約受付開始分譲予約受付開始分譲予約受付開始 全24区画全24区画全24区画 受付時間は平日9：00～17：00です。受付時間は平日9：00～17：00です。受付時間は平日9：00～17：00です。

（仮）（仮）（仮）
7月2日から日から7月2日から

新住宅地新住宅地新住宅地

　

国民健康保険加入者の被保険者証と高齢受給者証が
1枚のカードになります

問い合わせ　市市民窓口課・国保年金医療係（☎22-7194）

　現在お使いの国民健康保険被保
険者証（被保険者証）は、７月
31日で有効期限が切れます。
　新しい被保険者証は７月下旬に
簡易書留で各世帯に郵送するため、
お手元に届くまで時間がかかる場
合があります。８月になっても、
新しい被保険者証がお手元に届か
ない場合は、市市民窓口課へご連
絡ください。

【ご留意】
　70歳から74歳までの国民健康保険加入者には高齢受給者証
も交付していますが、平成30年8月１日からは、利便性向上の
ため、被保険者証と高齢受給者証が１つになった「被保険者証
兼高齢受給者証」を交付します。
　なお、自己負担の割合は前年中の所得に応じて決まります。
※古い被保険者証と高齢受給者証は、ご自身で破棄してくださ
るよう、お願いします（市に返却する必要はありません）。

【問い合わせ先】
羽咋市役所　

地域整備課・施設管理係
☎0767-22-1119

6.7
ｍ
の
安
全
な
広
い
道
路

１ 第１次予約受付期間
　　（55歳以下・モデルハウスは５区画限定）
　　７月２日㈪～８月20日㈪

２ 抽選日（市役所内にて）
　　８月21日㈫　午後１時30分～

３ 第２次予約受付（年齢制限なし）
　　８月22日㈬～

４ 分譲開始　平成30年10月予定

分譲情報（設計面積）
　　　　面積　約 198㎡　～　約　258㎡
　　　　価格　約 357万～約 465万円
　　　　単価　18,000円/㎡　約59,500円/坪　

家づくりを応援します
まちづくり協定・住まいづくり奨励金利用で

最大 300万円 の助成

【分譲地の概要】
■所在地  羽咋市島出町上1-2　 ■交通 ＪＲ羽咋駅　1.2km
■用途地域  第１種中高層住居専用地域   ■建ぺい率 60％　
■容積率　200％　■上下水道　羽咋市上水道・下水道（負担金不要）　
■周辺環境　千里浜保育所 0.6km、羽咋病院 0.9km、羽咋小学校 0.8km、
羽咋中学校1.1km

検索
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後期高齢者医療制度の加入者へ

問い合わせ　石川県後期高齢者医療広域連合(☎076-223-0140)、市市民窓口課・国保年金医療係(☎22-7194)

保険証は毎年８月１日で更新

１ 新しい保険証を簡易書留でご自宅へ郵送します
　現在お持ちの保険証は、有効期限が平成30年７月31日となっています。
　７月下旬までに簡易書留で新しい保険証をお届けしますので、８月１日以降は新しい保険証をご使
用ください。
　＜住民税非課税世帯には、限度額適用・標準負担額減額認定証（限度額認定証）を同封＞
　住民税非課税世帯である場合、申請により限度額認定証を発行しています。
　毎年８月１日で更新となるので、現在、限度額認定証をお持ちで、平成30年度も引き続き住民税非
課税世帯に該当する場合は、新しい限度額認定証を保険証とともに郵送します。

２ 平成30年度の保険料額決定通知を郵送します
　７月中旬に平成30年度の保険料額決定通知書を送付します。通知書には、支払方法や保険料額、納
期限、保険料の軽減内容についても記載してあります。

※法律により２年ごとに保険料率を改定することとなっていますが、平成30・31年度の保険料率は前
回（平成28・29年度）どおりに据え置かれています。

※保険料の賦課限度額は、政令の改正により57万円から62万円に引き上げられました。

３ 保険料の軽減内容が変わります
　（1）均等割額が軽減となる判定の基準が変わりました。
　　　 均等割額の５割軽減および２割軽減にかかる所得基準額を、平成30年４月１日から引き上げ、

軽減対象を拡大しました。変更点は次の表のとおりです。

変更点　（同一世帯内の加入者と世帯主の合計所得金額）　

軽減割合 改正前（平成30年３月31日まで） 改正後（平成30年４月１日から）

５割軽減 33万円＋(27万円×加入者数)以下の世帯 33万円＋(27.5万円×加入者数)以下の世帯

２割軽減 33万円＋(49万円×加入者数)以下の世帯 33万円＋(50万円×加入者数)以下の世帯

※９割軽減と8.5割軽減の変更はありません。

　（2）所得割額の軽減割合が変わりました
　　　 所得割額の算定基礎となる所得の額が58万円を超えない人の所得割額の軽減割合は、平成29

年度までは特例的に２割軽減されていましたが、平成30年度から特例がなくなり、軽減なしと
なります。75歳になる前日まで職場の健康保険などの加入者に扶養されていた人は、平成29
年度までは均等割額の軽減割合が特例的に７割軽減されていましたが、平成30年度は５割軽
減になります。

75歳以上の
保険料

（限度額62万円）
=

①所得割額
（所得×9.33％）

一定以上の所得がある人に、所得
に応じてご負担いただきます。

+

②均等割額
（47,520円／年）

全ての人にご負担いただきます。

世帯の総所得金額に応じて軽減さ
れます。
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介護保険制度改正のお知らせ
1 介護保険料を見直しました

　介護保険料は、羽咋市で必要な介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに、
世帯の課税状況や本人の所得に応じた負担となるよう、９段階に分かれています（３年ごとに見直され
ます）。
【基準額の算出方法】

　羽咋市の基準額は、年額70,800円（月額5,900円）となりました。
　前回より基準額が、年額2,400円（月額200円）増えていますが、これは介護サービスの利用者の
人数や利用量が増える見込みであることや、介護保険財源のうち、65歳以上の人が負担する割合が、
22％から23％に引き上げられたこと、介護サービスの報酬が改定されたことなどが主な理由ですが、
基金の取り崩しにより保険料の増額を最小限に抑えています。
　なお、低所得で資産の少ない世帯の人や、災害や失業などにより資産や所得が減少した人で、保険料
の納付が困難な人には、保険料の徴収猶予や減免制度もありますので、介護高齢者係までご相談ください。

平成30年度～32年度の介護保険料(第1号被保険者) 【基準額：5,900円(月額)、70,800円(年額)】

羽咋市で必要な介護
サービスの総費用 × 65歳以上の人の負担

分：23％ ÷ 羽咋市に住む65歳
以上の人数 = 基準額

所得段階 対象となる人 保険料の
調整率

保険料
（年額）

第１段階
○生活保護受給の人
○老齢福祉年金※1受給の人で世帯全員が市民税非課税の人
○世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額※2と課税
　対象年金収入額の合計が80万円以下の人

基準額×0.45 31,800円

第２段階 ○世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税対
象年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人 基準額×0.75 53,100円

第３段階 ○世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税対
象年金収入額の合計が120万円を超える人 基準額×0.75 53,100円

第４段階 ○本人が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税対象年金収
入額の合計が80万円以下でかつ世帯に市民税課税者がいる人 基準額×0.9 63,700円

第５段階 ○本人が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税対象年金収入
額の合計が80万円を超え、かつ世帯に市民税課税者がいる人 基準額×1.0 70,800円

第６段階 ○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.2 84,900円

第７段階 ○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上
　200万円未満の人 基準額×1.3 92,000円

第８段階 ○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上
　300万円未満の人 基準額×1.5 106,200円

第９段階 ○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上の人 基準額×1.7 120,300円

【ご留意】７月中旬に平成30年度介護保険料決定通知書を送付します。特別徴収(年金から天引き)の人
は、８月の保険料が増加(または減少)しますが、これは各期別の保険料を平準化するためのものです。
※1 老齢福祉年金　明治44年(1911年) ４月１日以前に生まれた人、または大正５年(1916年) ４月１日以前に生まれた人で一定の要件
　　　　　　　　　を満たしている人が受けている年金です。
※2 合計所得金額　収入金額から必要経費に相当する金額（収入の種類により計算方法が異なります）を控除した金額のことで、扶養
　　　　　　　　　控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
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申請・問い合わせ　市地域包括ケア推進室・介護高齢者係(☎22-5314）

２　所得が高い人の利用者負担割合が２割から３割に変更されます

　保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、介護保険制度を持続させるため、これまで所得に応じて自己負担
額が１割、または２割となっていましたが、特に所得の高い人は、３割負担になります。
　要支援・要介護認定を受けている被保険者の場合は、全員に各自の負担割合（１割～３割）を記載した「介
護保険負担割合証」を送付します。介護サービスを利用する際に、介護保険被保険者証と併せてサービス
提供事業所に提示してください。

利用者負担割合 要　　　　　　　件

３割

【次の①と②両方の要件に該当する人】
①本人の合計所得金額が220万円以上
②同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の
場合340万円以上、２人以上世帯の場合463万円以上

２割

【３割の要件に該当せず、次の①と②両方の要件に該当する人】
①本人の合計所得金額が160万円以上
②同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の
場合280万円以上、２人以上世帯の場合346万円以上

１割 【上記以外の人】

３　介護保険料決定通知書を７月中旬に送付します

　平成30年度の介護保険料決定通知書を７月中旬に送付します。
　ハガキで決定通知が届いた人は、年金からの天引き、または口座振替となっています。金額の確認をお
願いします。封書で届いた人は、同封の納付書により各納期限までに納めてください。
　介護保険料の滞納が続くと、利用者負担の割合が引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が受け
られなくなる場合があります。保険料は忘れずに納めましょう。
　なお、低所得で資産の少ない世帯の人や、災害や失業などで資産や所得が減少し、保険料の納付が困難な
人には、保険料の徴収猶予や減免制度がありますので介護高齢者係へご相談ください。

家族介護用品購入助成券(介護クーポン券)を支給
　自宅で介護している家族の負担を減らすために、おむつ用品などを購入できる介護クーポン券を支給し
ます。対象と思われる人は、地域包括ケア推進室（市役所１階）まで申請してください。

１ 対 象 者　 要介護３～５と認定された高齢者を
　　　　　　　自宅で介護している家族
※施設入所または入院中の場合は、対象になりません。
２ 助成内容　 市内13店舗、市外１店舗で利用でき
　　　　　　　る介護クーポン券を、世帯の課税状
　　　　　　　況に応じて支給
・市民税課税世帯の人　…月額3,000円分
・市民税非課税世帯の人…月額5,000円分
３ 申請受付開始日　７月２日㈪

４ 対象用品　 紙おむつ・尿取りパッド・使い
捨て手袋・清拭剤・嚥

えん

下
げ

（飲み
込む）補助食品・介護用防水シー
ツ・介護用口腔ケア用品

５ 留 意 点　 ４月～６月分、７月～翌３月分
と年２回に分けて交付してい
ます。今回の申請でお渡しする
クーポン券は、７月～翌３月分
です。ただし、申請日の属する
月分からの交付となります。
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保険料免除制度(国民年金)をご利用ください

申請・問い合わせ　市市民窓口課・国保年金医療係（☎22-7194）

　保険料を未納のまま放置すると、延滞金が課されるだけでなく、財産を差し押さえられることがあ
ります。
　また、障がいや死亡といった不測の事態が発生した際も、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられ
ない場合があります。
　経済的な理由などで国民年金の保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の納付が
免除・猶予される「保険料免除制度」があります。
　希望する人は、市市民窓口課・国民年金⑤番窓口で申請手続きをしてください。

１ 免除申請が承認された場合の納付月額
　(各制度要件の詳細は､市市民窓口課（☎22-7194）までお問い合わせください｡)
 （平成30年度の場合）※免除をしない場合の保険料は月額16,340円

全額免除
一部免除

納付猶予 学生納付
特　　例４分の３免除 半額免除 ４分の１免除

納付額 なし 4,090円 8,170円 12,260円 なし なし

所得審査対象者 本人・配偶者・世帯主 本人･配偶者 本人

年金を受け取る
ための資格期間

受給資格期間に含まれます

老齢基礎年金の
計算では

承認期間の
２分の１

が算入されます

承認期間の
８分の５

が算入されます

承認期間の
８分の６

が算入されます

承認期間の
８分の７

が算入されます

(10年以内に納付し
ない場合）年金額に
算入されません

保険料の追納 10年以内であれば、さかのぼって納付することができます
（一定期間を経過すると、当時の保険料に加算がつきます）

２ 退職（失業）による特例免除
　　免除の承認は、申請者・申請者の配偶
者・世帯主の所得を基準に審査されます
が、現在、失業などにより収入がない場
合は、特例として本人所得を除外して審
査を受けることができます。

３ 免除期間などにご注意ください
　⑴免除される期間は、７月から翌年の６月まで
です。申請は毎年必要ですが、全額免除・納
付猶予については、申請時の希望により翌年
度以降も継続して審査ができ、毎年の申請書
の提出が省略できます。

　⑵所得により審査を行いますので、所得の申告
などが済んでいることが必要です。

　⑶一部免除の場合は、納め忘れがあると、未納
期間扱いとなりますのでご注意ください。

　⑷平成30年７月に申請する場合は、平成28年
６月から平成30年６月分までの期間（前２
年間分）についても申請することができます。

　失業していることが確認できる公的な書
類の写し（雇用保険受給資格者証、離職
票など）を持参の上、市市民窓口課・国
民年金⑤番窓口へ申請してください。
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知っていますか？国民年金保険料の後納制度
　後納制度とは、時効（納付期限から２年を
過ぎたもの）で納めることができなかった国
民年金保険料について、平成27年10月から
平成30年９月までの３年間に限り、過去５年
分まで納めることができる制度です。
　後納制度を利用することで、年金額が増え
たり、納付した期間が不足して年金を受給で
きなかった人が年金受給資格を得られる場合
があります。
　詳しい内容は、右の専用ダイヤル、または
最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

平成30年９月まで

■ねんきん加入者ダイヤル　0570-003-004
　受付時間（祝日はご利用できません）　
　　月曜日から金曜日：午前８時30分～午後７時
　　第２土曜日　午前９時～午後５時
■七尾年金事務所　0767-53-6511
　受付時間（祝日はご利用できません）　　
　　月曜日から金曜日：午前８時30分～午後５時15分
　　週初の開所日：午後５時15分～午後７時（時間延長）
　　週末相談：第２土曜日　午前９時30分～午後４時

問い合わせ　市民窓口課・国保年金医療係（☎22-7194）

県民一斉防災訓練県民一斉防災訓練
（シェイクアウトいしかわ）（シェイクアウトいしかわ）

県民一斉防災訓練県民一斉防災訓練
（シェイクアウトいしかわ）（シェイクアウトいしかわ）

県民一斉防災訓練
（シェイクアウトいしかわ）

～参加者募集！～

日時　７月11日㈬　午前11時～（約１分間）
　地震による人的被害の多くが、
揺れによる家具などの倒壊や落下
物による負傷といわれています。
　「県民一斉防災訓練（シェイク
アウトいしかわ）」は、大地震が
発生した際に、各自がどう行動し
たらよいかをあらかじめ考えた
り、地震の揺れから自分の身を守
るため、「しゃがむ、隠れる、じっ
とする」といった「安全行動」を
とったりする訓練です。この訓練
への参加を通じて、今一度、「地
震への備え」について、考えてみ
ましょう。

【参加・訓練の流れ】
①県ホームページ（「シェイクアウトいしかわ」で検索）から参加
登録してください。（無料）
②訓練当日は、県から送信される訓練開始の合図のメールなどに合
わせて、「安全行動」を約１分間実施してください。
※詳細は県ホームページを参照

問い合わせ

県危機対策課
（☎076‒225‒1482）
市環境安全課
（☎22‒7176）

シェイクアウトいしかわ 検索 ⬆
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ふるさと納税返礼品の提供事業者説明会を開催します

｢市民提案型まちづくり支援事業｣の２次募集

　市では「ふるさと納税」の取り組みとして、寄付者への返礼品の提供に協力していただける事業者を
募集するとともに、すでにご協力いただいている事業者に対しても、今後の取り組みなどについて説明
会を実施します。

１ 対象事業
　　市民の皆さんが提案し、自分たちで実施
する事業で、「３年後にこういう町、こう
いう活動をしたい」という目標を明確にし、
新しい工夫や発展性を取り入れ、助成期間
終了後も継続が期待できる事業

２ 対象団体
　　市内に活動拠点等があり提案事業を誠実か
つ確実に実施できる５人以上で構成する市
民団体など

３ 助成額（上限額）
　　30万円／年

広　告　欄

樹林墓地 蘇生廟

１ 返礼品で地元の事業者を元気に活性化！
　平成29年度には、ふるさと納税寄付金とし
て約２億6,800万円を全国から寄付いただきま
した。また、約8,000万円が地元の提供事業者
へ返礼品の代金として支払われました。
　返礼品を提供することで、地元経済の活性化
につながるだけでなく、会社名・商品を全国に
ＰＲするチャンスになります。

２ 説明会の開催日時・場所
　 ７月４日㈬　午後３時
　 羽咋市役所４階401会議室

問い合わせ・申込み
市６次産業創生室
☎ 0767-22-5941、FAX 0767-22-7195
e-mail furusatotax@city.hakui.lg.jp

４ 助成期間
　　最長３年間
　　（新しい工夫や発展性がある取り組みに限る）
５ 助成率　10/10
　　（ただし、施設の修繕や備品購入費は1/2）
６ 締切・申請先
　　（1）締切日　７月31日㈫
　　（2）申請先　市企画財政課・企画統計係
７ 説明会
　　（1）日　時　７月10日㈫　午後７時～
　　（2）場　所　羽咋市役所２階・203会議室

　詳しくは、市企画財政課（☎22-7162）まで
お問い合わせください。
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※助成を受ける場合は事前申請が必要です。
　詳細は市ホームページまたは市地域整備課ま
でお問い合わせください。
問い合わせ　市地域整備課（☎22-9645）

住宅の耐震化
最大150万円に拡充
～耐震住宅リフォーム支援のご案内～
　７月から住宅の耐震改修工事に係る補助額を
大幅に拡充します。
　地震から大切な命を守るため、住まいの耐震
化をぜひご検討ください。
対象：昭和56年５月31日以前に建設された一

戸建て住宅（併用住宅の場合は住宅部分
が全体の１／２以上）

１ 耐震改修
 （1）耐震改修工事　工事費の10／10で150

万円を限度に助成します。（補助額を大幅
に拡充しました）

　　　耐震診断を行い、「倒壊する可能性があ
る」と判定された住宅が対象となります。

 （2）簡易耐震補強工事　部分的な補強工事に
対し、１カ所あたり５万円を助成します。

　　　（２カ所10万円を限度）

２ 耐震診断
 （1）耐震診断　現地調査による耐震診断の費

用の一部を助成します。
　　　（限度額９万円）
 （2）簡易耐震診断【無料】　市から派遣する

耐震診断士が、図面と写真をもとに耐震
性能を簡易に診断します。図面がない場
合や現地調査を希望する場合は、自己負
担５千円となります。

７月から８月の
栄養・運動教室

　市では毎月、食事や栄養のワンポイントと有
酸素運動の実技を取り入れた教室を開催し、健
診結果の改善や生活習慣病予防をサポートしま
す。
１ 開催日　７月５日㈭、８月２日㈭　　
２ 時　間　午前10時～11時30分
　　　　　　（受付：午前９時30分～）
３ 会　場　羽咋すこやかセンター３階ホール
４ 参加費　１回100円
５ 対　象　羽咋市特定健康診査を受けた人、
　　　　 　運動習慣を身につけたい人
６ 内　容　生活習慣病予防のための食事のワ

ンポイントと運動効果のお話、体
をほぐす運動、リズム運動、筋肉
づくり運動などの実技

７ 講　師　健康運動指導士　元橋美津子氏
８ 持ち物　参加費、飲み物、タオル、マット
※マットについては、お持ちの人はご持参ください。
※運動しやすい服装でお越しください。
９ 申込締切　開催日の前日まで

申込み・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)

運動強度は、心拍数が上がり、汗をじんわ
りかくレベルです。現在治療中の人は主治
医に相談の上、申込みください。
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問い合わせ　市環境安全課（☎22-7137）、県環境部温暖化・里山対策室（☎076-225-1462）

省エネ・節電アクションプランにチャレンジ！
　７月１日㈰～９月30日㈰の取組強化期間中、省エネ・節電の取組をはじめ
とする地球温暖化防止の取組にチャレンジしてみませんか？

取組シートを取得してチャレンジ！
１ 取組シートの取得方法　　　　
　　学校、企業、団体等を通じて県内世帯へ配布するほか、市環境安全課、県環境部温暖化・里山対
策室の窓口での配布、県のホームページからダウンロードできます。

※詳しい内容は、県のホームページをご覧ください。
２ 提出先
　　取組シートを受け取った学校や企業、団体または市環境安全課

参加者には抽選
でエコチケット※

プレゼント！

　

緊急告
知

緊急告
知

緊急告
知

緊急告
知

緊急告
知 市内で火災が多発中!!市内で火災が多発中!!

問い合わせ問い合わせ　羽咋消防署・予防係(☎22-0089）　羽咋消防署・予防係(☎22-0089）
　羽咋市内で枯草焼却や火の不始末による火災が多発しています。ちょっとした不注意から発生した小
さな火でも、思いがけない大きな炎に発展する可能性があります。火災から大切な命、家族、財産を守
るため、火災予防に努めましょう！

【今すぐ、お宅の防火対策をチェック！】
□ コンロのそばを離れる時は
　 必ず火を消していますか？
□ たばこの吸殻を溜めたり、
　 寝たばこはしていませんか？
□ 万が一に備えて住宅用消火
　 器が設置されていますか？
□ 家の周りに燃えやすい物が置
　 かれていませんか？

□ コンロの周りに燃えやすい
　 物を置いていませんか？
□ たこ足配線をしたり、コン
　 セントの周りにホコリが
　 たまっていませんか？
□ 灯油などの燃料は安全な
　 場所で保管していますか？

□ ガスのゴムホースにひび割れ
　 など異常はありませんか？
□ 住宅用火災警報器を寝室、２階
　 に寝室がある場合は階段の天井
　 付近に設置してありますか？
□ ローソクや線香に火を付けたま
　 ま､その場を離れていませんか？

石川県　節電アクションプラン 検索 ⬆

※飲食店やスーパー、
コンビニなどの協
賛店で使用できる
金券



No.793 2018年７月 広報はくい　19

広　告　欄

　　　　　　

　　　

羽咋警察署・羽咋郡市防犯連合会から
のお知らせ　～振り込め詐欺に注意～

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 ハク太郎

防犯連合会
ハ

地域で支える認知症フォーラムを開催します！

　息子や孫、親戚などを名乗る電話に注意してく
ださい。電話で、息子や孫を名乗り、
「株で失敗した」
「女性に子どもができた」
などを理由に、お金を要求された場合は詐欺を
疑ってください。
　「振り込め詐欺」について知識があっても、身
内のトラブルでは冷静さを失ってしまいます。
　お金を振り込んだり、手渡したりする前に家族、
知人、羽咋警察署（☎22‒0110）に相談しましょう。

問い合わせ　市地域包括ケア推進室、地域包括支援センター（☎22-0202）

～テーマ「認知症の理解を深めよう　私たちにできることを考えよう」～

　現在、65歳以上の高齢者の４人に１人が認知症
またはその予備軍といわれています。
　認知症になっても、その人らしく安心して暮ら
せるまちを作っていくために、私たちに何ができ
るか一緒に考えてみませんか？

１ 日時　７月21日㈯　午後１時～３時
２ 場所　コスモアイル羽咋　小ホール
３ 対象　どなたでも

内　容
第１部　基調講演
講師　特定非営利活動法人ニット認知症
　　　対応型通所介護ゆいま～る
　　　管理者　加納　央　氏
第２部　羽咋市の認知症支援の取り組み発表

在外選挙出国時
登録申請ができます！
～海外転勤や留学をする皆さんへ～
渡航前の申請をお忘れなく！

　海外で国政選挙に投票するための申請が、国
内でできるようになりましたので、国外転出す
る際に、市の窓口で申請しましょう！
※これまでは、在外公館での
　申請に限られていました。

申請先・問い合わせ
市選挙管理委員会
（☎22-7191）

申込不要
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●市役所の連絡先
（代表：0767-22-1111）

健康福祉課　　　　　　　　地域包括ケア推進室　　
・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

市民窓口課
・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）

１ 市制施行60周年記念企画展
　　「羽咋を知る―再発見―」
日程　７月１日㈰～９月30日㈰　
※会期中無休
時間　９:30～17:00
(入館は16:30まで)
料金　無料

２ れきみんむかしがたり
　夏の夜のひととき、人形劇や紙芝
居を楽しみませんか。
日程　７月14日㈯
　　　18:30～19:30
料金　無料

３ 弥生土器づくり
　実物の弥生土器を観察しながら、
土器づくりを体験します。
日程　７月28日㈯　
　　　9:00～11:30
料金　無料
定員　20人

日時　７月７日㈯　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　料理を通して、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　６月27日㈬～７月６日㈮

日時　７月14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  ７月４日㈬～13日㈮

広　告　欄

日時　７月７日㈯　9:00～18:00
場所　神子の里（神子原町）
内容　ガラガラ抽選会、お買い物さ
れた先着100名に神子原米１合プレ
ゼント！
問　神子の里（☎26-3580）

おかげさまで15周年！今年もたく
さんの催し物を企画します！
日時　７月７日㈯、８日㈰
　　　9:00～16:30
場所　のと里山空港
特別企画：あなたの｢行きたい旅｣大
募集！旅行プランコンテストも開催
　あなたが実現したい“のと里山空
港発着・羽田乗継の国内旅行”プラ
ンを８月15日㈬まで募集します！
　最優秀賞に、その旅行代一人あた
り10万円をプレゼントする特典を
はじめ、優秀賞や特別賞などによる
特典もご用意！詳しくは、「のと里
山空港ＨＰ」をチェック！
問　のと里山空港利用促進協議会
　　（☎076-225-1336）

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

エコクッキング教室

神子の里　創業感謝祭

クリンクルはくい教室案内
（☎27-1153）

古着のリフォーム教室

よもやまサロン

みんなの「のと里山空港」
開港15周年記念イベント

歴史民俗資料館のイベント
（☎22-5998）

　地域の諸活動について、地元で活躍している方々をお迎えしたり、時に
はお訪ねしたりして、お茶を飲みながら楽しく学びませんか。
日　時　７月11日㈬　14:00～15:30　　場所　羽咋すこやかセンター
テーマ　「トキから学ぶ環境保護活動」　
講　師　西屋　馨 氏（NPO法人日本中国朱鷺保護協会　事務局長）
対　象　どなたでも（要予約）　　　参加費　100円（お茶代）
問　市民活動支援センター（☎22-9979）
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税務課
・収納係　　22-1113
・課税係（資産税）　22-6901
　　　　（住民税）　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

　伝統ある成人式に新しいエネル
ギー・発想を取り込むため、平成
31年成人式実行委員を募集します。
対象者　
①平成10年４月２日～平成11年４
月１日までに生まれた人

②有志として、成人式の企画・運営
に携わっていただける人

問　市生涯学習課（☎22-9331）

　日本の伝統文化である着物（ゆか
た）の体験を通して親子のふれあい
の時間を持ちましょう。
日時　７月22日㈰ 10:00～12:00
場所　羽咋公民館　　参加料　無料
対象　幼児から高校生とその保護者
　　　（児童のみの参加可）
※ゆかた･帯･小物一式を貸与します
（持参可）
※ゆかたの貸出しを希望する人はク
リーニング代が必要です（1,000円）
申込締切　７月20日㈮
　・問　装道礼法村上きく子着物学院
　 　　　（☎22-0430）
　　　　 （FAX兼用）
※電話は20:00以降
にお願いします。

広　告　欄

申

　レベルに合った登り方をします。挑戦してみたい人は一緒に行きましょう！
日時　８月４日㈯～５日㈰　　集合場所　羽咋体育館
出発　４:30～（10分前集合）　定員　20人
参加費　大人：14,400円、子ども：12,350円
※事前説明会に出席できることが参加条件です。
　詳しくは、お問い合わせください。
問　バモスはくい（☎23‒4660）

ゆかた親子教室参加者を募集

成人式実行委員を募集

白山登山参加者を募集

自衛官などを募集

募集種目 資格 受付期間
①一般曹候補生 18歳以上27歳未満

の男女 　７月１日㈰
～９月７日㈮②自衛官候補生

③航空学生

高卒(見込含)21歳
未満の男女

④防衛大学校学生
　（推薦） 　９月５日㈬

～９月７日㈮⑤防衛大学校学生
　（総合選抜）
⑥防衛大学校学生
　（一般）前期

　９月 ５日㈬
～９月28日㈮

⑦防衛医科大学校
　医学科学生
⑧防衛医科大学校
　看護学科学生
　（自衛官コース）

※資格年齢は、平成31年４月１日時点
　なお、自衛官候補生(男子)は、年間を通じて行っています。

問　自衛隊石川地方協力本部　
　　七尾出張所
　　（☎0767-53-1691）
　　（FAX兼用）

または、お近くの
羽咋市自衛官募集相談員
菅池町　松本政文（☎26-1852）
大川町　福島則明（☎22-1083）
新保町　西　明彦（☎22-5076）
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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
文化財室　　　　22-7158

広　告　欄

■人口　21,921人(－51人)
　□男性　10,372人( －30人)
　□女性　11,549人( －21人)
■世帯数　8,575世帯(－７世帯)
＊平成30年６月１日現在
　(　)内は前月比
　※外国人住民を含む
【５月中の人口動態】
　□出生　　　      8人　
　□死亡　　　    26人
　□転入など　    40人
　□転出など　    73人

人口の動き

問・　　市商工観光課（☎22-1118）申

　放送大学では、平成30年10月入
学の学生を募集しています。
　放送大学はテレビ、ラジオ、イン
ターネットを利用して授業を行う通
信制の大学であり、心理学・福祉・
経済・歴史・文学・情報・自然科学
など、幅広い分野を学べます。
出願期間　
第１回：８月31日㈮まで
第２回：９月20日㈭まで
※出願については、放送大学ホーム
ページでも受け付けています。
※資料を無料提供していますので、
下記までご連絡ください。
問　放送大学石川学習センター
　　（☎076-246-4029）
　

納期限　７月２日㈪
市県民税　　　１期
納期限　７月31日㈫
固定資産税　　　２期
国民健康保険税　１期
※市税の納付は便利な口座振替で
☆日曜納税相談・納付受付
　仕事などで平日に来庁できない人
のために、市税などの納税について
日曜日に相談や納付を受け付けます。
　相談などを希望する人は、市役所
西側玄関(通用口)から入り、日直者
へ申し出てください。
日時　７月22日㈰ ８:30～12:00
場所　羽咋市役所税務課
問　税務課・収納係（☎22-1113）

放送大学10月生募集 今月の納税
譲ります

・アルカリイオン水整水器
・子ども服(80～100㌢）、靴、帽子(男児）

■市民リサイクル銀行７月分

蚊
か

媒
ばいかい

介感
かんせんしょう

染症
にご注意！

　蚊媒介感染症とは、病原体を
もった蚊に刺されることによっ
ておこる感染症（デング熱、チ
クングニア熱、ジカウイルス感
染症、日本脳炎など）
のことです。
予防のポイント
1 長袖シャツ、長ズボンを着用。
2 素足やサンダル履きは避ける。
3 虫よけ剤などを使用する。
問　市健康福祉課・健康推進係
　 （☎22-1115）

日時　７月１日㈰　 ５:45集合、６:00～（小雨決行）　
※荒天の場合、７月８日㈰に延期
集合場所　
　千里浜レストハウス前､休暇村能登千里浜下海岸、一ノ宮鳥居下海岸、
　柴垣漁業協同組合下海岸のうち、自宅から近い場所
主唱団体　羽咋ライオンズクラブ
協力　羽咋市建設業協会、羽咋市管工事協同組合
持ち物　軍手、熊手など
問　市生涯学習課（☎22‒9331）

なぎさクリーン運動
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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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海水浴シーズン、本格的な夏に向けてチェック！　問　羽咋消防署（☎22-0089）

１ 天候悪化が予想される時は入水しない。
２ 遊泳禁止の場所では泳がない。
３ 飲酒後に遊泳しない。
４ 子どもから目を離さないように。
５ 海に入る前に念入りに準備体操を。
６ 事前に近隣の病院を確認しておく。
もし、沖に流されてしまったら…
①浮いて待つ。浮いた状態で静かに助けが来るのを待
つ人が生存率を大きく上げます。→②パニックになら
ない。→③仰向けで頭だけ海面に出し、横になって静
かにしているのがベストです。→④沈んでいくのを避
ける。水中で立ち泳ぎをし、バタバタするよりも安定
した姿勢(③の状態)をとる方が、体力の低下を防ぎます。

熱中症にご注意！

予防のポイント
１ こまめに水分・適度に塩分を補給する。
２ 室内の温度を適度に下げる。
３ 作業中はこまめに休憩する。
４ 冷却グッズを身に付ける。
５ 日傘、帽子を着用する。
６ 服装の工夫（涼しい服装）をする。

熱中症になった場合の処置
①涼しい場所へ避難させる（室内であって
も熱中症になる可能性がある）。→②衣服を
脱がせて、身体を冷やす。→③水分・塩分
を補給する。

福祉・介護のしごと

職 場
体 験
しませんか？

詳しくは、
福サポいしかわ
（☎076-234-1151)まで

水難事故を防ぐために
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★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。

4

　　　乳幼児健診
場所　羽咋すこやかセンター
受付日時
●４カ月児健診(平成30年３月生)
　７月24日㈫　13：00～13：30
●１歳６カ月児健診(平成28年12月生)
　７月 ５日㈭　12：45～13：15
●３歳児健診(平成27年２月生)
　７月 ４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　７月５日㈭
　｢ママとベビーのリズムストレッチヨガ｣
　午前10時～11時30分
　※要予約（先着15組）
　講師　杉浦　幸代 さん

☆育児相談　７月11日㈬
　午前10時～正午 (受付11時まで)
　保健師・栄養士が相談にのります。

☆誕生会　７月18日㈬
　午前10時30分～11時30分

☆お楽しみデー　７月25日㈬
　午前10時30分～11時30分
　担当　西北台保育所 

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。

と　き 内　　容 ところ
７月 ２日㈪ 七夕かざりをつくろう！ 邑知保育園

３日㈫ 野菜スタンプを楽しもう　 こすもす保育園
✿大きくなったね(身体測定)　

５日㈭ 観劇会を観よう 千里浜保育所
６日㈮ 保育園の七夕の集いに参加しよう とき保育園
６日㈮ 星になってあそぼう 羽咋白百合幼稚園
10日㈫ 夏野菜を収穫・試食しよう こすもす保育園
11日㈬ 幼稚園のお友達と一緒に泥んこあそび！！ 羽咋幼稚園
13日㈮ お魚つりごっこをしよう 羽咋白百合幼稚園
17日㈫ しゃぼん玉をとばそう こすもす保育園
18日㈬ ミニプールで遊ぼう 西北台保育所
19日㈭ プール遊び 千里浜保育所
23日㈪ パチャパチャ水遊びをしましょ！ 邑知保育園

　24日㈫ 夏野菜を使ってピザ作りをしよう ※要予約：10組 こすもす保育園
　25日㈬ ミニプールで遊ぼう 西北台保育所
　25日㈬ 小さいクラスのお友達とみずあそび！！ 羽咋幼稚園
　27日㈮ 水あそびを楽しもう とき保育園
　31日㈫ 氷に触れてみよう こすもす保育園

羽咋市立千里浜児童センター（☎22-6318) 
　多彩な遊びが楽しめ、どこの地区のお子さんでもご利用できます。
　乳幼児のお子さんは、必ず保護者と一緒にご利用ください。

利用料
無料

利  用  時  間　午後１時～６時
お　  休 　 み　毎週日曜日、祝日
毎 週 水 曜 日　午後４時　　　 ★かんたん工作教室
毎 週 木 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
 ７月  　 2日㈪～7日㈯　　 　　七夕かざり作り　
　　 ★  7日㈯　午後 ２ 時 おたのしみ会
　　 ★14日㈯　午後 ２ 時 万華鏡作り　　定員：10人　参加費：100円
　　 ★21日㈯　午後 ２ 時 グラウンドゴルフクラブ（予備日なし）
　　 　21日㈯　午後 ３ 時 お茶クラブ　講師　辻森　正美さん
　　 ★28日㈯　午後 ２ 時 芝生広場で水遊び（雨天中止） 参加費：無料

（持ち物：タオル、着替え）

こすもす保育園親子育児講座
７月24日㈫　午前10時～11時

「夏野菜を使ってピザ作りをしよう」
※要予約（定員：10組）
講師　栄養士 西屋 美知代 さん
 　　   （こすもす保育園）　
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新着図書のご案内

長く高い壁(浅田次郎)天龍院
亜希子の日記(安壇美緒)私小
説(市川拓司)隣のずこずこ(柿
村将彦)房総グランオテル(越
谷オサム)青空と逃げる(辻村
深月)AIのある家族計画(黒野
伸一)青くて痛くて脆い(住野

よる)クローゼット(千早茜)お
まじない(西加奈子)朝鮮大学
校物語(ヤンヨンヒ)酒の渚(さ
だまさし)恨みっこなしの老
後(橋田壽賀子)吉祥寺デイズ
(山田詠美)100歳のほんとう
の幸福(吉沢久子)オリジン上•
下(ダン•ブラウン)夢かなう風
水(福田直代)

ぼくはなんでもできるもん(い
とうみく)みんなのおばけずか
ん(斉藤洋)4ミリ同盟(高楼方
子)魔女バジルと魔法の剣(茂
市久美子)かならずお返事書く
からね(ケイトリン•アリフィレ
ンカ)アーチー•グリーンと伝説

の魔術師(D.D.エヴェレスト)源
氏物語の教え(大塚ひかり)さが
してみつけてなんじゃこりゃ!
まつり(西山雅子)もりのほうせ
きねんきん(新井文彦)ぼくはち
いさくてしろい(和田裕美)鬼の
かいぎ(立松和平)おべんとうし
ろくま(柴田ケイコ)としおくん
むし(ねじめ正一)

■開館時間
　午前９時30分～午後６時

■７月の休館日
　 3日㈫、10日㈫、17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）
※夏休み期間(7/20～8/31)は無休です。

■連絡先　☎22-9777

・ 今月の本棚 ・ ・ 子ども本棚 ・
身近な数の世界 トイレのあれこれ

「人はなぜ、同じ間違いをくり返すのか」
野崎  昭弘/著

「やったね！よるのトイレ作戦」

　同じ間違いをすると、「またやってし
まった・・・」と落ち込んでしまいます。
しかし、その間違いは、理解を深める
チャンスなのです。さまざまな間違い
に着目し、間違えることの意味を数学
者が考察します。

　大好きなお母さんの絵をたくさん書
いて、家中に貼った「えみちゃん」。お
母さんの顔に囲まれて、はじめてひと
りでトイレに行くことに・・・。トイ
レ作戦は成功するのでしょうか？その
他にも“はじめて”のお話が９つ書か
れています。

違 をく 返

一般向け 子ども・ティーン向け

大人のための朗読会「宮沢賢治の世界」
日時　７月４日㈬　午後２時～４時
場所　コスモアイル羽咋・研修室
講師　細川律子さん（はまなす文庫主宰）

問　市図書館（☎22-9777）

■わくわくおはなし会
　(４歳～小学校低学年)
日時　７月７日㈯
　　　午前10時～11時
場所　図書館内・おはなしコーナー
■よちよちおはなし会(0歳～3歳)
日時　７月23日㈪
　　　 午前11時～11時30分
場所　コスモアイル羽咋・和室

夏休み工作教室 “ステンシル"で 図書バッグを作ろう！
日時　７月25日㈬　午後２時～４時
場所　コスモアイル羽咋・研修室　　対象　どなたでも
定員　15人  　材料費　200円

申□・問　市図書館（☎22-9777）
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　　 　羽咋の皆さん、こんにちは！
 （羽咋の）まちで宝探しがあること
を知っていましたか？私は宝探しが
大好きなので、千里浜の道の駅でこ
のイベントを知った時、すぐに参加
しました！私は宝がある場所全てに
もう行きましたが、皆さんも行って
みましたか？すばらしい景品を手に
できるように願っていますよ！
　実は、今月の記事が私の最後の体
験記になるので、寂しい気持ちでい
っぱいです。7月末をもって、羽咋
工業高校と志賀高校での英語の指
導を終え、東京に引っ越します。こ
れからも日本での勉強は続けていく
予定です！もうすぐなので、落ち着
きませんし、第二のふるさとの羽咋
を離れるのは悲しくつらいことです。
ここ羽咋で知り合うことができた新
しい家族や友人、UFOウクレレオ
ーケストラのメンバー、チームサチ
のバンド仲間であるマナブとサチコ、
隣人のヤマダさん、日本語を教えて
くれたフクダ先生、そして他にもた
くさんの人たちが私を温かく包んで
くれました。しかしながら、東京ま
では電車に乗るだけで行くことがで
きるので、できる限り羽咋には戻っ
てきたいと思います！
　これまで1年間、私の体験記を読
んでいただき、ありがとうございま
した。また、お会いする時までお元
気で！

異国の地で
　北陸学院短期大学卒業後、羽咋を
離れ11年が経ちました。大阪で保
育士として６年間の勤務をした後、
この壮大なるオーストラリアの土地
へ足を踏み入れました。
　スクーバダイビングのインストラ
クターとしてケアンズで働き出し３
年半、今では永住権を獲得し、世界
遺産であるグレートバリアリーフで
のダイビングを堪能している毎日で
す。ダイビングを教える講師として、
毎週生徒たちに、ダイビングの楽し
さや刺激的な面白さ、私たちの知ら
ない海の中のお魚たちの世界、その
神秘的な光景を紹介し、今までにな
い新しい体験をしてもらっています。
オーストラリアは驚くほど、いろい
ろな国から来ている人たちでいっぱ

いです。そんな人たちと話をする際、
必ずふるさとについて紹介する機会
があります。そんな時、私はいつも
自信を持って石川の自慢をしていま
す。
　まず一つ目は、新鮮でおいしい海
鮮類。外国の方からすると、“日本
といえばお寿司とお刺身！”と言う
くらい知名度がとても高く、ほとん
どの方が羨ましがります。ですが私
はいつも「日本の中でも特に、海に
囲まれた石川の海鮮類が格段におい
しいんだ」と声を大にしています。
　他には、日本で唯一、車で走れる
砂浜、千里浜なぎさドライブウェイ、
東京から開通した新幹線、そして
UFOのまち、羽咋。(これを言うと
いつも、UFOがよく出るのか、見

たことはあるのかと聞かれます...も
ちろんそうなりますよね(笑))ユー
モアもあり、海や山に囲まれ、おい
しい食べ物もある石川へ訪れること
を、ここで出会う外国の方たちにい
つも勧めています。
　今では、２年に一度程しか帰省が
できていませんが、羽咋に帰った時
には毎回心が温まり、落ち着く気持
ちです。この気持ちは、おそらく何
年経っても何十年経っても変わらず、
一生続くんだろうなと思います。
　今後も、異国の地で、全力で突っ
走り、後悔のない人生を送るつもり
です。そして、私のふるさとの良さ
を世界中のたくさんの人たちに伝え
ていけたらなと思います。

藤井　沙里奈 さん(31歳）
（兵庫町出身、
　オーストラリアのケアンズ在住）

Actually, this month’s article 
is bittersweet for me, as it is 
going to be my last one. By the 
end of July, I’ll be fi nishing my 
job teaching English at Hakui 
Technical High School and Shika 
High School, as I plan to move to
Tokyo to continue my experiences
 in Japan there! I’m excited for 
what’s coming, but also quite 
sad to leave Hakui, which has 
become my second home.
I’m so grateful for the new family 
and friends I’ve made here who 
have helped me feel at home ‒ 
the UFO Ukulele Orchestra, my 
Team Sachi bandmates Manabu 
and Sachiko , my neighbor 
Yamada-san, and my Japanese 
teacher Fukuda-sensei, to name 
a few. However, as Tokyo is only 
a train ride away, I hope to come 
back many times to visit!
Thank you for reading about my 
adventures over the past year. 
I wish you all well, until we see 
each other again!

Hey, Hakui! Have you noticed that 
there is a treasure hunt going on 
in town?! I love treasure hunts, so 
when I learned about this event I 
had to join in! I’ve already visited 
all the spots in Hakui. Have you 
found them too? I hope we can 
win good prizes!

羽咋駅前のオブジェでポーズ！

羽咋の皆さん、

お元気で！
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験を最大限生かしたい」と意気込み
ます。
　羽咋で仕事をするきっかけについ
いて聞いてみると、「海外赴任者とし
て生活環境が次々と変わる中、10年
ほど前から定年退職後は地元に戻っ
て、自分のルーツである、ふるさと
のために仕事をしたいと思うように
なりました」と振り返ります。
　勤務地に羽咋市を選んだのは、強
い‶縁"を感じたからだと言います。
「青春時代を羽咋工業高校で過ごし、
たくさん思い出を作れました。この
まちが今の自分を育ててくれて、当
時の懐かしい駅前の風景が今も脳裏
に残っています。親戚も多く、羽咋
は自分にとって、かけがえのないふ
るさとです。定年のために帰国した
際に、ここで新しくやってみたいと
強く思うようになりました」と語っ
てくれました。
　岡田さんが勤務してまだ２カ月程

　地域に稼ぐ仕組みづくりを構築す
るために、市が重点施策に掲げる“地
域商社機能の推進”。今月号では、今
年４月からその新たな試みを担うこ
とになった、岡田常一さんを紹介さ
せていただきます。
　岡田さんは、中島町の出身で定年
までソニー株式会社に勤務。入社後
エンジニアとして研究開発に携わっ
た技術と知識を持ち、最近の20年間
は5大陸を制覇し海外40カ国以上で
マーケティングを担当してきました。
マーケティングとは、商品開発や販
路開拓などにつなげるため、消費者
のニーズを調査する情報収集・分析
手段を指します。
　地域商社機能の推進とは、地域の
魅力ある産品の新たな販路を開拓し
ていくことであり、岡田さんが仕事
で培ってきたマーケティングの経験
を大いに生かすことが可能です。岡
田さん自身も「自分の持つ知識や経

　

八
や

塩
しお

あじさいの里
～約5000株のアジサイ～

　上信越自動車道藤岡インター
チェンジから車で約20分の場所
にある「八塩温泉」。古くは「塩
の湯口八箇所」と言われ、太古の
海の塩が閉じ込められてできた岩
塩層から湧き出る温泉のため塩分
が多くよく温まり、切り傷ややけ
ど、神経痛などに効能があると言
われます。八塩温泉には三軒の温
泉宿のほか、日帰り温泉施設もあ
ります。
　この八塩温泉周辺には、６月

中旬から７月中旬まで約
5000株の色とりどりの
アジサイが咲き誇る「八

塩あじさいの里」があります。ア
ジサイに囲まれた散策コースやつ
り橋、滝などがあり、野鳥観察も
できます。また、「八塩あじさい
の里」では、おなじみの七福神に
市街地から南西にある御

み か ぼ

荷鉾山
やま

に
いたとされる「福鬼神」が加わっ
た「八福神」巡りが楽しめます。
　羽咋市の皆さん、アジサイを見
ながら八福神を巡り、八塩温泉を
堪能してみませんか。

度ですが、現在の心境を聞いてみる
と、「地域商社は、私にとっても市に
とっても新たな試みであり、ゼロか
らのスタートで、もちろん、毎日が
大変です」と話す一方、「市の職員や
ともに仕事をする新屋さん（前月号
で紹介）と連携し、生産者の方々と
のつながりも生まれ、毎日ふるさと
を実感しながら、やりがいを感じて
います」と、その表情からは充実感
がうかがえます。
　先日、道の駅“のと千里浜”の商
品を発信するカタログギフトの試作
品が完成しました。これも岡田さん
たちが中心となって行った、地域商
社としての取り組みの一つ。
　岡田さんと新屋さん、そして生産
者の皆さんによる、新たな試みと熱
意が化学反応を起こし、大きな地域
力となることが期待されています。

「培ってきた経験、羽咋のために生かしたい」

岡田　常
つねかず

一さん
(60歳、金沢市)
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道の駅で交通安全の啓発活動
　６月２日、市商工会女性部部員15人が、道の駅のと千
里浜を訪れたお客さんに「運転、お気を付けて」と声を
掛け、交通安全を促す啓発用ポケットティッシュを手渡
しました。この取り組みは、同月10日が、商工会が誕生
した“商工会の日”であることに先立ち、昨年オープン
した道の駅を活用した、同女性部の新たな試みとして実
施されました。
　羽咋警察署署員、同署のマスコットキャラクター“ハ
ク太郎”と市の観光アテンダント“宇宙人サンダーくん”
も一緒に交通安全啓発を行い、約500人にポケットティッ
シュを配りました。

「運転、お気をつけて」

啓発用ポケットティッシュを配る、市商工会女性部のメンバー
ハク太郎と宇宙人サンダーくん（左から）も啓発活動に参加

ゴールとおもてなしで、なぎさは大盛り上がり
　５月26日、日の出とともに太平洋側の海岸をスタート
して、太陽を追いかけながら日本列島を横断し、千里浜
海岸にゴールするバイクイベント“サンライズ・サンセッ
ト・ツーリング・ラリー（SSTR）2018”が開催されました。
　たくさんの市民の皆さんがゴールしたライダーを温か
く出迎え、貝汁と神子原米のおにぎりを振る舞っておも
てなし。さらに、太鼓やよさこいソーランなどのステー
ジイベントがゴールを盛り上げ、完走したライダーから
は、喜びと達成感に満ちた充実の表情がうかがえました。
　翌27日にも行われたステージイベントで、千里浜海岸
の再生と保全を目的とする“千里浜再生プロジェクト”
を支援するために、SSTR発起人の風間深

しん

志
じ

さんから山
辺市長へイベントの収益金の一部が寄付されました。
　今年で６年目を迎えたこのイベント。初開催時は、
127人の参加でしたが、年々、参加者数は伸び続け、今
年は全国47都道府県から3,000台、3,200人のバイクが
千里浜海岸に集結。近年、市内の宿泊施設は、ほとんど
がイベント参加者で埋まるほどになっています。

千里浜に3,000人超のライダーが集結！

　①ゴールの出迎えに手を振って応えるライダー
①

②よさこい
ソーランが
ゴールに花
を添える

②

③
③山辺市長に寄付目録を
手渡した風間深志さん(左）
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千里浜ちびっこ駅伝で31チームが駆ける
　6月17日、第30回千里浜ちびっこ駅伝が千里浜なぎさ
ドライブウェイで2年ぶりに開催されました。
　県外からも、姉妹都市の群馬県藤岡市から２チームが
参加。晴天の下、６区間約10㌔の砂浜コース（折り返し）
を、県内外から集まった小学生31チームが、仲間たち
や保護者からの熱い声援を受けて、たすきをつなぎまし
た。結果は、城山ＡＣ－Ａが38分20秒の好タイムで優勝。
市内のチームでは、羽咋小Ａが３位、MIZUHO.ACが
７位、西北台駅伝クラブＡが８位、粟ノ保Ａが９位と健
闘しました。

たすきつないで、砂浜力走

予想を大幅に上回るスピードで達成
　６月９日、昨年7月にオープンした道の駅のと千里浜
の通算レジ通過者が30万人を超えました。
　30万人目となったのは、観光のため、大阪府堺市か
ら立ち寄った会社員、高居優裕さん家族。山辺市長と一
緒にくす玉を割り、自然栽培米やイノシシ肉による新商
品“のとししジャーキー”など、道の駅の一押し商品の
詰め合わせが記念品として手渡されました。高居さんは
「びっくりしましたが、幸運なことでうれしい」と笑顔
を見せ、道の駅の印象については「きれいで、にぎやか
だと感じました。また、来ることができたら良いなと思
います」と話してくれました。

オープンから11カ月で30万人！

ゴールへの思いを一つにして、たすきをつなぐ選手

子どもたちが伝統の相撲で真剣勝負
　６月５日、唐戸山相撲場で第57回羽咋郡市中学校相
撲大会が開催され、郡市内5校から７人ずつ計35人が団
体戦と個人戦に出場し、熱戦を繰り広げました。
　土俵外でも、各校生徒が一丸となった応援団対決が行
われ、相撲場には総勢1,300人以上の声援と歓声が響き
渡りました。団体戦では、2連覇を目指す邑知中が決勝
で志賀中に惜しくも敗れ、準優勝。個人戦では、羽咋中
の鳥井琉来くんが準優勝、邑知中の今井翔梧くんが第３
位に入賞を果たしました。
　６月10日には、第46回市こども相撲大会が唐戸山相
撲場で行われ、市内の子ども会から28チーム約130人
の小学生が出場し、熱戦を繰り広げました。団体戦では、
決勝で羽咋Ａが2対1で邑知Aを破り優勝。羽咋小の９連
覇となりました！
市子ども相撲大会の主な成績
団体優勝：羽咋Ａ（先鋒：越智優希、中堅：岡田凰之介、
大将：安達龍)、同準優勝：邑知Ａ、同第3位：西北台A
個人４年生以下優勝：松浦孝祐(羽咋)、同５年生優勝：
岡田凰之介(羽咋)、同６年生優勝：山本煌大(邑知）

邑知中が惜しくも準優勝、羽咋小が９連覇

買い物客30万人目となり、山辺市長から祝福され
る高居さん家族

①応援を力に、いざ、対戦！
②市内中学生の入賞者（羽咋郡市中学校相撲大会）
③小学生の各部門優勝者（市子ども相撲大会）

①

② ③
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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

7/1 ㈰ 5:45～ なぎさクリーン運動 市内４海岸 生涯学習課

9:30～
17:00

市制施行60周年記念企画展（9/30まで）
「羽咋を知る-再発見-」 歴史民俗資料館 文化財室

10:00～ 市制施行60周年記念式典
（9:40～アトラクション） コスモアイル羽咋 総務課

  3 ㈫ 14:30～ あそびの教室 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

  4 ㈬ 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 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

14:00～
16:00 大人のための朗読会「宮沢賢治の世界」 コスモアイル羽咋 図書館

  5 ㈭ 10:00～
11:30 栄養・運動教室 羽咋すこやか

センター 健康福祉課

12:45～ １歳６カ月児健診 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

  6 ㈮ 8:30～
10:00 市民健診 上甘田公民館 健康福祉課

13:00～
14:00 女性がん検診 上甘田公民館 健康福祉課

  7 ㈯ 9:00～ 道の駅のと千里浜１周年
「あんがとまつり」（８日も開催） 道の駅のと千里浜 羽咋まちづくり㈱

10:00～
11:00 わくわくおはなし会 図書館おはなし

コーナー 図書館

18:00～ 第61回羽咋市民体育大会開会式 羽咋体育館 生涯学習課

  8 ㈰ 8:30～ 第61回羽咋市民体育大会本大会、閉会式 羽咋体育館ほか 生涯学習課

 11 ㈬ 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

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

 13 ㈮ 8:30～
10:00 市民健診 神子原公民館 健康福祉課

 14 ㈯ 18:30～
19:30 れきみんむかしがたり 歴史民俗資料館 文化財室

 15 ㈰ 7:00～
8:00 市民ラジオ体操会 羽咋小学校

グラウンド 総務課

 18 ㈬ 8:30～
10:00 市民健診 余喜公民館 健康福祉課

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

13:00～
14:00 女性がん検診 余喜公民館 健康福祉課

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

13:30～
16:00 総合相談（行政相談） 　 市民相談室 市民窓口課

市

工事の発注状況
（１千万円以上）５月分

◆29災247号　道路災害復　
　旧工事（市道邑知104号線）
　　(1,577万円、㈱大窪工務店)
◆羽咋小学校プール改修工事
　 （建築）（1,210万円、岡田建設
　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。

市

７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。

１日㈰
　平場内科クリニック
　羽咋市中央町 ☎22-0238
　向クリニック（外科・内科）
　志賀町富来領家町 ☎42-1151
　【小児】とどろき医院（小児科）
　羽咋市鶴多町 ☎22-7855

８日㈰
　森田クリニック(形成科･皮膚科)
　羽咋市鶴多町 ☎23-4775
　志賀クリニック（内科）
　志賀町高浜町 ☎32-5307
　【小児】公立能登総合病院
　七尾市藤橋町 ☎0767-52-6611

１５日㈰
　田村眼科クリニック
　羽咋市鶴多町 ☎22-0026
　加藤病院(外科･胃腸科･内科）
　志賀町高浜町 ☎32-1251
　【小児】恵寿総合病院
　七尾市富岡町 ☎0767-52-3211

１６日(月･祝）
　保志場内科クリニック
　羽咋市的場町 ☎22-0807
　志賀クリニック（内科）
　志賀町高浜町 ☎32-5307
　【小児】国立病院機構七尾病院
　七尾市松百町 ☎0767-53-1890

２９日㈰
　疋島クリニック(外科･胃腸科･内科)
　羽咋市旭町 ☎22-1205
　池野整形外科耳鼻咽喉科医院
　志賀町高浜町 ☎32-0040
　【小児】さはらファミリークリニック
　七尾市石崎町 ☎0767-62-3765

２２日㈰
　いがわ内科クリニック
　羽咋市鶴多町 ☎22-7800
　松江産婦人科内科医院
　羽咋市島出町 ☎22-2479
　【小児】恵寿総合病院
　七尾市富岡町 ☎0767-52-3211
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日　時 行　事　名 場　所 担　当

 18 ㈬ 13:30～
16:00 総合相談（心配ごと相談、人権相談） 　 203会議室 市民窓口課

 19 ㈭ 10:00～
16:20 心のケアサポート 羽咋すこやか

センター 健康福祉課

13:00～
15:00 無料法律相談（要予約：４人まで） 　 101会議室 市民窓口課

 21 ㈯ 8:00～
10:00 市民健診 羽咋すこやか

センター 健康福祉課

10:00～
13:00 男性介護者のためのかいご講座 富永公民館 社会福祉協議会

13:30～ 羽咋市少年少女発明クラブ
「水の電気分解」 コスモアイル羽咋 生涯学習課

 23 ㈪ 11:00～
11:30 よちよちおはなし会 コスモアイル羽咋 図書館

13:30～
16:30 介護予防サポーター養成講座A日程第1回 羽咋すこやか

センター 社会福祉協議会

 24 ㈫ 13:00～ ４カ月児健診 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

19:00～ 県青少年健全育成羽咋郡・市ブロック会議
兼家庭教育講演会 コスモアイル羽咋 少年育成センター

 25 ㈬ 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～ すくすく相談 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

13:30～
16:30 介護予防サポーター養成講座A日程第２回 羽咋すこやか

センター 社会福祉協議会

14:00～
16:00

工作教室
「ステンシルで図書バッグを作ろう！」 コスモアイル羽咋 図書館

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

 26 ㈭ 8:30～
10:00 市民健診 粟ノ保公民館 健康福祉課

 27 ㈮ 8:30～
10:00 市民健診 羽咋すこやか

センター 健康福祉課

13:00～
14:00 女性がん検診 羽咋すこやか

センター 健康福祉課

 28 ㈯ 9:00～
11:30 弥生土器づくり 歴史民俗資料館 文化財室

9:00～ 千里浜ビーチバレージャパンチャレンジ
2018

羽咋市ビーチバレー
専用コート 生涯学習課

14:00～
15:30

図書館映画上映会
「リチャード･ザ･ストーク」(84分) コスモアイル羽咋 図書館

 29 ㈰ 9:00～
16:00

千里浜ビーチバレージャパンチャレンジ
2018

羽咋市ビーチバレー
専用コート 生涯学習課

 31 ㈫ 8:30～
10:00 市民健診 羽咋すこやか

センター 健康福祉課

観光・イベント情報

近隣市町の観光・イベント情報をお知らせします

観光・イベント情報

近近隣市町の観光・イベント情報をお知らせします近隣市町の観光・イベント情報をお知らせします

　羽咋市からの情報として、１市３町の
広報紙に「道の駅のと千里浜１周年“あ
んがとまつり”」を紹介しました。

七尾市七尾市

志賀町志賀町

宝達志水町宝達志水町
今浜海水浴場

中能登町中能登町

千里浜なぎさドライブウェイの入口に位置す
る今浜海岸。車で走ることができ、浜茶屋や
貝売店が立ち並び、海の幸も堪能できます。
浜開き日時　７月13日㈮　10:00～
アクセス　のと里山海道今浜ＩＣ下車すぐ
問　企画振興課（☎0767-29-8250）

第77回七尾港まつり

夏の砂浜で、ライブステージ、よさこい、夏の砂浜で、ライブステージ、よさこい、
太鼓、テント市など、内容盛りだくさん！太鼓、テント市など、内容盛りだくさん！
夜は、間近で迫力の花火を楽しみませんか。夜は、間近で迫力の花火を楽しみませんか。
日時　７月29日㈰　15:00～
　　　（花火は20:30頃）
場所　千鳥ヶ浜（高浜町）
問　志賀町祭実行委員会（☎0767-32-1111）

第29回西能登やっちゃ祭り

日時　７月14日㈯、15日㈰
場所　七尾マリンパーク（能登食祭市場横）、
　　　御祓川大通り　ほか
内容　総踊り、北國花火七尾大会など
　
問　観光交流課（☎0767-53-8436）
七尾港まつり 検索 ⬆

市

市

　　

千里浜ビーチバレー　
ジャパンチャレンジ2018

～砂上の熱き戦いに声援を！～
　千里浜で行われるビーチバレー大会は、
県内だけでなく全国からの参加者で熱戦が
繰り広げられます。全国から参集した精鋭
のスーパープレーをお楽しみ下さい。
■日時　７月28日㈯・29日㈰
　　　　９:00～
■場所　羽咋市ビーチバレー専用コート
　　　　 ※すぱーく羽咋南側

問い合わせ　千里浜ビーチバレージャパンチャレンジ2018実行委員会
　　　　　　（市生涯学習課・スポーツ推進係内)(☎22-3312）

中能登町の夏の一大イベント。にゃんこス中能登町の夏の一大イベント。にゃんこス
ターのお笑いライブに川中美幸・弦哲也のターのお笑いライブに川中美幸・弦哲也の
歌謡ショーなど、今年も多彩な催しで皆さ歌謡ショーなど、今年も多彩な催しで皆さ
んをお待ちしています。んをお待ちしています。
日時　７月28日㈯　15:00～21:00
　　　（模擬店は12:00オープン）
場所　レクトピアパーク（井田）周辺
問　企画課（☎0767-74-2806）

第14回町祭「織姫夏ものがたり」
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羽咋で現存最古の建造物
気多大社の摂

せっしゃわかみやじんじゃ

社若宮神社

　摂
せっしゃ

社とは、神社の本社に付属する小型の神社をいい
ます。気多大社の摂社若宮神社は、本殿の左脇にある
建造物で、小さいながらも優美な建築として知られま
す。一間四方の身

も や

舎の前方に、流れるような檜
ひわだぶき

皮葺の
庇
ひさし

を付けた「一
いっけんしゃながれづくり

間社流造」という神社建築様式がみど
ころです。
　永

えい

禄
ろく

12年（1569）に七尾城主であった能登国守護
の戦国大名畠

はたけやま

山義
よしつな

綱により再建されたもので、石川県
下では数少ない戦国時代の建築の一つです。市内では、
これよりも古い建造物が現存しておらず、市内最古の
建造物ということができます。

建造物編
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■７月から8月にかけては、例年イベントが盛り
だくさんで、暑い夏の訪れとともに羽咋市全体が
盛り上がっていくのを感じます。今年は、市制施
行60周年記念式典や道の駅のと千里浜１周年イ
ベント“あんがとまつり”も予定されており、い
つもよりさらに“熱い夏”を予感しています。
■らぶはくい人（27㌻）で紹介させていただい
た岡田常一さん。ニックネームは“トニー”だそ
うです。氏名からは想像がつかなかったので、な
ぜ、トニーなのか本人に聞きました。海外勤務の
折、外国人の仲間たちには、名前の常一（つねか
ず）が発音しづらかったそうで“つねかず”の“つ”
に一番近いアルファベットの発音が“Ｔ”であっ
たことから、ワンフレーズで“トニー”と呼ばれ
るようになったとのこと。海外勤務ならではです
よね。すでに、市職員からも親しみを込めてそう
呼ばれています。（見附）

集 後 記編


