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　平成31年羽咋市成人式が１月13日、
コスモアイル羽咋で開催されました。
　山辺市長や来賓の方々が、新成人
186人に激励の言葉を贈り、新成人を
代表して中村凜央さんと平木萌歌さん
が“誓いの言葉”を宣誓し、成人とし
ての決意を新たにしました。
　式に先立ち開催された交歓会では、
振り袖やスーツ、紋付き袴で華やかに
着飾った新成人の皆さんが、友人との
再会を笑顔で喜び、記念撮影を行う光
景も多く見られました。
　大ホールでは、成人式実行委員会の
手で撮影・編集された“恩師からのビ
デオレター”が上映され、スクリーン
に映し出された懐かしの恩師の姿とそ
のメッセージに、会場からは歓声が上
がりました。

成人の門出、決意新たに
～平成31年羽咋市成人式～

誓いの言葉を読み上げる
中村凜央さん（右）と平木萌歌さん（左）
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友と分かち合う、ハタチの喜び友と分かち合う、ハタチの喜び

仲間たちを最高の舞台で迎えたい仲間たちを最高の舞台で迎えたい

平成31年 羽咋市成人式実行委員会の皆さん
後列左から大谷泰生さん､岡本崚汰さん､浅野俊太さん､小西裕樹さん､
清水晴登さん､奥田孔希さん､奥大次郎さん､山岸亮也さん､中村凜央さん
前列左から平木萌歌さん､米田侑依さん､西屋佑夏さん､松田恭佳さん、
小松きららさん､本山真唯さん､川嶋唯里さん､長野叶さん､池田小百合さん

　成人式を無事開催できたことを
非常にうれしく思います。
　私たち、実行委員会は、この
たび成人式を迎えた18人のメン
バーで構成し、夏ごろから式をど
んな形にするか企画してきました。
　元羽咋中と
元邑知中のメ
ンバーが力を
合わせ、仲間
たちを迎え入
れる大きな企
画をやり遂げ
ることができ
たことを誇り
に思います。

実行委員長
奥　大次郎 
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　羽咋小学校で初めて併設された特殊学級を
担任するなど、30年以上の長きにわたり、障
がい者教育に携わり、元県立養護学校長とし
て退職。「受章したことに恐縮している。自分
の人生を支えてくれた先輩や同輩、家族に感
謝したい」と述べられました。

旭日単光章

長浦　隆三 さん
（88歳、千里浜町）

　昭和48年、市議会議員に初当選し、３期
12年にわたり、市勢の発展に尽力。３期目
には市議会議長を務め、定例議員懇談会の実
施を発案するなどの議会改革にも取り組みま
した。「千里浜町民をはじめとする、私を支
えてくれた市民の皆さんと家族にお礼を申し
上げたい」と述べられました。

瑞宝双光章

山下　郁造さん
（88歳、大川町）

栄えある叙勲受章おめでとうございます

　

四柳長寿会が四柳長寿会が
知事表彰を受賞知事表彰を受賞

　12月25日、老人クラブ“四柳長寿会”が‶第22回
がんばる老人クラブ知事表彰”を受賞しました。
　四柳長寿会は、地域の清掃や草刈りに継続的に
参加するほか、町民と連携して“余喜ふれあい祭り”
などの地域行事や地域サロン“一四会”の運営にも
積極的に取り組み、地域づくりや健康寿命の延伸
につながる活動に尽力しています。
　このたびの知事表彰は、これらの社会貢献活動
が評価されたものです。
　翌26日、クラブの代表者４人と市老人クラブ連
合会の折本義昭会長が羽咋市役所を訪ねて受賞報
告を行い、山辺市長もその功績をたたえました。

山辺市長に受賞報告を行った四柳長寿会の
代表メンバーら

～老人クラブとしての社会貢献活動に評価～

　　

的確な判断・行動で的確な判断・行動で
火災拡大を防ぐ火災拡大を防ぐ

～ＪＡはくい支店の濵下忠久次長に感謝状～
　12月17日に発生した川原町の住宅火災で、
的確な判断と勇気ある行動によって火災拡大
を防いだとして、同月28日、JAはくいの濵
下忠久次長に消防長感謝状が贈られました。
　濵下さんは、勤務中、火事の被害を受けた
住人が助けを求めてきたことに応じ、消火器
を持って現場に急行。初期消火を行った後、
現場付近の道幅が狭いことを考慮して消防車
両も誘導しました。その一連の行動が、延焼
被害を防ぐことにつながりました。
　10年以上、消防団員として活動していた
経験もある濵下さん。「被害に遭った方のこ
とを考えると胸
が痛い」と話し、
被害者を気遣っ
ていました。

牧野秀雄消防長から感謝状を
受け取る濵下さん
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英検２級、準２級取得の市内中学生が表彰されました

英検優秀者の生徒を表彰英検優秀者の生徒を表彰

　12月21日、英検２級と準２級を取得した市内中
学生17人が、羽咋市役所で表彰を受けました。
　この表彰式は、市教育委員会が英検で優秀な成
績を収めた児童・生徒をたたえ、市内の英語教育
のさらなる充実につなげることを目的に初開催さ
れ、八島和彦教育長が英検２級取得者２人に教育
長表彰を、準２級取得者15人に奨励賞を贈りまし
た。

　生徒を代表し、中越真央さん（邑知中３年）が
「これまで以上に自由に英語が使えるように、さら
に一生懸命勉強していきたい」と英語で力強く謝
辞を述べました。

　八島教育長は「グローバル化が進む社会の中で、
英語を使えるようになることはとても大切。この
表彰には、皆さんが後輩たちの手本になってほし
いという願いが込められている。これからも英語
力を高めて、自分を磨いていってほしい」と激励
しました。

　市では、英語教育を推進しており、今年度の市
内中学３年生の英検３級取得率は41.1%で、昨年
度の16%から大きく伸びています。2020年度に
は、この取得率を60%以上にすることを目標とし、
今後も、英語を自由に話すことができる人材育成
に取り組んでいく方針です。

～さらなる英語力向上への励みに～

　

羽咋駅周辺整備基本構想 (案) についてのご意見を募集します
　羽咋市では、中心市街地の活性化や市街地の住環境の向
上を図るため、羽咋駅周辺整備基本構想の策定に取り組ん
でいます。
　このたび、基本構想の概要（案）がまとまりましたので
市民の皆さまからのご意見を募集します。

問い合わせ・応募　市地域整備課（☎22‒9645、FAX22‒4484、E‒mail：post@city.hakui.lg.jp）

１ 募集期限　２月19日㈫必着
２ 閲覧方法　市地域整備課（市役所２階）、市内各公

民館、市のホームページで閲覧できます。
３ 応募方法　住所、氏名、電話番号を記入の上、郵便、

ファクシミリ、電子メール、直接持参に
よりご応募ください。（様式は自由です）

受賞者の皆さん
１ 教育長表彰（英検２級取得者）
中越真央、濵田萌子（邑知中３年）
２ 奨励賞（英検準２級取得者）
安達直徹､小倉千愛､武元歌音､濱名りかこ､萬澤
芽生､藤巻和雅､池田陽翔､渡志織(羽咋中３年)
山本真､大鍋真緒､本多りあ(羽咋中２年）
小石丈琉､濵田葵､夏嶋里帆(邑知中３年）
小石愛実(邑知中２年）
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羽咋市臨時職員募集
1 募集職種と人員

職　　　　　種 人員 応募資格・職務内容 賃金（予定）

①介護認定調査員

若干人

介護支援専門員か看護師資格を有する人 日額　8,990円

介護福祉士資格を有する人 日額　8,680円

②介護支援専門員 介護支援専門員資格を有する人 日額　8,990円

③保健師､助産師､看護師 保健師、助産師または看護師の資格を有する人 日額　8,990円

④手話通訳士 手話通訳士､または手話通訳の資格を有する人 日額　8,680円

⑤一般事務補助 パソコン(表計算､ワープロなど)を利用した事
務ができる人 日額　6,696円

⑥一般事務補助
　（障害者手帳保有者）

障害者手帳※をお持ちの人で､パソコン(表計
算、ワープロなど)を利用した事務ができる人 日額　6,696円

⑦保育士Ａ 保育士資格を有する人 日額　7,812円

⑧保育士Ｂ 保育士資格を有する人 時給　1,008円

⑨学校用務員 学校内外の整備、給食準備の補助など 日額　6,696円

⑩栄養士 栄養士資格を有する人
（共同調理場における給食調理業務） 日額　8,680円

⑪学校支援員 小中学校で支援を必要とする児童生徒の学習活
動などにおける支援 時給　  992円

⑫学校図書館事務員 学校図書館図書の貸し出しと整備など 時給　  840円

⑬公民館主事 ＰＣ（表計算、ワープロなど）を利用した事務
ができる人 日額　6,696円

⑭学芸員 博物館学芸員資格を有する人 日額　7,812円

※障害者手帳・・・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか

2 勤務条件など 
　　 勤務時間は週38時間45分の範囲内で勤務。
勤務時間、休日などについては各勤務場所にお
いて別に指定します。⑧⑪⑫の職種については、
１日５時間程度の勤務（パート）になります。
⑬の職種については、日曜日と月曜日が週休日
になります。
　   交通費を支給するほか、有給休暇や社会保険
制度（一部の職種を除く）があります。　
3 選考方法
　　２月下旬に採用試験を実施予定
　　（書類選考のうえ、受験者には別途案内）
4 採用予定　　　　5 雇用期間
　平成31年４月　　　　１年(６カ月更新)
6 受付期間
　２月１日㈮～15日㈮（土日・祝日を除く、
　午前８時30分～午後５時15分）

7 申込用紙　
　　市総務課（市役所３階）、または市市民窓口
課（市役所１階）で、「平成31年度　臨時職員
申込書（登録書）」を交付します。市のホームペー
ジからも取得できます。
8 添付書類
　　資格が必要な職種に応募する場合は、資格証
明書の写しを添付してください。

申込み・問い合わせ 
　〒925-8501　石川県羽咋市旭町ア200番地
　羽咋市総務課・人事係（☎0767-22-7161）　
　郵送の場合、封筒の表に「臨時職員申込書」と
朱書きしてください。（平成31年２月15日付け
の消印のあるものは受理します。）
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羽咋郡市広域圏事務組合臨時職員 募集

“障害者控除対象者認定書”で税が控除されます

2 勤務条件など 
　（1）勤務場所　
　　　羽咋郡市広域圏事務組合事務局
　　　所在地：羽咋市中央町ア185番地
　　　　　　　（羽咋消防署２階）
　（2）勤務時間　
　　　午前８時30分～午後５時15分
　　　（休憩時間：正午～午後１時)
　（3）休日　土日曜、祝日、年末年始
　（4）その他　交通費支給（距離制）、有給休暇、
　　　　　　　社会保険制度あり　　
3 選考方法　面接による選考
              (３月上旬に実施予定、
               応募者に別途通知）

4 採用予定　平成31年４月
5 雇用期間　１年(６カ月単位更新)
6 申込期間　２月４日㈪～22日㈮
7 申込書類　
　履歴書(市販のもの)、写真(無帽・無背景で３
カ月以内に撮影したものを履歴書に貼付)
8 申込方法
　申込書類を入れた封筒に「臨時職員受験申込書」
と朱書きして、事務局総務課まで郵送してくだ
さい。（２月22日消印有効）

申込み・問い合わせ 
　羽咋郡市広域圏事務組合事務局総務課
　（〒925-8505　羽咋市中央町ア185番地、
　 ☎22-6610）

1 募集職種と人員
職種 人員 職務内容 応募資格 賃金日額

一般事務補助 １人 パソコンを利用した一般事務 ワード、エクセルなどのパソコン
操作が可能な人 6,696円

問い合わせ　認定の申請・判定：市地域包括ケア推進室・介護高齢者係（☎22‒5314）
税の控除・申告相談：市税務課・課税係（☎22‒7130）　　

　身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を持たない人でも、所得税や市県民税の申告において“障
害者控除対象者認定書”により本人または扶養者が障害者控除または特別障害者控除を受けることがで
きます。
　対象は介護認定を受けている65歳以上で、身体の障がいまたは認知症の状態が障がい者に準ずる程
度の人や常に寝たきりの状態にある人です。
　平成30年12月31日現在で介護認定を受けており､ 障害者控除の対象となる人へ ｢認定書｣ を送付し
ます｡ ただし、年の中途で亡くなられた人の認定書が必要な場合は、下記までご連絡ください。
　なお、すでに身体障害者手帳などで税控除を受けている人は、該当になりません。

●認定区分と身体状況の目安
区分 日常生活自立度判定基準※

障害者控除認定 身体障害者(３級～６級)に準ずるもの 
知的障害者(中度・軽度)に準ずるもの

寝たきり度＝Aランク 
認知症の度合い＝Ⅱランク　

特別障害者控除認定 身体障害者(１級・２級)に準ずるもの 
知的障害者(重度)に準ずるもの

寝たきり度＝B、Cランク 
認知症の度合い＝Ⅲ、Ⅳ、Mランク　

※要介護認定者で、主治医意見書に記載されている「日常生活における自立度」
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税の申告、お忘れなく
２月18日　 ～ ３月15日月 金
　平成31年度 市県民税の申告受付を行います。申告の必要な人は
忘れずに申告をしてください。
　申告は、市民税・県民税だけでなく、国民健康保険税、介護保険
料などの算定資料となるほか、福祉、年金、児童手当などの受給手
続きに必要な資料となる重要な手続きです。
　申告書の提出期限は、平成31年３月15日㈮です。期限間近にな
ると窓口が大変混雑しますので、必要な書類は事前に準備して早め
の申告をお願いします。

問い合わせ
■七尾税務署
　（☎0767-52-3381）
■市税務課・課税係
　（☎22-7130）
■国税庁ホームページ
　（http://www.nta.go.jp）

【市県民税申告相談の日程と会場】
＜常設会場＞（土日を除く）

月　　日 時　　間 対象地区 申告相談会場
２月18日㈪
　～３月15日㈮

午前９時～11時30分
午後１時30分～４時30分 市内全地区 市役所203会議室

＜巡回会場＞
月　　日 時　　間 対象地区 申告相談会場

２月20日㈬ 午後１時30分～４時 上甘田地区 上甘田公民館

２月21日㈭

午前９時～11時30分 千代町、垣内田町、四町、上江町、
千田町、円井町、本江町

邑知公民館
午後１時30分～４時

飯山町、宇土野町、白瀬町、上白瀬
町、福水町、中川町、白石町、尾長
町、志々見町、菱分町、堀替新町

２月26日㈫ 午後１時30分～４時 富永地区 富永公民館
２月27日㈬ 午後１時30分～４時 神子原地区 神子原公民館
２月28日㈭ 午後１時30分～４時 鹿島路地区 鹿島路公民館
３月 ５日㈫ 午後１時30分～４時 粟ノ保地区 粟ノ保公民館
３月 ６日㈬ 午後１時30分～４時 一ノ宮地区 一ノ宮公民館

３月 ７日㈭
午前９時～11時30分 酒井町、四柳町、大町

余喜公民館
午後１時30分～４時 金丸出町、下曽祢町

３月12日㈫ 午後１時30分～４時 越路野地区 越路野公民館
※羽咋、千里浜地区の人は、常設会場（市役所203会議室）で申告相談を受け付けています。

＜夜間申告＞
月　　日 時　　間 対象地区 申告相談会場

３月 １日㈮
３月 ８日㈮ 午後５時30分～７時30分 市内全地区 市役所203会議室
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　■ 申告が必要な人

■ 申告に必要なもの

　平成31年１月１日現在、羽咋市に住んでいた
人で、平成30年１月から12月までの間に、次の
ような状況にあった人です。
１　営業、農業、不動産、配当、雑所得、一時所
得、譲渡所得などの収入があった人

２　給与所得者で、勤務先から羽咋市役所へ給与
支払報告書を提出されない人（パート・アル
バイトを含む）

３　給与所得者で、２カ所以上から給与の支払い
を受けた人

４　給与所得者で、給与以外の所得があった人
５　年の中途で就職や退職した人で、年末調整を
していない人

６　障害者、寡婦（夫）、未成年者の人で、前年
の所得が125万円以下の人

　　（申告することで非課税となります）

（領収書・証明書は平成30年中のもの）
１　申告書（申告用紙と申告の手引きは、市役所
②番窓口と公民館にあります）

２　印鑑（認印）
３　「個人番号カード」または「個人番号通知カー
ドと身元確認書類（運転免許証など）」の写し

４　収入金額や経費のわかるもの
　　⑴給与所得者や年金受給者…源泉徴収票、給

与支払明細書など 
　　⑵事業、不動産所得者…収入金額と必要経費

のわかる帳簿、領収書、収支内訳書 
　　⑶農業所得者…収入金額と必要経費のわかる

帳簿や出荷証明書、収支内訳書

７　羽咋市外の人の扶養親族になっている人
８　平成30年中に所得がなく、誰の扶養にもなっ
ていない人

９　障害年金・遺族年金、雇用保険法に基づく失
業給付などの非課税収入のみを有する人

10　収入が公的年金のみの人でも、社会保険料控
除、生命保険料控除、医療費控除、障害者、
寡婦（夫）などの所得控除を受ける人

５　各種所得控除を証明できるもの
　　⑴社会保険料(国民年金保険料控除証明書､国民

健康保険税､介護保険料､後期高齢者医療保
険料､社保任意継続保険､農業者年金など)の
領収書や証明書など支払金額のわかる書類

　　⑵生命保険料､ 地震保険料(平成18年末までに
契約した長期損害保険料を含む)の控除証明書

　　⑶医療費などの領収書と保険金などで補てんされ
る金額がわかるもの､ 雑損額を証明できる書類

　　⑷障害者控除対象者認定書､ 障害者手帳など証
明できる書類

※所得税の還付申告をする人は、還付金振込先の
口座番号などがわかるもの(本人名義)

※次の人は、所得税の確定申告をする必要はあ
りませんが、市県民税の申告をする必要があ
ります。
　●給与所得者で、給与所得以外の所得金額が
20万円以下の人 

　●公的年金などの収入金額が400万円以下
で、かつ、公的年金など以外の所得金額が
20万円以下の人

■ 所得税と復興特別所得税
１　確定申告が必要な人
　⑴事業をしている人、不動産収入のある人、土
地や建物などを売った人などで、平成30年
中の所得金額が基礎控除、扶養控除などの所
得控除の合計額を超える人

　⑵給与所得者で年収が2,000万円を超える人

　⑶給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額
が20万円を超える人

　⑷２カ所以上から給与を受けている人
　⑸還付を受けるために確定申告をする人
　例）給与所得者で雑損控除、医療費控除、住宅
取得控除などを受けることができる人

※七尾税務署の申告相談会場は、２月18日㈪に開設されます。(受付時間は午前９時～午後４時)
※還付申告などの簡易なものについては、市役所でも申告相談を受けることができます。また、確定申告
に必要な用紙は市税務課にも置いてあります。

【申告と納税の期限】　所得税と復興特別所得税：３月15日㈮、消費税と地方消費税：４月１日㈪

復興特別所得税の記載をお忘れなく
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市民健診　－受診状況をお知らせ－
１ 特定健診の受診状況

※印はＨ30年11月末時点の受診者数です。
　今後、人間ドックなどの受診者数も加わるの
　で、上記人数より増加する見込みです。

２ 特定健診の受診率60％達成のために
　羽咋市では、特定健診の受診率向上に
取り組んでいます。受診率は年々向上し
ていますが、国から定められた達成目標
の60％には至っていません。
　特定健診を受診しない場合、職場など
の健診や人間ドック、通院先で行った血
液検査の結果を提供していただけると、
特定健診の受診率に反映することができ
ます。

　以下の項目に全て当てはまる人は、ぜひ結果をご提供いた
だき、受診率向上にご協力をお願いします。

□国民健康保険に加入している人
□40～74歳の人
□今年度の市の健診・人間ドックを受診していない人
□今年度、市以外での健診や人間ドックを受診した、 
　もしくは病院で血液検査・尿検査を実施した人

（　）内はＨ29年度受診者数
健診の種類 受診者数

特定健診
(40～74歳の
　国保加入者）

＊2,017人（　2,107人）

後期高齢者
健診 　1,079人（　1,079人）

0.0％

10.0％

20.0％

30.0％

40.0％

50.0％

60.0％

石川県
羽咋市

Ｈ29Ｈ28

45.7％
51.7％

45.1％
49.6％

Ｈ27Ｈ26Ｈ25Ｈ24Ｈ23Ｈ22Ｈ21Ｈ20

石川県
羽咋市

44.8％43.3％42.4％41.3％39.9％37.1％36.3％32.2％
49.3％46.5％44.4％44.7％41.8％33.2％33.9％37.9％

(年度）

目標値 特定健診（40～74歳国保加入者）受診率の推移

３　がん検診の受診状況（平成29年度の集計）

肺がん 胃がん 乳がん子宮がん大腸がん

羽咋市がん検診受診率の推移

H27年度H26年度H25年度
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　がん検診受診率は年々増加傾
向にありますが、女性がん（子
宮がん、乳がん）受診率は、Ｈ
29年度に大きく減少していま
す（左グラフ参照）。
　定期的に受診している人は増
えているものの、新規で受診す
る人が少ないということが、受
診率に影響を与えています。
　不定期で検診を受けている人
や、まだ検診を受けたことがな
い人は、一年に一度、定期的に
がん検診を受診することをおす
すめします。
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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）

　５月に全世帯に配布する健診案内冊子の広告主を募集します。皆さんの会社やお店を宣伝するよい機会
です。ぜひ、ご活用ください。

掲載場所 健診案内冊子の一部箇所（全世帯、健診協力医療機関へ配布）
規格・枠数 １枠　縦６㌢×横12㌢　　全２枠
掲載料 １枠　15,420円
募集期間 2019年（平成31年）２月１日～同年２月28日
掲載開始 2019年５月上旬に全戸配布（約8,500世帯）

その他
①詳細は市ホームページをご覧ください。
②２枠以上の申込みがあった場合は、抽選で決定します。
③広告の原稿は各自で作成していただきます。
④広告掲載料は、前納していただきます。

※「有料広告掲載申し込み書」と広告案を添付し、羽咋すこやかセンター内健康推進係まで提出してください。

４　広告主を募集

両親学級

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）

育児全般についての相談も受けます

クラス名 プレパパ・プレママクラス 妊産婦のためのバランス食クッキング
（産前＆産後合同コース）

対象 妊婦、夫 妊婦、産婦、夫、家族
月日 ３月２日㈯ ３月３日㈰
時間 9:30～11:45（受付９:15～）　 10:00～12:30（受付９:45～）
場所 羽咋すこやかセンター　２階　健診室

内容
・助産師によるアドバイス
・パパの妊婦体験
・沐浴、オムツ替え、抱っこの練習

・管理栄養士によるアドバイス
・調理実習と試食
・参加者同士の情報交換会

持ち物 母子健康手帳、飲み物 母子健康手帳、参加費（500円）、
エプロン、ハンドタオル、飲み物

申込期限 ２月28日㈭

　がん検診は、自分の健康状態を知る大切な機会
となります。しかし、羽咋郡市内で比較すると、
羽咋市の受診率はかなり低いことが分かります
（右グラフ参照）。

市民健診で、がん検診も
　市民健診では、比較的安価でがん検診を受ける
ことができますので、ぜひ、市民健診の機会を生
かして、ご自身の健康状態を把握しましょう。
　なお、市民健診は2019年６月から始まります。 0.0
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羽咋郡市内での受診率の比較（H29年度）
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高齢者の虐待を防ぐために　～一人一人ができること～

Ｑ１ 高齢者虐待とは？

ること～

「高齢者虐待防止法」では次のような行為を「高齢者虐待」と定義しています。

身体的虐待 たたく、蹴る、つねる、やけどを負わせるなどの暴力をふるったり、ベッドに縛りつけ
たりすること

心理的虐待 怒鳴りつける、ののしる、悪口を言う、意図的に無視するなど、精神的に苦痛を与える
こと

経済的虐待 日常生活に必要な金銭を渡さない（使わせない）、本人の不動産や年金、預金を取り上
げて勝手に使い、高齢者本人の生活や医療・介護に支障がある

ネグレクト 食事を与えない、入浴させない、おむつを交換しない、病院に受診をさせない、劣悪な
住環境で生活させるなど、高齢者の身体・精神状態を悪化させること

性的虐待 合意がないのに性的接触や性的嫌がらせをする、排泄の失敗に対する罰として裸で放置
をするなど

Ｑ２ 羽咋市でも、高齢者虐待の事例はあるのですか？
　過去５年間に、市内でも高齢者男性12人、高齢
者女性28人に対して虐待が認められています。
　被害者の年齢階層では、80歳代が最も多く半数
以上で、虐待の種別としては、身体的虐待が22件、
介護・世話の放棄、放任が12件、心理的虐待が15件、
経済的虐待が11件となっています（重複有り）。
　被害者から見た虐待者との関係については、右の
グラフのとおりで、息子からの虐待が17件と最も
多くなっています。

虐待者＝“悪者”ではありません
　適切な介護の仕方や認知症への対応がわからな
いため、つい手をあげてしまう人や介護負担を一
人で抱えて、心身ともに疲れて、心ならずも「虐
待」となるケースもあります。
　介護サービスや地域の人の力を借りて、高齢者
だけではなく、家族を支援することも大切です。

虐待を防ぐために地域でできること
①声を掛け合う：日常的なあいさつなど、言葉を
交わすことから近所の人と顔が見える関係づく
りをしましょう。
②見守り：高齢者や家族のちょっとした変化に気
づき、異変を感じたら「どうしましたか」と声
をかけましょう。
③相談：虐待を疑う小さな気づきでも、地域包括
支援センターに相談しましょう。

①家から怒鳴り声、悲鳴、物が投げられる音がする。　　　　　②天気が悪くても、外にいる姿がしばしばみられる。
③介護者に介護疲れが感じられ、介護に困っているようだ。　　④最近見かけない。近所付き合いをしたがらない、訪問を嫌がる。
⑤目に見えて痩せてきた。高齢者の服が汚れていたり、お風呂に入っている様子がない。　など

　ご近所にこんな高齢者がいませんか？
　思い当たることがあれば、地域包括支援セン
ター（☎22-0202）にご相談ください。

夫　７件

妻　３件

息子息子　1717件息子　17件

娘　７件

嫁　３件
その他　３件

虐待者とその続柄
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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）

羽咋すこやかセンター内に
　子育て世代包括支援センターができました！
　妊娠期から出産、子育て期にわたる切
れ目のない支援を目指して、平成31年
２月に「子育て世代包括支援センター」
を開設しました。
　妊娠期からの継続的な子育て支援の第
一歩として、妊娠届の際に面談をして、
直接お話しすることで、顔の見える関係
づくりを行います。
　また、必要に応じて、子育て応援プラ
ンを作成し、一人一人に合ったサポート
を考えていきます。
　安心して子育てができるように、保健
師や管理栄養士が、妊娠や出産、子育て
に関するさまざまなお悩みのご相談に応
じ、サポートします。
　まずは、お気軽にご相談ください。

妊娠・出産・育児について何でもご相談ください！

　　お腹の赤ちゃん
のために、バランスのよい
食事をとりたいけど、
　それってどうすれば
　いいの？

初めての妊娠、
わからないこと
だらけです…

しつけって
何歳ぐらい
からしたら
いいの？

赤ちゃんがおっぱいを
飲んでくれません…

　引っ越してきた
ばかりですが、子
　どもを遊ばせる
　ところはありま
　すか？

　子育て世代包括支援センターは、切れ目のない支援を目指して、必要に応じてさまざまな機関と
協力しながらサポートをします。

妊娠 出産 産後産後 育児育児

子育て世代包括支援センター
・妊婦さんの把握　　　・保健指導
・妊娠中の状況確認　　・育児相談
・支援プランの作成
・子育て支援サービスの情報提供

子育て支援係
　　・保育所、保育園、認定こども園
　　・ファミリーサポートセンター
　　・子育てサロン
　　・子育てふれあい広場

連携連携

関係機関
・医療機関（産婦人科、小児科、精神科、医師会等）　  ・児童相談所
・能登中部保健福祉センター、羽咋地域センター　　　・主任児童委員、民生委員　　など

連携連携
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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

赤ちゃんとふれあいながら、未来を想像する
婚活イベント　赤ちゃん婚活パーティー 
赤ちゃんが自然と笑顔を引き出してくれます！
　婚活パーティーに、赤ちゃんが登場します。
　アットホームな雰囲気の中、赤ちゃんがいることで
会話が弾み、新たなご縁を育んでくれます。
　育児中のママ・パパから結婚の決め手や子育ての話
なども気軽に聞ける良い機会です。
　赤ちゃんとふれあい、結婚や育児をイメージしてみ
ませんか？

１ 開催場所　こすもす保育園
２ 日時　平成31年２月24日㈰　
　　　　 午前10時30分～午後２時30分
　　　　 ※受付開始:午前10時～
３ 対象　25歳～40歳の独身男女　40人程度
４ 参加費　男女とも1000円　
※ドリンク・軽食付き

申込み・問い合わせ　フィオーレパーティ事務局（☎050-3539-3838）
　　　　　　 健康福祉課・子育て支援係（☎22-1114）

市主催　婚活イベント第３弾

空き家DIY講習会
～専門家指導のもと、空き家をリノベーション！～

空き家のセルフリフォームやＤＩＹをやってみたい人、専門家(職人)指導のもと塗装体験してみませんか？

実施日・内容 ①平成31年３月17日㈰　汚れを取って塗装できる状態にしよう！
②平成31年３月24日㈰　塗装の仕上げをしよう！

開 催 時 間 10:00～16:00　
募 集 人 数 各回10人程度（申込締切は各回の10日前まで）
開 催 場 所 羽咋市神子原町地内
集 合 場 所 ※詳細は、申込受付後にご連絡します。
参　加　費 無料（昼食にお弁当用意希望の場合 800円）

申込み・問い合わせ　実施運営：協同組合　羽咋市建設業協会（委託元：羽咋市）
（☎22-2534、FAX 22-7260）　　　
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広　告　欄

　

産前産後期間の国民年金保険料が免除となります
１ 免除期間　出産予定日または出産日が属する

月の前月から４カ月間の国民年金
保険料が免除されます。　

　　　　　　 なお、多胎妊娠の場合は、出産予
定日または出産日が属する月の３
カ月前から６カ月間の国民年金保
険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日（４カ月）以上の出産を
いいます（死産、流産、早産した人を含みます）。
２ 対 象 者　｢国民年金第１号被保険者｣で出産

日が平成31年２月１日以降の人

平成31年４月から

３ 届出時期　出産予定日の６カ月前～
※ただし、届出できるのは制度開始後の平成31
年４月からです。
４ 申請書類
　⑴申請書（平成31年４月以降市役所窓口に備
え付けるほか、日本年金機構のホームペー
ジからダウンロードもできる予定です）

　⑵添付書類
　　①出産前:母子手帳など出産の予定日を明ら

かにすることができるもの
　　②出産後：原則不要

手続き・問い合わせ　市市民窓口課 国保年金医療係（☎22‒7194）

　　　　　　

　オレオレ詐欺をはじめとする特殊
詐欺では、ＡＴＭからお金を振り込
ませる以外にもお金を騙し取る手口
があります。
　コンビニ決済や電子ギフトカード
で支払わせる手口にも注意してくだ
さい。不安なときは必ず家族や友人、
羽咋警察署（☎22-0110）に相談
しましょう。

　　　

～特殊詐欺、振り込ませない手口に注意！～

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 ハク太郎羽咋警察署・羽咋郡市防犯連合会からのお知らせ

次のようなことにもご注意
●宅配便やゆうパックなどで現金を送らない！
　宅配便やゆうパックなどで現金を送ることは、法律などで禁
止されているので、これらの方法でお金を送ってと言われたら、
100％詐欺です。

●知らない人にはお金を渡さない！
　会社の上司・同僚や弁護士などを名乗って、息子などの代理
でお金を取りに来たり、持って来させたりする手口があります。

ク太郎せ
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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）

　太極拳を習って、“体に効く”を
体感してみませんか！
日時　３月５日から４月２日までの
　　　毎週火曜日　19:30～21:00
場所　千里浜公民館
受講料　無料
（ただし、保険料・会場費として
500円を初日に集めます）
履き物　内履き（底の薄いもの）
申込締切　2月28日㈭
問・　　千里浜公民館(☎22-0148)

　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
信制の大学です。
　心理学・教育・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学期:４月入学）
第１回:２月28日㈭まで
第２回:３月17日㈪まで
　資料を無料で送付しますので、お
気軽に放送大学石川学習センター
（☎076-246-4029）にご請求く
ださい。
※放送大学ホームページでも出願を
受け付けています。

ふれあいコンサート‶2019”
日時　２月11日(月･祝）
　　　開演13:30（開場12:30）
場所　本多の森ホール(金沢市石引)
曲目　祝典行進曲、三つのジャポニ
スム、アイデア、伝説のご長寿番組
メドレー　ほかドリル演奏、カラー
ガード演技　など
入場料　無料
問　石川県警察本部
　　広報室
　　(☎076-225-0110)

日時　３月９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　加代子氏
申込期間　２月27日㈬～３月８日㈮
問・　　クリンクルはくい
　　　　（☎27-1153）

エコクッキング教室(第10回)

申

第28回石川県警察音楽隊
定期演奏会

「太極拳体験」５回講習会

広　告　欄

問・　　歴史民俗資料館
　　　　　　（☎22-5998）

①「はじめての古文書講座」
　初めて古文書に触れる人向けの講
座です。
開催日　２月10日㈰、17日㈰、
　　　　24日㈰
時間　いずれも10:00～11:30
講師　若狭　康子氏
②「やさしい古文書講座」　
　羽咋に伝わる古文書を読み解いて
いきます。
開催日　３月３日㈰、10日㈰、
　　　　17日㈰　　
時間　いずれも10:00～11:30
講師　中越　幸子氏
※①、②ともに定員20人、資料代
200円

日時　２月10日㈰
　　　 開演13:30 （開場13:00）
場所　コスモアイル羽咋
問　羽咋サウンドカンパニー
　　代表　坂室
　 （☎090-3762-8942）

申

歴史民俗資料館のイベント

羽咋サウンドカンパニー
チャリティー音楽祭

ニー

）

申

放送大学が４月生を募集
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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

　仕事などで平日に来庁できない人
や納付できない人のため、日曜日に
納税についての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　２月24日㈰ 8:30～12:00
場所　羽咋市役所税務課
問　市税務課・収納係(☎22‒1113)

納期限　２月28日㈭
市県民税　　　　随１期
固定資産税　　　　４期
国民健康保険税　　８期
※市税の納付は便利な口座振替で
問　市税務課・収納係
　　（☎22‒1113）　

日時　２月17日㈰ 13:30～15:30
場所　コスモアイル羽咋　
講師　金沢わくわく大楽塾塾長
　　　寺田　美穂氏
テーマ　笑い続けて人生幸せ
　　　　（笑う健康体操）
対象　どなたでも
※動きやすい服装でご参加ください。
参加費　無料
主催　市教育委員会
　　　市各種女性団体連絡協議会
問　市生涯学習課（☎22-9331）

対象　羽咋市民
日時　２月19日㈫
　　　３月11日㈪
　　　13:30～15:30
　　　 （一人30分まで）
※前日までに予約をお願いします。
場所　羽咋すこやかセンター　
内容　弁護士による個別相談
相談料　無料　　　
　・問　市健康福祉課・健康推進係
　　　　（☎22-1115）

広　告　欄

申

日曜納税相談・納付を受付

多重債務などに関する
無料法律相談を開催

～未来を育む発酵食～
　なぜ、今「発酵」が注目されてい
るのか？「発酵」と「腸内環境」の
関わりについて学び、自分の身体と
食生活を考えてみませんか？
日時　２月２日㈯ 14:00～15:30
場所　コスモアイル羽咋
対象　どなたでも
講師　小紺　有花氏（糀料理研究家）
問　市民活動支援センター
　　 （☎22-9979）

　10月から１月分の児童手当が２
月12日㈫に指定された金融機関口
座に振り込まれます。支払通知書は
送付しませんので、通帳の記帳でご
確認ください。児童一人当たりの月
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　市市民窓口課・国保年金医療係
　　（☎22-7194）

市民わくわくアカデミー

児童手当 ２月12日が支給日

平成30年度羽咋市女性学習会

5）

今月の納税

住宅用火災警報器
今すぐチェック

　住宅用火災警報器は、

10年を目安に､とりカエル！

　我が家と家族を

守る基本です。
問　羽咋消防署(☎22-0089)



18　広報はくい No.800 2019年２月

●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

譲ります
・ランドセル（黒）

譲ってください
・マッサージチェア　・唐箕（手動）
・デスクチェア（ひじ掛け付）

広　告　欄

■人口　21,699人(－31人)
　□男性　10,270人( －15人)
　□女性　11,429人( －16人)
■世帯数　8,550世帯(－11世帯)
＊平成31年１月１日現在
　(　)内は前月比
　※外国人住民を含む
【12月中の人口動態】
　□出生　　　     6人　
　□死亡　　　    31人
　□転入など　    35人
　□転出など　    41人

人口の動き

問・　　市商工観光課（☎22-1118）申

■市民リサイクル銀行２月分

問い合わせ・申込み　能登中部保健福祉センター健康推進課
　　　　　　　　　　（☎0767-53-2482）

問い合わせ　市生涯学習課・スポーツ推進係（☎22‒3312）

１　日時　２月19日㈫
　　　　　講演会　13:30～14:30
　　　　　交流会　14:30～15:30
２　場所　石川県能登中部保健福祉センター　
　　　　　（七尾市本府中町）
３　対象者　お酒の問題を抱える家族､お酒に依存傾向のある人の家族
　　　　　　アルコール依存症と診断された人の家族や支援者
４　講師　岡部診療所　精神保健福祉士　西念　奈津江氏
５　参加費　無料

　スポーツ安全保険は、スポーツ・文化・ボランティア活動などを行
う４人以上のグループを対象として、遠征時などの往復途上も含めた
活動中の傷害事故や賠償責任を負う事故を補償する保険です。
※４月１日以降の申し込みは、加入手続きの翌日から有効。

【加入区分・掛金】

アルコール関連問題家族教室・講演会

スポーツ安全保険に入りませんか

１　子ども（中学生以下）
　 ・団体活動全般
　　（団体活動のみ）  800円
　　（個人練習含む） 1,450円
２　大人（高校生以上）
　・文化活動など 800円
　・スポーツ活動・指導
　　65歳未満 1,850円
　　65歳以上 1,200円

３　全年齢
　・危険度の高いスポーツ活動
 11,000円
【対象となる事故】
　・グループ活動中の事故
　・往復途上の事故
受付期間　2019年３月１日～
　　　　　2020年３月30日
保険期間　2019年４月１日～
　　　　　2020年３月31日

す。
。 石川県内の最低賃金が改正

　石川県の地域別最低賃金が、平成
30年10月１日から、時間額806円
に改正されています。
　また､ 石川県内の特定(産業別)最
低賃金(一定の業種について適用さ
れる最低賃金)は、平成30年12月31
日から次のとおり改正されました。

主要な適用業種 時間額
機械器具製造業 900円
石川県自動車・同附属品製造業 900円
電気機械器具製造業 847円
百貨店、総合スーパー 840円

問　石川労働局労働基準部賃金室
　　（☎076-265-4425）
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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
道の駅のと千里浜　　　22-3891

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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グローバル化への対応が重要
　日本の社会が本格的な少子高
齢化時代を迎え、厳しい人口減
少社会に入ってきました。
　一方で、外国人就労者や観光
客は年々増えてきています。
　この背景には、国による積極
的な外国人の雇用と観光に対し
ての政策が功を奏しているもの
と考えられます。
　私も、北陸新幹線を利用して
東京に出張する機会が多いので
すが、その際、外国人利用者を
見掛ける機会が増えたと感じま
す。

　特に、皇居周辺を散策してい
る人たちは、ほとんどが外国人
で、時代の変化に驚いています。
　以前は、アジア系外国人が多
かったのですが、最近は、欧米
の人も増え、国際色豊かになり
ました。
　このグローバル化社会をチャ
ンスと捉え、本市の「千里浜な
ぎさドライブウェイ」をはじめ
とする自然資源や、「気多大社」
「妙成寺」「永光寺」などの魅力
ある文化遺産を生かした情報発
信を積極的に行っていくととも

に、国際化に順応した人材育成
に力を入れていくべきと考えて
います。
　近年は、時代の変化が激しい
だけに、大局的な視点から社会
を洞察する必要があると痛感し
ているところです。

 （１月４日）
羽咋市長　山辺芳宣

自動車の検査・登録申請は
　混雑する３月期を避けて、お早めに！

　毎年３月は、自動車の検査・登録が集中し窓口が大変混雑し
ます。
　継続検査（車検）は有効期間の満了する日の１カ月前から受
検できる制度を利用して、比較的空いている２月中旬までの受
検をお願いします。
　また、名義変更や廃車の手続きなどは、３月上旬までに完了
していただくよう、ご協力願います。
※石川運輸支局は、平成30年９月から｢金沢市直江東１丁目１
番｣（旧町名：金沢市直江町チ27街区２）に移転しました。

問い合わせ　北陸信越運輸局　石川運輸支局
　　（☎050-5540-2045）
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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10月生)
　２月26日㈫　13：00～13：30
●１歳６カ月児健診(平成29年７月生)
　２月７日㈭　12：45～13：15
●３歳児健診(平成27年９月生)
　２月６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　２月６日㈬
　午前10時30分～11時30分
　「親子で楽しむ絵本」
　講師：お話しボランティア
　　　　ぼちぼちいこか
☆育児相談　２月13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　２月20日㈬
　午前10時30分～11時30分

☆お楽しみデー　２月27日㈬
　午前10時30分～11時30分
　担当：とき保育園 

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。

と　き 内　　容 ところ
２月 １日㈮ 豆まきを一緒に楽しもう とき保育園

１日㈮ ふくは～うち　オニは～そと！ 羽咋白百合幼稚園
４日㈪ いっしょにあそぼう！ 邑知保育園
５日㈫ 雪あそびをしよう

✿大きくなったね(身体測定) こすもす保育園
７日㈭ 保育所のお友達と遊ぼう！ 千里浜保育所
８日㈮ パネルシアターをみよう 羽咋白百合幼稚園
12日㈫ ★離乳食を知ろう～食事相談～※要予約 10組 こすもす保育園
13日㈬ ひな飾りを作ろう 西北台保育所
15日㈮ ひな人形を作ろう とき保育園
　15日㈮ ダンスをたのしもう 羽咋白百合幼稚園
19日㈫ 風船であそぼう こすもす保育園
20日㈬ 風船で遊ぼう 西北台保育所
25日㈪ おひな様を作りましょう！ 邑知保育園
　26日㈫ ひな人形を作ろう こすもす保育園
　28日㈭ おひなさまを作ろう 千里浜保育所

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

 ２月  ★ ２日㈯　午後２ 時　　  おたのしみ会（豆まき・おはなし会）
 　　  　 ９日㈯　午後２ 時 バレンタインおやつ作り　定員：10人　参加費：200円
　　　　16日㈯　午後３ 時 お茶クラブ　
　　　　23日㈯　午後２ 時 ひなかざり作り　　　　　定員：10人　参加費：100円

こすもす保育園親子育児講座
 ２月12日㈫　午前10時～11時
 「離乳食を知ろう」～食事相談～
 ※要予約　10組
 講師：こすもす保育園　栄養士
 　　　西屋　美知代 さん
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新着図書のご案内

草々不一(朝井まかて)偽りの
ラストパス(生馬直樹)フーガ
はユーガ(伊坂幸太郎)くらま
し屋稼業(今村翔吾)犬も食わ
ない(尾崎世界観•千早茜)科警
研のホームズ(喜多喜久)雨上
がり月霞む夜(西條奈加)あな
たはここで、息ができるの?
(竹宮ゆゆこ)不意撃ち(辻原
登)救済(長岡弘樹)海とジイ
(藤岡陽子)野の春(宮本輝)い
つか深い穴に落ちるまで(山
野辺太郎)命の限り、笑って

生きたい(瀬戸内寂聴)猫がい
なけりゃ息もできない(村山
由佳)森には森の風が吹く(森
博嗣)共犯者(芝田暁)日本の祭
り解剖図鑑(久保田裕道)世界
史を変えた新素材(佐藤健太
郎)捨てないパン屋(田村陽至)
ケの美(佐藤卓)

少年少女のためのミステリー
超入門(芦辺拓)風と行く者 
守り人外伝(上橋菜穂子)ヴン
ダーカンマー(樫崎茜)学校へ
行こう(いとうひろし)おばあ
ちゃんのわすれもの(森山京)

あずき(荒井真紀)10歳の君に
贈る、心を強くする26の言
葉(岩村太郎)はじめての子ど
も手話(谷千春)だいこんさん
おふろにはいる(岡田よした
か)みずとはなんじゃ?(かこさ
とし)さぁ、てをだして(スギ
ヤマカナヨ)やまがあるいた
よ(長新太)なりたいのは(長田
真作)ごりらかあさん(のぶみ)
ゆき(はたこうしろう)さかな
ちゃん(平田昌広)あめだま(ペ
ク•ヒナ)ぼくのたび(みやこし
あきこ)鹿踊りのはじまり(宮
沢賢治)

■開館時間
　午前９時30分～午後６時
■２月の休館日
　 ５日㈫、12日㈫・
　19日㈫～26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 ・
キレイに写真を撮ろう 紙から伝える、伝わる気持ち

「可愛い写真の撮り方」
主婦の友社/出版

「ぼくはアフリカにすむキリンといいます」
岩佐めぐみ/著　高畠 純/絵 偕成社

　赤ちゃんやペット、公園などの身近
な光景にカメラのレンズを向けると、
いままで気づかなかった魅力が見えて
きます。この本には、カメラの機能や
基本的な操作方法から撮影テクニック
まで、分かりやすく解説してあります。

　ある日、アフリカに住むキリンが「地
平線の向こうにいる動物」宛てに手紙
を書きました。受け取ったのはペンギ
ン。お互いがどんな動物か知らないま
ま文通を続けるふたり。想像力を、フ
ル回転させて、ペンギンのマネをした
キリンは、どうしたでしょう？

可愛 真 撮 方」

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　２月２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　２月15日㈮
　　　午前11時～11時30分
場所　コスモアイル羽咋・和室

特別整理休館のお知らせ
２月19日㈫から26日㈫まで、蔵書
点検と整理のためお休みします。
ご不便をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いします。



22　広報はくい No.800 2019年２月

380

　　 　日本の文化について問われると、
私は、まず、神社と寺院が思い浮か
びます。
　羽咋市には、美しく、壮大な神社
と寺院が多くあります。シラサギが
たくさんいる羽咋神社。北には、歴
史豊かな気多大社。また、木々に囲
まれた、高い塔（五重塔）を保有す
る妙成寺。そして、東には、急な曲
がりくねった道を上った先に、永光
寺があります。そこでは、日常生活
の騒音を忘れさせてくれます。
　これらの場所は、過去への橋渡し
をしてくれる遺産であり、特別な場
所になります。
　これまでにも、東京や京都などの、
日本の混み合った神社や仏閣に行っ
たことがありますが、羽咋の神社・
仏閣を訪れると、普段の生活の喧騒
を忘れることができるので、美しく
平和的な日本（の文化）に心から感
謝することができます。

ふるさと羽咋への想いをつづる
　私は18年間、小学校、中学校、
高校と羽咋で育ちました。大学進学
とともに関西に住みはじめ、大学院
修了後も関西で就職し、羽咋を離れ
て早15年が過ぎましたが私のルー
ツは、羽咋の素晴らしい環境にある
と思っています。　
　幼少のころは、小学校に毎日20
分かけて通学しました。四季が感じ
られる眉丈山の花や鳥に囲まれ、か
けがえのない時期を過ごすことが
できました。中学、高校のころには、
まわりの人脈に恵まれました。羽咋
にはユニークでバイタリティのある
人が本当にいっぱいいて、自身の目

標を達成するために競い合える仲間、
いつも冗談を言い合える仲間など、
たくさんの友人ができたことを幸運
に思います。　
　大学で関西に住みはじめてからも、
毎週のように関西にいる羽咋の友人
と遊んだものです。
　私は社会人になってから、海外旅
行が趣味で世界を渡り歩くようにな
りました。欧米やアジアなどのさま
ざまな都市を見てきましたが、その
中で羽咋は非常に“戦略的なまち”
ということに気付かされました。そ
れは未確認飛行物体、ＵＦＯの存在
です。ＵＦＯによるまちおこしは、

羽咋を全国に名を知らしめる有効な
手段であったと思います。他府県出
身の方にも、「あのＵＦＯのまちの
出身なんや！」と驚かれます。オン
リーワンを目指す羽咋の先輩たちの
知恵や実行力は、目を見張るものが
あります。
　そして、私にとって羽咋で最も誇
れるところは千里浜です。沖縄など
のビーチに並んで、千里浜がトリッ
プアドバイザー2016のベストビー
チに選ばれたことは大変喜ばしいこ
とです。これからも世界中から多く
の人が訪れるまち“ふるさと羽咋”
に発展してほしいと願っています。

武田　彰史さん
         (33歳）
（千路町出身、
 大阪府三島郡島本町在住)

When someone asks me about 
Japanese‘culture’, some of the 
fi rst things I think of are shrines 
and temples. The area near 
Hakui is full of beautiful, majestic 
shrines and temples. There’s 
Hakui Shrine, home to many 
cranes. There is Keta Taisha to 
the north, rich in history. There 
is also Myojoji, with tall pagodas 
hidden in the trees. Then to the 
east, up a steep, winding road 
is Yokoji, high above the noise 
of daily life. I think that these 
places help to paint a picture 
of the past and make each area 
special. I have been to shrines 
and temples in more crowded 
places across Japan, such as in 
Tokyo and Kyoto, but when I 
go to Hakui’s, I can escape the 
hustle and bustle of life and 
truly appreciate a beautiful and 
peaceful Japan.

妙成寺の五重塔

日本の文化の象徴で
ある、神社・仏閣は、
壮大で美しいです。



No.800 2019年２月 広報はくい　23

それは食の魅力。羽咋の海の幸、
山の幸は、都内のものとは比較に
ならない鮮度とおいしさであるこ
とを痛感したそうです。
　また、仕事で体調を崩した際に
も「食生活を変えたことで症状は
かなり改善したので、食の重要性
についても再認識しました」と話
します。
　これらの経験がきっかけで、羽
咋に戻ってからは、“自身で食材を
確保できるようになりたい”と考
えるようになり、亡き祖母の土地
を活用して独学で農業に挑戦。こ
れまで培ってきたスキルを生かし、
個人でインターネットを介した情
報発信による仕事を行うかたわ
ら、野菜作りを始めました。さら
に、１年半ほど前からは、獣害で
あるイノシシの特産化を行うべく、
合同会社‶のとしし団"に勤務して、
イノシシの捕獲から解体までの業
務に従事。

　６年前に羽咋市にＵターンした
中村俊博さん（兵庫町）。以前は、
都内のＩＴ関連会社に５年ほど勤
務し、システムエンジニアなどの
仕事を行いながら、経営コンサル
タントとしての道を模索していま
した。
　しかし、仕事は多忙を極め、毎
日が残業で徹夜続き。「オーバー
ペースで体調を崩し、慢性的な疲
労状態に陥りました」と振り返り
ます。当時は、長女が生まれたば
かりで、仕事と育児を両立しなけ
ればならない悩みもありました。
　そんな折、東日本大震災が起こ
り、都内でも電車などの交通機関
は一時的にストップし、大都市
での生活に対して、その利便性や
安全面でも不安になった中村さん。
遂に、家族でふるさと羽咋に戻る
決断をしました。
　中村さんが‶羽咋に戻りたい"と
考えた理由は、もう一つあります。

　

　昔懐かしい養蚕農家の高窓と、
真っ白な漆

しっくい

喰壁の建物がひときわ
目を引く「工芸体験村土と火の里
公園」。鮎川の清流と御

み か ぼ

荷鉾山の
山すそに広がる美しい自然の中で、
専門家の指導のもと工芸体験を行
うことができます。
　この施設には、陶芸工房、染色
工房、ガラス工房の三つの体験工
房が設けられています。陶芸工房
では、手びねりや電動ろくろで湯
飲みや茶碗作り、ガラス工房では

吹きガラスでコップや花
瓶などを作る体験、染色
工房では板締めや絞りの

技法を使ってさまざまな模様を楽
しむ藍染め体験などが行えますが、
１月から新たな体験メニューとし
て、今年１年間だけ、季節の草木
を使った染色体験を始めました。
　１月は「福寿草」、２月は「ツ
バキ」、３月は「桜」と毎月季節
の花をモチーフにして、梨や桜、
クルミなど、その季節ごとに染め
る材料を替えながらエコバッグや
シルクストールを染めます。
　羽咋市の皆さん、オリジナル作

　今冬からは、邑知潟漁業協同組
合にも所属し、伝統の寒ブナ漁に
トライしています。「まだ、網を
投げる練習を始めたばかりですが、
今後どんな成果を上げることがで
きるか楽しみ」と、新たな挑戦に
前を見据えます。
　さまざまな食材を自身で調達で
きるようになってきた中村さん。
始めは手探りでしたが、現在では、
インターネットによる仕事と農業
や‶のとしし団"での仕事にかける
時間比率は、逆転したそうです。
　しかし、羽咋での新たな人生の
スタートに迷いはありません。「い
ろんな挑戦をしているので、失敗
はありますが、地域の人たちとの
つながりの大切さ、ありがたみが
すごく実感でき、都会では得られ
なかった生活がここにはあります」
と、充実した表情を見せてくれま
した。

都会では得られなかった生活を羽咋で

品を作ってみませんか。

中村　俊博さん
(33歳、兵庫町)

工芸体験村土と火の里公園
～季節の草木染体験～
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羽咋白百合幼稚園の園児が披露
　12月20日、羽咋白百合幼稚園の園児が羽咋病院でハ
ンドベル演奏を披露しました。
　赤いベレー帽に真っ白な衣装をまとって天使に扮した
年長児24人が“いつくしみ深き”など４曲を、ハンドベル
を使って奏でたほか、“すてきな冬景色”の曲に合わせて
元気いっぱいのダンスを披露。讃美歌“きよしこの夜”も
みんなで合唱し、病院ホールはクリスマスムード一色に。
　歌い終えた園児たちは、病院利用者の皆さんに、“め
りーくりすます”と手書きしたカードをプレゼントし、
クリスマスの訪れを告げました。

ハンドベルでクリスマスを告げる

クリスマスに合わせたハンドベル演奏を披露

酒井町の町民40人が楽しむ
　12月22日、酒井町会館で同町の老人クラブである“酒
井町げんき会”とこども会のメンバーら総勢40人が参加
してミニ門松作りが行われました。
　この取り組みは、町の高齢者と子どもたちの交流活動
の一環として毎年行われており、子どもたちは、げんき
会のメンバーからアドバイスを受けながら松やナンテン、
梅を自分好みに飾り付け、門松作りを楽しみました。
　完成品は、参加者が持ち帰り、お正月に合わせて各家
庭で飾られました。

ミニ門松作りで交流深める

ミニ門松作りを楽しむ子どもたち

サンタ宅配便に子どもたち笑顔
　12月24日のクリスマス・イブに羽咋市青年団協議会
のメンバーが、市内で子どものいる家庭に“サンタ宅配
便”と題したプレゼント配達を行いました。
　３年連続でプレゼントを配達してもらっている、土
橋町の中川瑛斗ちゃん(６歳)、玄士ちゃん(４歳)、穂乃
ちゃん(２歳)はサンタの訪問に満面の笑顔。プレゼント
を受け取ると、それぞれ大きな声で「ありがとう」と感
謝の気持ちを伝え、兄妹で喜びを分かち合いました。羽
咋市青年団協議会からの“メリークリスマス”。子どもた
ちにとって、うれしい聖夜の一時となったようです。

市青協から“メリークリスマス”

サンタからのプレゼントに喜ぶ子どもたち
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富永地区で左義長
　１月15日、高齢者向け住宅“みずほ”前広場（深江町）で、
富永公民館と富永地区まちづくり推進協議会による左義長
が行われました。
　瑞穂小児童や富永地区住民ら240人が見守る中、児童代
表６人が組まれたやぐらに点火すると、書き初めや地区か
ら集められたしめ飾りのほか、門松やお札などがあっとい
う間に燃え、竹のはじける「パーン」という甲高い音とと
もに空に舞い上がりました。児童を代表し、堀田こころさ
ん（６年）が「この炎のように温かく、悪いものを寄せ付
けない正しい心で一年を過ごしましょう」と呼び掛けまし
た。

瑞穂小児童、地域住民らが炎に願う

あっという間に燃え上がる炎

市内５文化財施設で防火訓練を実施
　１月19日、20日に市内５カ所の文化財施設（永光寺、
豊財院、妙成寺、気多大社、正覚院）で重要文化財防火
訓練が実施され、延焼を防ぐ想定で、羽咋消防署員や地
域の消防分団員、地元の自衛消防隊員が連携し、建造物
への一斉放水を行いました。
　訓練後、山辺市長が総括し、「羽咋市は、県内では金沢
市に次いで文化財が多い都市。これらの大切な文化財を
子々孫々に残すことが私たちの役目である」と述べ、文化
財を火災から守る決意を示しました。

重要文化財を火災から守る

一斉放水を行う羽咋消防署員と消防分団員（永光寺）

消防団員が勇ましく分列行進と一斉放水
　１月５日、羽咋すこやかセンターで“平成31年羽咋市
消防出初式”が行われ、消防団員、羽咋消防署員ほか関
係者200人が参加しました。式では、松生喜代志団長が
「地域住民の安全・安心のために団員一丸となって取り
組んでいく」と決意を述べ、山辺市長らが消防団員への
感謝と激励のあいさつを述べました。また、これまで功
績のあった消防団員らに表彰状が手渡されました。
　閉式後、羽咋体育館前で消防団員が勇ましく分列行進
と一斉放水を行い、今年の無火災を祈願しました。

防火への決意新たに

一斉放水で今年の無火災を祈願

妙成寺で新春恒例の寒水荒行
　１月１日と２日、日蓮宗の北陸本山・妙成寺(滝谷町)で
新春恒例となっている寒水荒行が行われ、僧侶が全身に冷
水を浴びて身を清め、参拝者の健康や平安を祈願しました。
　荒行は、両日ともそれぞれ２回ずつ本堂前で行われ、大
勢の初詣客が見守る中、白い下帯姿の５人の僧侶たちが
“水

すい

行
ぎょう

肝
かん

文
もん

”（お経）を唱えながら、桶に入った冷水を気合
い鋭く何度も頭上からかぶりました。
　圧巻の冷水浴びに、手を合わせて今年1年の幸せを祈願
する人の姿が多く見られました。

冷水浴びて、幸せ祈願

冷水を浴びて、平安を祈願する僧侶
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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

2/2 ㈯ 10:00～
11:00 わくわくおはなし会 図書館内 図書館

  5 ㈫ 14:30～ あそびの教室 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

  6 ㈬ 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

  7 ㈭ 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

  9 ㈯ 13:00～
16:00 ボランティア♥婚活in羽咋

羽咋すこやか
センター 社会福祉協議会

 10 ㈰ 8:50～ 第45回羽咋市子ども会卓球大会 羽咋体育館 生涯学習課

 13 ㈬ 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

 14 ㈭ 14:00～
15:30 栄養・運動教室

羽咋すこやか
センター 健康福祉課

 15 ㈮ 11:00～
11:30 よちよちおはなし会 コスモアイル羽咋 図書館

 16 ㈯ 13:30～ 羽咋市少年少女発明クラブ
工作実習「光を調べよう」 コスモアイル羽咋 生涯学習課

14:00～
15:40

映画上映会『ペンギンズfromマダガスカル
ザ･ムービー』（約92分） コスモアイル羽咋 図書館

 17 ㈰ 13:30～ 羽咋市女性学習会 コスモアイル羽咋 生涯学習課

 18 ㈪ 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

 19 ㈫ 13:30～
15:30 無料法律相談

羽咋すこやか
センター 健康福祉課

 20 ㈬ 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

13:30～
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

13:30～
16:00 総合相談（心配ごと相談、人権相談） 　 401(西)会議室 市民窓口課

 21 ㈭ 10:00～ 心のケアサポート 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

２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。

３日㈰
　松江産婦人科内科医院
　羽咋市島出町 ☎22-2479
　河崎医院（外科･胃腸科･内科)
　志賀町高浜町 ☎32-0019
　【小児】恵寿総合病院
　七尾市富岡町 ☎0767-52-3211

１０日㈰
　松江外科胃腸科医院
　羽咋市松ケ下町 ☎22-7888
　ひよりクリニック(内科・外科)
　志賀町富来地頭町 ☎42-2300
　【小児】公立能登総合病院
　七尾市藤橋町 ☎0767-52-6611

１１日(月･祝）
　疋島クリニック(外科･胃腸科･内科)
　羽咋市旭町 ☎22-1205
　志賀クリニック（内科）
　志賀町高浜町 ☎32-5307
　【小児】とどろき医院（小児科）
　羽咋市鶴多町 ☎22-7855

１７日㈰
　おおの整形外科クリニック
　羽咋市鶴多町 ☎22-8858
　岡田医院（内科）
　志賀町富来領家町 ☎42-1921
　【小児】公立能登総合病院
　七尾市藤橋町 ☎0767-52-6611

２４日㈰
　岩脇医院（耳鼻咽喉科）
　羽咋市的場町 ☎22-0131
　四蔵医院（内科）
　志賀町仏木 ☎37-1030
　【小児】さはらファミリークリニック
　七尾市石崎町 ☎0767-62-3765

市

市

市

図書館の映画上映会
日時　２月16日㈯　14:00～
内容　『ペンギンズfromマダガスカ

ル ザ･ムービー』（約92分）
場所　コスモアイル羽咋
入場料　無料　　申込み　不要
問　羽咋市立図書館(☎22-9777)
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日　時 行　事　名 場　所 担　当

 24 ㈰ 10:00～
15:00 金沢大学民事無料法律相談 羽咋公民館 市民窓口課

 26 ㈫ 13:00～ ４カ月児健診 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

 27 ㈬ 10:00～ すくすく相談 羽咋すこやか
センター 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

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「羽咋市青年団協議会結成60周年
記念事業“ここが舞台だ！夢会議”」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
のまりんの
紙芝居げきじょう

中能登町中能登町

野間成之先生の紙芝居ライブ、歌あり踊り
ありで親子で楽しめます！
日時　３月９日㈯　14:00～
場所　さくらドーム21　２階　視聴覚室
※申込不要
問　町立図書館（☎0767-29-8350）

日時　２月11日(月・祝）
　　　10:00～15:30
場所　石川県富来漁港（志賀町西海風戸）
内容　鮮魚販売、大漁鍋、炉端コーナー、
地元グルメ、島津悦子歌謡ショー、甘エビ・
かす漬けセットなどが当たるガラポンも開催
問　志賀町祭実行委員会事務局
　　（☎0767-32-1111）

大漁起舟祭

工事の発注状況
（予定価格：１千万円以上）12月分

◆市道邑知152号線橋梁拡幅工事（2,268万円、小倉建設㈱）
◆鶴多橋補修工事（その３）（2,182万円、小倉建設㈱）
＊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。

日時　２月16日㈯ 13:00～ ※入場無料～ ※入場無料
場所　ラピア鹿島　アイリスホール
内容　
・講演会「人生100年時代をどう生きる？」
　杉村 太蔵氏(タレント・元衆議院議員）
・体験コーナー：勾玉(まがたま)づくり、初心
　者向けの切り絵体験、ニュースポーツ など
・展示コーナー：社会教育団体の活動写真展示
問　生涯学習課（☎0767-76-1900）

第14回　生涯学習のつどい

七尾湾能登かき祭
特別イベント

羽咋市青年団協議会結成60周年記念事業
「ここが舞台だ！夢会議」

　結成60周年を記念し、式典、夢会議、交流会を開催します。
　夢会議では、市内外の青年団体による活動内容やまちづくりに
関するパネルディスカッション・グループディスカッションを行いま
す。
　どなたでもご参加お待ちしています！

１　日時　３月21日(木･祝)
　　・式典9：30～　・夢会議11：00～
　　・交流会18：30～
　　　※それぞれ、30分前から受け付けをします。
２　場所　コスモアイル羽咋　小ホール
　　　※交流会の会場は後日ご連絡いたします。
３　参加費　無料（弁当希望の人は500円）
４　申込締切　２月28日㈭

　　問・　　羽咋市青年団協議会（☎080-1954-7691）　
　　　　　Eメール　hakuishiseikyou@yahoo.co.jp
※できるだけメールでのご連絡をお願いします。
電話の場合は18時以降にお掛けください。

申

要申込

炭火焼きコーナーで新鮮なカキが楽しめる
ほか、各種カキ料理や特産品などを購入で
きます。
日時　２月23日㈯　10:00～16:00
　　　２月24日㈰　9:00～15:00
場所　能登演劇堂前特設会場（中島町中島）
問　能登鹿北商工会（☎0767-66-0001）
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神社のなかの寺院施設
気多の「神と仏」の世界

　気多大社の境内東側にある太
ふと

玉
たま

神
じんじゃ

社は、明治時代に
建てられたもので、江戸時代末期までは「講

こうどう

堂」「読
どっきょう

経
所
しょ

」「護
ご ま

摩堂
どう

」「鐘
しょうろう

楼」の寺院施設が置かれていました。
これらは、嘉

か

永
えい

６年（1853）の「一ノ宮同寺家村絵
図」という古絵図に描かれているほか、古くは享

きょう

禄
ろく

４
年（1531）の古文書「気

け

多
た

社
しゃ

祭
さい

儀
ぎ

録
ろく

」にも記載があり、
少なくとも戦国時代から幕末までは、気多の境内には
「神と仏」が同居し、神社と神宮寺が一体となった世界
が広がっていたことがわかります。
　明治初年の「神仏分離令」によって、これらの施設
は解体され、神と仏は分かれていきますが、読経所は
白瀬町の八幡神社の社殿として移築されました。現存
する白瀬八幡神社は、かつての気多の神仏習合の様子
を伝える貴重な建造物です。

建造物編

もとは気多の｢読経所｣であった
白瀬町の八幡神社
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編 集 後 記
■市内中学生の英検２級取得者と準２級取得者
への表彰式が初開催されました（５㌻）。今年度
の市内中学３年生の英検3級取得率にいたっては、
41.1%にもなります。山辺市長からの手紙（19
㌻）でもグローバル化への人材育成が必要だとあ
りますが、それが義務教育の段階でしっかりと行
われているのだと思います。私も２児の父ですの
で、そんな羽咋市の教育環境を、とてもうれしく
感じています。
■今月号で広報はくいが800号を迎えました。
記念すべき発刊になるので、当初、表紙の新成人
たちとともに、華やかにＰＲしようと考えていま
した。しかし、せっかくの成人の門出に水を差す
のではないかと思い、表紙のNO.800を少し大
きめに表記するだけとしました。今回が平成最後
の成人式。新成人の前途が幸多きものであること
を願っています。そして、自分の誕生日を自分で
祝うようですが、「広報はくい800号、万歳！」
 （見附）

三世代同居世帯の増築・リフォーム
住まいづくり奨励金　最大90万円

・高校生以下の子(妊娠中の子も含む)がいる三世代が同居する住宅の増築
　（10㎡以上)またはリフォーム費用の３分の１以内で最大50万円を補助
　します。
・三世代同居世帯の中に新婚の夫婦がいる場合は40万円を加算します。
・建て替え・新築の場合にも最大130万円の補助があります。

　※新たに三世代同居を始める世帯も対象です。
　※市の補助制度を受けたことがない住宅が対象です。
　※工事の前に申請が必要です（郵送可）。
　※予算がなくなり次第終了となります。
　※助成金は20万円までは、市内200カ所以上で使える地域商品券で支給します。

問い合わせ・申込み　市地域整備課　☎22-9645　E-mail　kensetsu@city.hakui.lg.jp
申請書は市ホームページからもダウンロードできます「羽咋市住まいづくり奨励金」

新婚世帯には新婚世帯には新婚世帯には
40万円加算40万円加算40万円加算

三世代同居世帯三世代同居世帯
増築・リフォーム増築・リフォーム
三世代同居世帯
増築・リフォーム
最大50万円

さらに


