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　平成30年度を羽咋創生における飛躍の年と位置づけ、「がんばる羽咋創生プログラム」に揚げた
重点施策を軸に飛躍へ向けた取組を積極的に推進してきました。歳出では、「若い世代への各段階
に応じた、きめ細やかな対策と切れ目のない支援の充実」と「地域商社機能の推進による、さらな
る地域経済循環システムの充実・強化」の２つを柱に積極的な取り組みを行いました。
　また歳入では、ふるさと納税の新規返礼品の拡充などを図った結果、寄付額は３億8,435万円と
なり、前年度比で１億1,605万円の増額となりました。
　この結果、平成30年度の一般会計の決算額は、歳入が111億9,235万円、歳出は111億343万
円となり、当該年度だけの実質的な収支を表す指標である「実質単年度収支」は、５億3,009万円
の黒字決算となりました。

歳入 111億9,235万円

歳出 111億343万円

①歳入 111億9,235万円
②歳出 111億   343万円
③形式収支（①―②） 8,892万円
④翌年度繰越事業財源 1,134万円
⑤実質収支（③―④） 7,758万円
⑥実質単年度収支 5億3,009万円

【用 語 解 説】
１　実質収支
　　当該年度の形式収支から、次年度へ繰り越す事業
に充てるための財源（使うことが決まっている財
源）を除いた収支を示す金額

２　単年度収支
　　１の｢当該年度の実質収支｣から｢前年度の実質収
支｣を差し引いたもので、当該年度だけの収支を
示す金額

３　実質単年度収支
　　２の｢単年度収支｣に実質的な黒字要素(借金の繰
上返済)を加え、実質的な赤字要素(貯金の取り崩
し)を差し引いた額で、当該年度の実質的な収支
を示す金額

４　歳入　市に入ってくる金額
５　歳出　市が使った金額
　　①人件費：市長や議会議員などの特別職を含む職

員の給料や退職金など
　　②扶助費：保育所の運営費、医療費助成金など
　　③公債費：市の長期の借金の返済金など
　　④物件費：公共施設の管理や機器の保守など
　　⑤維持補修費：道路など公共施設の維持補修経費
　　⑥補助費等：各種団体へ交付される補助金、負担

金など
　　⑦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
　　⑧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

平成30年度
一般会計決算

～羽咋創生の飛躍へ、
　　取組を積極的に推進～

市債
12億5,108万円
   (11.2%)

依存財源
66.2%

自主財源
33.8%

市税
27億4,198万円
(24.5%)

その他
10億4,862万円

(9.3%)

地方譲与税・交付金
6億1,479万円
(5.5%)

国県支出金
18億4,222万円
(16.5%)

地方交付税
36億9,366万円
(33.0%)

人件費
11億1,768万円
(10.1%)

扶助費
16億1,746万円
(14.6%)

繰出金
10億914万円
(9.1%)

普通建設事業費
13億5,146万円
(12.2%)

公債費
16億2,797万円
(14.7%)

物件費
13億3,427万円
(12.0%)

補助費等
22億3,619万円
(20.1%)

維持補修費
7,651万円
(0.7%)

災害復旧事業費
1億4,048万円
(1.3%)

義務的経費
39.4%

一般行政経費
　32.8%

投資的経費
13.5%

繰出金
9.1%

積立金・その他
5億9,227万円
(5.2%)

積立金・その他
5.2%
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３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

⑴子ども医療費の助成 …　6,823万円
⑵認定こども園・保育所の大規模改修
 …　8,224万円
⑶小中学校の防犯対策 …　1,025万円

｢がんばる羽咋創生プログラム｣に掲げる基本目標別の主な事業実績

１ 地域における安定した雇用を創出する
⑴自然栽培の普及・支援 …　6,628万円
⑵ジビエ活用の推進 …　3,124万円
⑶地域商社機能の推進 …　4,334万円
⑷企業誘致の推進 …　4,043万円

２ 地方への新しいひとの流れをつくる
⑴道の駅「のと千里浜」の推進
 …　1,239万円
⑵移住定住の推進 …　　894万円
⑶寺家遺跡の保存・整備 …　2,131万円

４ 時代にあった持続可能な地域をつくり、
地域と地域が連携する

⑴定住促進宅地の造成・整備
 …　6,440万円
⑵邑知公民館等の整備 … ２億8,180万円
⑶消防団ポンプ車の更新 …　3,507万円

市債の状況（借金） 基金の状況（貯金）
　大型事業の支払いをする時の借金を「市
債」といいます。市では、後年度に借金の返
済金の一部について、国からの補てんがある
有利な市債を活用しています。

　市は、将来の財源不足や緊急的支出に備え
るため、基金という形で貯金をしています。

他会計の決算状況

特別会計 歳入 歳出

国民健康保険 24億9,922万円 24億9,079万円

後期高齢者医療 3億6,688万円 3億6,666万円

介護保険 27億6,654万円 27億4,698万円

千里浜財産区 1,028万円 1,026万円

公営企業会計 収入 支出

水　　道
事業会計

収益的 6億2,991万円 5億5,034万円

資本的 5,422万円 2億4,091万円

下 水 道
事業会計

収益的 9億3,366万円 8億4,121万円

資本的 6億3,102万円 10億3,075万円

26年度

116

139

25

113

137

26

108

137

26

103

135

25

280億円 276億円 271億円 263億円

99

131

24

254億円

27年度 28年度 29年度 30年度 30年度

20

9

8

37億円

29年度

18

31億円

8

5

28年度

17

7

28億円

4

27年度

16

26億円

4
6

26年度0
5
10
15
20
25
30
35
40

3

14

2

19億円

(特別会計の基金を除く）
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問い合わせ　市企画財政課・財政係（☎22-7162）

－平成30年度決算に基づく健全化判断比率－

1　健全化判断比率

実質公債費比率、９年連続で改善実質公債費比率、９年連続で改善

　羽咋市の健全化判断比率などについては、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（３カ年平均）については９年連続で前年度を下回りました。
　市の重点施策を掲げた「がんばる羽咋創生プログラム」に基づき、羽咋創生の飛躍に向けた重点事業
を積極的に推進する一方で、繰上償還の実施などで市の借金残高を減らしてきたことが主な要因となっ
ています。

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30年度決
算では対象となる水道事業会計及び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。

指　標 羽咋市
平成30年度

早期健全化基準
（危険状態）

財政再生基準
（破たん状態）

実質赤字比率
（一般会計の年間収入に対する年間赤字額の割合）

－
(黒字のため) 14.16％ 20.0％

連結実質赤字比率
（一般会計、特別会計、企業会計を対象
とした実質赤字比率）

－
(黒字のため) 19.16％ 30.0％

実質公債費比率（３カ年平均）
（一般会計の年間収入に対する年間借金返済額の割合） 11.5％ 25.0％ 35.0％
将来負担比率
（一般会計の負債総額÷市の年間収入)×100 18.7％ 350.0％ ――

16.2%

13.7%

H26 H27 H30H29H28

実質公債費比率の推移

12.8%
11.6% 11.5%

102.3%

H26 H27 H30H29H28

将来負担比率の推移

72.3%
59.6%

36.2%
18.7%
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１　平成30年度羽咋市水道事業会計
　⑴ 収益的収支
　　　収入５億8,985万円に対して支出が５億1,726万円、差引で7,259万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5,422万円（国庫
補助金989万円など）に
対して支出が２億4,091
万円（建設改良費9,944
万円、企業債元金償還

　　１億4,147万円）、差引不
足額１億8,669万円は損
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
水道使用料 ４億9,722万円
長期前受金戻入 7,746万円
その他 1,517万円
収入合計 ５億8,985万円

支　出
科　　目 金　額
減価償却費 ２億4,715万円
資産減耗費 61万円
企業債利息 4,298万円
県水受水費 １億5,328万円
維持管理費 7,324万円
支出合計 ５億1,726万円
純利益 7,259万円

２　平成30年度羽咋市下水道事業会計
　⑴ 収益的収支
　　　収入９億1,409万円に対して支出が８億2,716万円、差引で8,693万円の純利益となりました。

　⑵ 資本的収支
　　　収入６億 3,102 万円
( 一般会計からの繰入

　　１億 4,462万円、資本費
平準化債３億 6,600 万
円など）に対して支出が
10 億 3,075 万円 ( 企業
債元金償還９億413万円
など）、差引不足額３億
9,973 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 ２億4,483万円
一般会計繰入金 ４億8,039万円
長期前受金戻入 １億8,321万円
その他 566万円
収入合計 ９億1,409万円

支　出
科　　目 金　額
減価償却費 ５億2,606万円
企業債利息 １億8,305万円
維持管理費 １億1,760万円
特別損失 45万円
支出合計 ８億2,716万円
純利益 8,693万円

平成30年度　羽咋市公営企業 決算状況のお知らせ平成30年度　羽咋市公営企業 決算状況のお知らせ

県水受水費

資産減耗費

減価償却費

純利益

企業債利息

維持管理費

水道使用料

長期前受金戻入

その他

（支出）（収入）

維持管理費

減価償却費

企業債利息

純利益

一般会計繰入金

長期前受金戻入

下水道使用料

特別損失その他

（支出）（収入）

※詳しい決算内容につい
ては、市ホームページ
で公表しています。
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令和元年 第３回

市 議 会
定 例 会

説明に立つ山辺市長

　令和元年第３回羽咋市議会定例会は、９月２日から19日まで開か
れ、市長提出議案11件、報告２件を上程し、審議されました。
　山辺市長は、９月２日の提案理由説明で、総合計画や行財政改革
大綱などの各種計画、駅周辺整備や国道の整備に向けた取組状況、
今後の展望などを報告しました。　
　主な内容は次のとおりです。

豚コレラへの対応
　県内では白山市で野生イノシシ
のウイルス感染が確認されており、
現在、防疫対策の徹底を図るため、
県が主体となって県全域で野生イ
ノシシのウイルス感染検査の調査
捕獲を行うとともに、経口ワクチ
ンの野外埋設を実施しています。
　本市を含む中能登地域の山間地
に９月中旬に経口ワクチンの埋設
が行われる予定です。
　今後も県と連携し、感染拡大の
防止対策を実施するとともに、ジ
ビエの安全確保に努めていきます。

総合計画策定に向けて
　これまで、平成23年に策定し
た第５次総合計画を、令和３年３
月までの10年にわたる行財政運
営の指針とし、まちづくりを推進
してきました。
　次期総合計画の策定に向け、去
る８月に市民2,000人を対象にア
ンケート調査を実施しました。
　今後、集計・分析作業を進め、
外部諮問機関の総合計画審議会を
立ち上げ、第６次総合計画の策定
に向けて取り組んでいきます。

羽咋創生の取組について
　本年度は第１期総合戦略の最終
年度、「羽咋創生」の総仕上げの
年であり、去る７月10日と８月
22日に羽咋市まち・ひと・しご
と創生総合戦略会議を開催し、第
１期総合戦略に掲げる数値目標の
状況と具体的な施策の効果検証・
評価を行いました。
　評価結果については、全101施
策のうち９割程度が「取組内容の
深化・発展」または「取組内容の
継続」であり、概ね順調に羽咋創
生が進んでいます。
　今後、近年の人口動態の状況や
将来推計を分析するとともに、第
１期の総合戦略の効果検証を行い、
国の動向も踏まえながら、羽咋創
生の充実・強化に向け、第２期総
合戦略を策定します。

行財政改革大綱について
　行財政改革の取り組みとして、
地方創生の推進、企業誘致・起業
家支援による地域経済活性化、子
育て支援策などの市民サービス向
上、ふるさと納税などの収入確保、
職員定数および組織機構の見直し
や財政の健全化などさまざまな事
業に積極的に取り組んできました。
　今年度は、第６次行財政改革大

綱の最終年度であるため、第７次
行財政改革大綱策定に向けて、去
る６月24日に副市長を本部長とす
る全庁的な組織として「行財政改
革推進本部」を立ち上げました。
　また、有識者、公募委員などで
組織する「市民行財政改革委員会」
を設置し、７月23日に第１回の委
員会を開催したところです。
　今後は、推進本部会議や市民
行財政改革委員会での議論を基に、
今年度末までに第７次行財政改革
大綱および行動計画を策定します。

羽咋駅周辺整備の状況
　駅周辺整備を具体化するため、
今年度、羽咋駅周辺整備基本計
画策定委員会を立ち上げ、旧マル
シェ用地を､（仮称）駅周辺賑わ
い交流拠点とし、都市防災に向け
た広場機能、多世代が集える交流
機能および商業機能などの複合施
設の検討を行なっています。さら
に、事業の効果や効率化の推進を
図るため、官民連携の活用につい
て８月28日に開催された「いしか
わPPP/PFI地域プラットフォー
ム」において提案のあった、民間
視点による意見などを基本計画に
反映していきます。
　羽咋駅周辺の活性化と賑わい創
出を図るため、羽咋駅周辺整備基
本計画の今年度末策定を目指すと
ともに、事業手法についても官民
連携に向けて取り組んでいきます。
このほか、旧マルシェ用地を有効
活用するため、旧店舗の解体設計
および北側にある空き家２棟の解
体を進めていきます。

国道159号（羽咋道路）
の整備状況
　スピーディーに事業を推進する
ため、市土地開発公社が用地を先
行取得することについて、昨年度
から国土交通省と協議してきまし
た。このたび、正式に事業を進め
る協議が整ったため、市土地開発
公社において、今年度中に深江町
から石野町までの用地を取得して
いきます。
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【上程された主な議案】
〈市長提出分〉
◆令和元年度羽咋市一般会計補正予算
(第２号)

◆羽咋市会計年度任用職員の給与及び費
用弁償に関する条例の制定

◆羽咋市特定教育・保育施設及び特定地
域型保育事業の利用者負担等に関す
る条例の一部改正について

※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３回羽咋市議会定例会

若年層の結婚・子育て支援
　縁結び支援事業については、昨
年度人気の高かった「赤ちゃん婚
活イベント事業」や「体験型婚活
イベント事業」を引き続き実施し
ます。また、今年度は新たに、会
話を盛り上げる会話術や好感度
の上がるメール・LINEなどのコ
ミュニケーション力の向上などを
目的とした「縁つなぎスキルアッ
プセミナー」を開催します。
　さらに、婚活支援イベント後の
フォローアップとして、カップル
不成立となった参加者には、結婚
相談員からの個別支援を充実させ
るとともに、カップル成立者でつ
くる「おひとり様OB会」を設け
て、結婚を希望する男女への助言
者として協力していただく予定で
す。
　次に、子育て支援事業について
は、本年10月から、幼稚園、保育
所、認定こども園などに通う３歳
から５歳全児の保育料が無償化さ
れます。
　なお、副食費について、国は保
育料の無償化から除くとしていま
すが、本市は、子育て支援の充実
を図るため、３歳から５歳全児に
対する副食費を本年10月から全額
無償化します。

地域包括ケアの推進援
　「地域で支えあうまちづくり」
を考える懇談会を、今年度新たに
鹿島路地区と神子原地区で実施し
ました。昨年度発足した３地区に
加えて、今後も順次、公民館単位
の「第２層生活支援協議体」を立
ち上げていくこととしております。
なお、先行実施している３つの第
２層生活支援協議体の状況ですが、
高齢者の困りごとの把握や情報収
集をしながら話し合いを重ね、地
域内の助け合い活動の方法や手段
などについて検討されています。
　市としては、各地区の第２層生
活支援協議体に対し、継続した支
援を行うとともに、市全体の第１
層生活支援協議体において、多種
多様な団体などの参画をいただき

ながら、高齢者の生活課題につい
て検討し、地域包括ケアシステム
の推進に努めます。

市内企業の事業拡大
　寺家工業団地内にあるEIZOエ
ムエス㈱は、高品質で信頼性が求
められる医療用と産業用モニター
の将来の需要増加を見据え、新工
場棟の建設と機械設備の増設を表
明されました。
　投資額は約26億円で、地元雇用
を含め20人の新規雇用が予定さ
れており、働く場や定住人口の確
保につながる明るいニュースです。

プレミアム付商品券
　10月１日からの消費税率等の引
き上げに伴い、消費に与える影響
を緩和し、地域における消費を喚
起・下支えする目的で、国の制度
による「プレミアム付商品券」事
業が実施されます。
　この事業では、３歳半までの子
どものいる世帯や住民税非課税の
方を対象に、25㌫のプレミアム
が付いた商品券を商工会で販売し、
市内の取扱店で使用していただく
こととしております。
　購入対象となる人には、９月下
旬以降順次購入引換券を発送する
予定です。
　また、この消費税対策のプレミ
アム付商品券とは別に、例年、商
工会が発行するUFO商品券に対
し、プレミアム分を市が補助して
販売しており、今年度は９月21日
に販売しました。

㈱日本旅行との包括連携
協定について
　協定をもとに、同社の国内旅行
向けブランドである「赤い風船」
のパンフレットに、本市の特集
ページが掲載されることとなりま
した。市内の名所を巡る日帰りの
観光タクシープランをはじめ、本
市の特徴的な観光ＰＲが紹介され
ます。
　また、今後も峨山道トレイルラ
ンの参加と送迎時の観光をパッ
ケージにしたツアーや体験型の婚
活イベント、移住・定住に向けた
大都市圏でのフェア開催なども計
画しています。

中学生の国際交流に向け
ての事前視察
　令和２年度に実施予定の中学
生の国際交流に係る調整のため、
８月22日から27日までの６日間、
八島教育長と竹内羽咋中学校校長
の２人が、シアトルへ事前視察に
行ってきました。
　現地では、日本領事館と本市出
身の方のお力添えをいただき、安
全に安心して中学生を派遣でき
るよう、現地での視察・交流先や
ホームステイ先との調整、環境確
認を行ってまいりました。
　来年度には、中学生を先進的な
海外都市へ派遣し、現地の人々と
交流することにより、英語能力の
向上と国際感覚を持った人材の育
成を図ることとしています。
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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
●３歳児健診(平成28年５月生)
　10月２日㈬　12：45～
●１歳６カ月児健診(平成30年３月生)
　10月３日㈭　12：45～
●４カ月児健診(令和元年６月生)
　10月29日㈫　13：00～

※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

☆育児相談　10月９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。

☆お誕生会　10月16日㈬
　午前10時30分～11時30分

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

10月 １日㈫ てくてくおさんぽ！秋見つけ こすもす保育園
４日㈮ 乳幼児の食事について(栄養士相談) とき保育園
７日㈪ ミニミニ運動会ごっこ 邑知保育園
８日㈫ 秋のほっこり工作 こすもす保育園
９日㈬ 運動会ごっこをしよう 西北台保育所

　９日㈬ ～スポーツフェスティバル～ 羽咋幼稚園
10日㈭ 運動会ごっこ 千里浜保育所
11日㈮ ハロウィングッズを作ろう とき保育園

　15日㈫ 人形劇だ！全員集合！ 羽咋幼稚園
　羽咋おはなしの会の方が来てくれます。

15日㈫ ★３Ｂ体操　要予約20組 こすもす保育園
23日㈬ 戸外で遊ぼう 西北台保育所

　23日㈬ 秋みっけ！おさんぽにいこう！ 羽咋幼稚園
24日㈭ ハロウィンを楽しもう！ 千里浜保育所
28日㈪ いっしょにあそぼう！　 邑知保育園
28日㈪ ★ハロウィンパーティーを楽しもう 羽咋幼稚園

　　仮装してきてね☆
29日㈫ カボチャのチャチャチャ！ 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　平日：午後１時～６時　土曜日：午前10時～午後６時

お　  休 　 み　毎週日曜日、祝日
毎 週 火 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 水 曜 日　午後４時　　　 ★かんたん工作教室
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  ★ ６日㈰　午前10 時　　福祉まつり（場所：羽咋体育館２階）
　　　★12日㈯　午後２時 レクリエーション
　　　★19日㈯　午後２時 グラウンドゴルフクラブ
　　　　19日㈯　午後３時 お茶クラブ　講師 辻森 正美さん
　　　　26日㈯　　　　　　　　  ハロウィンデイ

こすもす保育園親子育児講座
10月15日㈫　午前10時～11時
「３Ｂ体操」   ※要予約20組

講師：渡辺　久枝 さん

※羽咋白百合幼稚園の子育てふれあい広場は、
　園舎改修工事のため８月～11月の期間お休みします。

羽咋幼稚園
10月28日㈪

「ハロウィンパーティーを楽しもう」 
☆仮装してきてね☆ ※10月から外壁などの改修工事を予定しておりますので、行事が中止になる

　場合があります｡事業開催については､児童センターにお問い合わせください。
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新着図書のご案内

クジラアタマの王様(伊坂幸
太郎)剣樹抄(冲方丁)夏物語
(川上未映子)へぼ侍(坂上泉)
スズメの事ム所(朱川湊人)お
願いおむらいす(中澤日菜子)
密室を開ける手(藤本ひとみ)
自由思考(中村文則)妄想国語

辞典(野澤幸司)千霊一霊物語
(アレクサンドル•デュマ)三体
(劉慈欣)ブッダの小ばなし(釈
徹宗)世界史とつなげて学ぶ
中国全史(岡本隆司)ふたりの
怪物(大下英治)小学校の英語
(永井淳子)ぼくはイエローで
ホワイトで、ちょっとブルー
(ブレディみかこ)

プログラミングガールズ!(ス
テイシア•ドイツ)ぼくは気の
小さいサメ次郎といいます
(岩佐めぐみ)野うさぎレスト
ランへようこそ(小手鞠るい)
魔女の子ども(ケリー•バーン
ヒル)となりはリュウくん(松

井ラフ)月のかたち(藤井旭)走
れ!メープル(菅聖子)わけあっ
て絶滅しました。続(丸山貴
史)ガールズクラフトBOOK
(はっとりみどり)旅するこど
もの韓国語(コンデックス情
報研究所)このほんよんでく
れ!(ベネディクト•カルボネ
リ)

■開館時間
　午前９時30分～午後６時

■10月の休館日
１日㈫・８日㈫・15日㈫・23日㈬
29日㈫
＊休館日は毎週火曜日です。
(火曜日が祝祭日の場合はその翌日です)

■連絡先　☎22-9777

・ 今月の本棚 ・ ・ 子どもの本棚 ・
トレーニングの本 すてきな音楽

「定年後が180度変わる大人の運動」
中野ジェームズ修一/著　徳間書店

「ぴあのうさぎ」
あきやまただし/作・絵 　金の星社

　医者から運動をすすめられたが、「何
をどれだけやればいいのか分からない」
「もう歳だから」という理由であきらめ
るのはもったいないと中野さん。自分
に適した筋トレやストレッチを行うと、
必ず効果が出るそうです。そうするこ
とで楽しく運動が続けられます。

　ぴあのうさぎちゃんは、とってもピ
アノが上手です。おでかけしながら、
見つけたものを歌にします。お空がとっ
てもきれいなら、「♪そ～ら～そ～ら～」
とピアノをひきながら歌います。「どれ
み」がおもしろく変身する絵本です。

が 度変 大人 「ぴ う ぎ」

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５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　10月28日㈪
　　　午前11時～11時30分
場所　コスモアイル羽咋・和室

【読み聞かせボランティアステップアップ講座】
日時　10月４日㈮　午後２時～４時
場所　コスモアイル羽咋　研修室　※要申込
対象　読み聞かせボランティアの方、関心のある方
講師　坂下智婦美 氏（科学読物研究会所属）

【おはなし会（語り）】
日時　10月26日㈯　午後２時～３時
場所　コスモアイル羽咋・茶室
対象　幼児～大人
語り手　「語りの会・はくい」のみなさん
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自然あふれる羽咋
　大阪から引っ越してきて、保育園
から高校を卒業するまでを羽咋で過
ごしました。大学へ通っていた時期
は羽咋を離れましたが、石川県での
教員採用試験合格を目指し、再び羽
咋へ戻りました。講師として、いく
つかの学校を経験する中で、自分の
先生だった人と共に働くという貴重
な機会にも恵まれました。
　採用試験五年目にして他県を受験
したところ新潟県での採用が決まり、
教員生活をスタートしました。その
当時は「いつか石川県で合格して、
地元で教員をしたい」と思っていま
したが、今や結婚して家も建てたの
で、すっかり新潟の人です。

　今は、長岡市で中学校の教員をし
ています。授業だけでなく、部活動
など多忙な職業ではありますが、子
どもたちの成長を間近で見られるこ
とは幸せなことだと思っています。
また、子どもたちとの関わりの中で
自分自身も磨かれているように感じ
ています。
　今でもお盆と正月には羽咋に帰っ
ています。私は羽咋の自然が豊かな
ところが好きです。小学校までの道
で、いろいろな虫を捕まえたり、邑
知潟で釣りをしたりしたことはとて
も楽しい思い出として残っています。
だから、羽咋へ帰ってくると草木や
川のせせらぎが優しく「おかえり」

と迎え入れてくれているように感じ
ます。
　最近は、新潟の自宅の前に小さな
畑を作ったり、花を植えたりして、
娘にも自然の良さを伝えようとして
います。ですが、残念ながら娘は虫
が嫌いです。
　豊かな自然は簡単に作り出すこと
はできません。
　羽咋がこれからも自然豊かな地で
優しさに包まれる場所であってほし
いと願っています。

西口　忠弘 さん(42歳）

（千路町出身
　新潟県長岡市在住)

Hi everyone! How are you? Fall 
has come and with the hills 
become a beautiful painting as 
red and gold shine in the sunlight. 
It’s colder than summer, but it’s 
very nice to not be sweating from 
the heat and humidity. I still have 
not gotten used to it. 

October is also the time for
Halloween. Do you like Halloween?
 I used to not care for it, but as I 
have gotten older I have to come 
really like it. I enjoy seeing all 
the many costumes that people 
make and wear. I think this year 
I might be a skeleton, but I 
haven’t decided yet. I also like 
being able to eat chocolate so 
it’s perfect for me! 
I hope you have a good month 
and enjoy this wonderful time of 
year.

　皆さん、こんにちは！お元気です
か？
　秋が来て、太陽に照らされた丘が
赤や金色に輝き、美しい絵のように
なります。夏に比べて寒くなりまし
たが、暑さと湿気で汗をかかずに済
むので快適です。私はまだまだ日本
の気温と湿度に慣れていません。

　10月はハロウィンの時期でもあり
ます。ハロウィンは好きですか？私
はこれまであまり気にしていません
でしたが、年をとったので、私は本
当に好きにならなければなりません。
私は、人々がいろいろな衣装を作っ
たり着たりするのを見て楽しんでい
ます。私は今年、ガイコツになろう
かと思っていますが、まだ決めてい
ません。私も好きなチョコレートを
食べることができるので、私にぴっ
たりなイベントです！
　みなさんが、良い日々を過ごし、
この素晴らしい季節を楽しめること
を祈っています。

羽咋小から届いた紙製のカボチャ
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　８月の羽咋まつりやはくい花火
大会では、スーパーボールすくい
などの屋台を出店し、子どもたち
に楽しんでもらうために汗だくで
奮闘しています。
　12月24日のクリスマスイブの夜
には毎年、団員がサンタクロース
に扮し、プレゼントを子どもたち
の家に届ける“サンタ宅配便”を
実施。例年行っている交流事業は、
その年によって内容が変わります。
昨年度は氷見市や中能登町と協力
して、誰でもできる簡単なレクリ
エーション“ゆるスポーツ”を開催。
婚活イベントやバーベキューを行
った年もありました。今年度は、“福
井交流合宿”として、団員の一人
がいる福井県の青年団体の事業を
ともに体験する交流を予定してい
るとのことです。県外で若者が行
っているまちづくりを学び、羽咋
で生かそうという試みです。
　そのほかにも、全国各地にある
青年団のネットワークを生かし、

　羽咋市青年団協議会（市青協）は、
「羽咋が好き」「羽咋をどうにかし
たい」「羽咋で何かしたい」「友だ
ちや仲間がほしい」「何か楽しくや
りたい」という若者が集まり、地
域社会活動を行っている社会教育
団体です。学校を卒業し、社会人
として羽ばたこうとしている若者
たちが、職場や家庭だけでは得ら
れないような知識や経験を得るこ
とで、地域社会に役立つ大人に成
長するための場です。10代～40
代の若者で構成され、市内のみな
らず、市外・県外にも団員がいます。
　昨年度、市制施行60周年と同じ
年に、市青協も結成60周年を迎え
ました。３月の記念式典や記念事
業は、公益社団法人羽咋青年会議
所や羽咋市商工会青年部など近隣
の青年団体の協力もあり盛大に開
催され、地域の未来について考え
るパネルディスカッションやグル
ープディスカッションが行われま
した。

　

　相撲の始祖とされる野
の み の す く ね

見宿禰を
祭神とする土師神社。その境内に
は上

こ う ず け め い せ き ず し

野名蹟図誌で日本三辻のひと
つに数えられる「土師の辻」と呼
ばれる土俵があり、江戸時代には
出世力士がこの土師の辻で相撲を
披露したと伝えられています。
　昭和61年３月３日に姉妹都市
提携を結び、今日まで文化・経済・
スポーツなど幅広い分野で交流を
続ける羽咋市と藤岡市。
　きっかけとなったのは羽咋市の

唐戸山と土師神社にそれ
ぞれ日本三辻があったこ
とでした。

　この土師神社の秋の例大祭では
獅子舞・花馬・流鏑馬が奉納され、
この伝統行事を見ようと多くの人
が土師神社に訪れます。中でも流
鏑馬は武者姿の射手が参道に設け
られた馬場を疾走する馬の上で弓
を引くもので、迫力があり人気を
集めています。
　羽咋市とも縁の深い土師神社で
迫力ある流鏑馬をぜひご覧くださ
い。

全国各地の研修や事業に参加して
います。平和研修では、戦争遺跡
のある都道府県を訪れ、平和の大
切さを現場で学んでいます。また、
全国青年問題研究集会では、全国
の青年団体が集い、活動するうえ
での悩みなどについて話し合い、
解決策を探っています。
　「『田舎は何もなくてつまらない』
と言って都会に出て行く若者が多
いけれど、つまらないなら、自分
たちでおもしろくすればいい」「田
舎には、それが可能な伸びしろも
あるし、周囲の人の理解もある。
ひとりじゃできない、やり方がわ
からないと言う前に、私たちと一
緒に何かをやってみよう」と団員
は語ってくれました。
　今年の市青協のスローガンは「常
識を超えよう」だそうです。みな
さんも、自分の常識や枠を超えて、
市青協のみなさんと一緒に新た
なことに挑戦してみてはいかがで
しょうか？

若い力を地域のために

土
ど し

師神社秋の例大祭
～獅子舞･花馬･流

や ぶ さ め

鏑馬を奉納～

羽咋市青年団協議会の皆さん

土師神社秋の例大祭：10月20日㈰

興味のある人は、
hakuishiseikyou@yahoo.co.jpへメール

または
LINE ID:hakuishiseikyouへ
お問い合わせください！
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家庭でガソリン(混合油)や灯油を保管されている人も多いと思います。
危険物の保管方法を今一度見直し、火災を防ぎましょう。

【お問い合わせ先】　羽咋消防署　予防係　TEL 22-0089　FAX 22-5319

羽咋消防署からのお知らせ
危険物の火災を防ごう！！

　ガスこんろは日常生活には欠かせないものですが、住宅火災の出火原因の上位を占め
ており、そのほとんどが使用者の不注意により発生しています。
　こんろ火災を防ぐため、以下のことに気を付けましょう。

ガスこんろ火災にご注意を！！

　また、ＬＰガスは空気より重く、空気と2.2～9.5％の割合で混ざり、ちょっとした
火花で引火爆発します。ガスホースの点検や、ホースとこんろの接続確認も忘れないで
ください。

・調理中は、その場を離れない
・こんろの周りに燃えやすいものを置かない
・こんろは常に掃除しておく

金属製の金属製の
携行缶携行缶

色つき色つき
ポリタンクポリタンク

無色の無色の
ポリタンクポリタンク

ガソリン・軽油・灯油 灯油

保管できます 保管できません

　また、去る７月18日、京都市伏見区の京都アニメー
ションにおいて極めて重大な人的被害を伴う火災が発生
しました。この火災は、ガソリンをまいて放火したもの
と見られていることから、総務省消防庁から通知がなさ
れ、ガソリンを容器で購入する際、「身分証提示のお願い」
や「使用目的の確認」などを行う場合があります。
　悲惨な事故・事件防止のため、ご理解とご協力をよろ
しくお願いします。
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広　告　欄

　　　　　　

　10月11日㈮から20日㈰まで、
「全国地域安全運動」を実施します。
　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・安心なまちづくりに
取り組みます。

　　　

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

～令和元年全国地域安全運動～
羽咋警察署、羽咋郡市防犯協会連合会からのお知らせ

市学校給食共同調理場が最優秀賞
　８月２日に、県立金沢西高校で開催された第58回石川県学校給食調理コンクールで、羽咋市学校給
食共同調理場が最優秀賞に輝きました。
　同コンクールは、学校給食の食事内容の充実向上と多様化及び調理技術の高度化を図るために、毎年
行われているものです。コンクールは、栄養教諭が考えた地域色豊かな献立を調理する自由献立の部と、
当日示された料理を調理する課題献立の部に分かれており、同調理場は日ごろの給食調理で身につけた
技術を生かし、自由献立の部において最優秀賞に選ばれました。

問い合わせ　市学校教育課（☎22-7131）

コンクールに出場した皆さん 最優秀賞を受賞した献立

・こんかいわしと夏野菜のピラフ
・能登豚の塩糀焼き
・金糸瓜ところ柿の甘酢サラダ
・磯の香ミルクスープ
・羽咋ぶどう

１　地域全体で子どもの安全を守りましょう！
　声掛けやつきまといなど、子どもや女性が被害者となる犯罪
に注意しましょう。不審者や不審車両を見かけたら警察へ速
やかにご連絡ください。
２　鍵をかけましょう！
　平成30年中、住宅侵入盗13件・自動車盗１件が発生し、い
ずれも無施錠での被害でした。鍵かけは防犯の基本です。必
ず鍵をかけましょう。
３　特殊詐欺等にご注意ください！
　実在する宅配業者を装ったショートメッセージサービス（Ｓ
ＭＳ）に注意しましょう。心当たりの無いＳＭＳは、開かな
いようにしましょう。
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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）

　太極拳で楽しいときをすごしま
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14日(月･祝） 9:00～12:00
場所　千里浜公民館ホール　
持ち物　底の薄い上履き、お茶か水
参加料　無料
主催　羽咋市太極拳協会　　　
問・　　千里浜公民館(☎22-0148)

　余喜地区の総合文化祭です。
　ステージ、テント村や食堂などを
お楽しみください。
日時　10月20日㈰ 9:00～15:00
場所　余喜小学校
問　余喜公民館（☎26-0254）

募集科名　普通課程 生産設備保全科
　　　　　　　　　 自動車整備科
応募資格　高等学校以上の卒業見込み
の人、または卒業者（概ね35歳以下）
訓練期間　
生産設備保全科　１年間（令和２年
４月７日～令和３年３月15日）
自動車整備科　２年間（令和２年４
月７日～令和４年３月15日）
応募期間　10月１日㈫～10月31日㈭
応募方法など、詳しくは県立七尾産業
技術専門校(☎0767-52-3159)まで。

　奈良時代の天平20年、大伴家持
が訪れ『万葉集』にも記される能登
一宮気多大社では、古式の特殊神事
を含め、一年を通じて多種多様な祭
祀が行われています。
　写真家渋谷利雄氏が長年にわたり
撮影してきた、これらの貴重な写真
を中心に、気多神社文書や寺家遺跡
出土品などを展示し、「気多の神ま
つり」の歴史を紹介します。
会期　10月1日㈫～11月10日㈰
時間　９時～17時(入館は16時半まで)
問　歴史民俗資料館(☎22-5998)

　市内外の福祉団体が一堂に会し、
ステージ、活動紹介、体験、遊び、
おいしい食べ物ありと、子どもから
高齢者まで楽しめる企画満載です。
日時　10月６日㈰
　①羽咋市社会福祉大会　9:15～
　②はくい福祉まつり　 10:00～
会場　羽咋体育館・羽咋すこやかセ
　　　ンターおよびその周辺
問　羽咋市社会福祉協議会
　　（☎22-6231）

広　告　欄

日時　10月５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　９月25日㈬～10月４日㈮

日時　10月12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　 10月２日㈬～11日㈮

エコクッキング教室

クリンクルはくい教室案内
（☎27-1153）

古着のリフォーム教室

申

はくい太極拳交流会歴史民俗資料館 企画展
「気多の神々」

第62回羽咋市社会福祉大会
第27回はくい福祉まつり

第25回余喜ふれあい祭り

七尾産業技術専門学校
訓練生募集



No.808 2019年10月 広報はくい　15

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

広　告　欄

木梨・米田法律事務所
〒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　米 田 弘 幸

　相続や遺言、契約、会社設立、各
種許可申請の手続きなど、さまざま
な相談についてお答えします。
１　電話による無料相談会
　日時　10月４日㈮～６日㈰
　　　　10:00～16:00
　電話　☎076-268-9110
2　面談による無料相談会
　日時　10月６日㈰ 10:00～16:00
　場所　アル・プラザ鹿島
　　　　１階中央イベント広場
問　石川県行政書士会
　　 （☎076-268-9555）

　総務省では、国民の皆さまから国
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）
市の行政相談委員
　田嶋学さん（柳田町）と萬澤民子
さん（千里浜町）が行政相談を毎月
第３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。
問　市市民窓口課（☎22-5940）

行政書士　無料相談会

10月７日～13日は
行政相談週間

　６月から９月分の児童手当が10月11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】
①３歳未満（一律）  ・・・・・15,000円
②３歳～小学生・・・・・・・10,000円（第３子以降は15,000円）
③中学生（一律）   ・・・・・・10,000円
【所得制限以上の人】
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）

児童手当の支給日は10月11日

　石川労働局における「雇用保険被保険者資格取得届の電子申請率の推
移」をみると、平成28年度では全体の28％であったのが、令和元年７
月には44.8％になっており、年々増加しています。
　また、「資本金等が１億円を超える事業主」については2020年４月
から「電子申請が義務化」となる予定です。
　電子申請の利用を考えてみませんか？

ハローワーク羽咋からのお知らせ
事業主の皆様へ　～雇用保険の届け出は「電子申請」で！～

「雇用保険電子申請アドバイザー」がサポートします。
　ハローワーク金沢には雇用保険電子申請アドバイザーが設置されており、
県内の事業所への訪問説明・相談も行っています。事業所への訪問を希望
する場合には、石川労働局電子申請事務センターへお問い合わせください。
≪石川労働局電子申請事務センター≫
　金沢市西念3丁目4番地１　　電話（☎076-265-4421）
　◎開庁時間８:30～17:15　　　◎休日　土・日・祝・年末年始

問　ハローワーク羽咋（☎22-1241）

メリット①・・・24時間365日いつでも申請が可能
　インターネットに接続できるパソコンがあればＯＫ！そのうえ、窓
口での提出のような待ち時間がありません。

メリット②・・・時間とコストをかけずに申請できます
　ハローワークに来所いただく手間も書類を郵送する費用もかかりません。
メリット③・・・個人情報の持ち運びが不要！
　紙の書類で届出する場合に比べて、マイナンバーなどの個人情報漏
えいのリスクが低減されます。
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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　21,470人(－22人)
　□男性　10,170人(－３人)
　□女性　11,300人(－19人)
■世帯数　8,549世帯(－４世帯)
＊令和元年９月１日現在
　(　)内は前月比
　※外国人住民を含む
【８月中の人口動態】
　□出生　　　    13人　
　□死亡　　　    22人
　□転入など　    33人
　□転出など　    46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10月分
譲ります

・ドッグルームサークル
・ベビーふとんセット
  (マット、ふとん、まくら、カバー)

石川県最低賃金832円
　10月２日から石川県最低賃金が時間額832円に改正されます。
　この最低賃金は、パートタイマー・アルバイトなど雇用形態を問わず、
石川県内で働く全ての労働者に適用されます。使用者は、これより低い
賃金で労働者を雇用することはできません。　
　なお、産業によっては、これより金額の高い特定（産業別）最低賃金
が適用されますので、ご注意ください。
　詳細は、石川労働局(☎076-265-4425)、または最寄りの労働基準
監督署にお尋ねください。

今月の納税
納期限　10月31日㈭
市県民税　　３期
国民健康保険税　　４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）

　住民の声（回収率91%のアンケート結果）を生かした地域づくりを、
講師と一緒に“本気”で考えるために開催します。

日時　10月12日㈯ 13:00～16:30　参加費　500円(資料代､ お茶代など)
会場　コスモアイル羽咋　ロトンダ　  対象者　地域づくりに関心がある人

＊＊プログラム＊＊
第１部　羽咋市の支えあう地域づくりの状況
第２部　講演　テーマ：持続可能な地域づくりが進化(深化)するために
　　　　　　　講師：川北秀人さん(人と組織と地球のための国際研究所代表)
第３部　意見・情報交換会　　自分が住む町のこれからを考える
　　　　じっくりと情報や意見を交換し、さらに講師を交えて考えます。
　・問　10月７日㈪までにお申し込みください。
主催　学び合い「５色の絵の具」　（☎090-1638-8837(定免)）
共催　羽咋市社会福祉協議会（☎22-6231）、市地域包括ケア推進室（☎22-0202）

～自分が住む地域(町)のこれからを考えるための～
学習会 兼 意見・情報交換会

10月から、税務署での面接相談は事前予約が必要になります
　国税に関する一般的なご相談は｢電話相談センター｣をご利用ください。
　｢電話相談センター｣では、税務に精通した国税局の職員がお答えします。
　具体的に書類や事実関係を確認する必要がある相談などで、職員との
面接を希望される人は、税務署に電話で相談日時を予約してください。
※確定申告期など（１月～３月）の所得税等申告相談は事前予約不要
問　七尾税務署（☎0767-52-3381(代表)）
　　音声案内「１」で「電話相談センター」、
　　音声案内「２」で「税務署での面接相談」につながります。

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
はくい市観光協会　　　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
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か
ら
の
手
紙

今後も全力で!
　３期目の市長の任期も、早い
もので３か年が経過しようと
しています。改めて市政全般を
眺めると、やるべき課題が山積
しておりますが、これまで同様、
下記の３項目を重点的に推進し
ていきたいと思っております。
　まず１点目は、第６次羽咋
市総合計画（令和３年～12年）、
第7次行財政改革大綱（５か
年）、第２期がんばる羽咋創生
総合戦略など、各種計画の策定
です。
　２点目は、社会資本の整備

促進です。国道159号（羽咋道
路）、国道415号（羽咋バイパ
ス）、県道若部千里浜インター
線などの整備促進、千里浜海岸
の養浜事業、羽咋駅周辺整備事
業（駅周辺賑

にぎ

わい交流拠点）な
どであります。
　３点目は、羽咋郡市広域圏の
事業として、新斎場の建設と
新ごみ処理施設の基本計画策定、
事業の推進などです。
　いずれの計画や事業とも、羽
咋市の発展や活性化に欠かせな
い重点施策です。

　今後とも、住民の安全安心と
福祉の向上に向け、全力で取り
組んでまいりますので、市民の
皆さまのあたたかいご支援とご
協力をお願いします。
 （９月２日）

羽咋市長　山辺芳宣
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問い合わせ・申請先　市地域整備課・都市計画係（☎22-9645）

 ブロック塀は安全ですか？　今すぐ点検を行いましょう！

　

問い合わせ　市環境安全課・環境資源係（☎22-7137）

　10月１日から消費税率が10％になりますが、羽咋市指定ごみ袋の価格は、変更ありません。
　今後もごみの減量にご協力をお願いします。

市指定ごみ袋の価格は、消費税率改正後も変わりません

ごみ袋のサイズ 大（45㍑） 中（20㍑） 小（10㍑） 事業用（45㍑）
価格(10枚１パック） 500円 300円 200円 1,200円

　

問い合わせ　市地域整備課・上下水道係（☎22-7133）

　ご家庭で使用している水道メーターは、計量法に基づき８年間で取り替える必要があります。
　10月中旬に取り替えを実施しますので、ご協力をお願いします。
■作業内容
　メーターの取り替えは、市からの委託業者が各家庭へお伺いして実施します。取り替え作業中は、
10分程度水道が使えなくなります。取り替え後、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。取り替え費用は必要ありません。
■対象町
　本町、鹿島路町、大町、金丸出町、下曽祢町、滝谷町、太田町、神子原町、千石町、菅池町

10月中旬に水道メーターを取り替えます

①まずはブロック塀などの点検をしてください

参
考

１．塀の高さは2.2m以下ですか？
２．塀の厚さは10cm以上ですか？
３．控え壁はありますか？（高さ1.2m超の場合）
４．コンクリートの基礎はありますか？
５．塀に傾き、ひび割れはありませんか？
　　　・塀に鉄筋は入っていますか？
　　　・基礎の根入れは30cm以上ですか？

②危険なブロック塀などを撤去する場合の補助制度があります
対象　コンクリートブロック造または石造などの
　　　塀と門柱で、次の条件をすべて満たすもの
　　　・市道などの道路に面しているもの
　　　・基準に適合していないものまたは
　　　　著しい傾き、亀裂のあるもの

助成額
　１㎡当たり4,000円以内で最大10万円

※助成金を受ける場合は事前に申請が必要です。
※令和２年度までの補助事業です。

最大10万円助成

鉄筋
ひび割れ

高さ

控え壁

根入れ

厚さ

危険なブロック塀などは、地震時に倒壊し、人に危害を加える可能性があります
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問い合わせ　市地域整備課・上下水道係（☎22-7133）

　10月から消費税の税率が８％から10％へ引き上げられることに伴い、上下水道料金を改定します。
　※10月に請求させていただく料金は、９月に使用した分であることから、８％で算出した額になり
ます。
　※10％の料金は、10月に使用した分から該当となりますので、11月請求分からとなります。

１．水道料金（消費税等含む）

上下水道料金改定のお知らせ

口径 水量

現行（８％） 改定後（10％）

基本料金
（１ヶ月）
（円）

超過料金

（円/㎥）

基本料金
（１ヶ月）
（円）

超過料金

（円/㎥）

　１３ｍｍ

１０㎥まで

1,857.60 197.64 1,892.00 201.30

　２０ｍｍ 1,857.60
219.24

1,892.00
223.30

　２５ｍｍ 1,879.20 1,914.00

　３０ｍｍ

３０㎥まで

5,551.20

251.64

5,654.00

256.30
　４０ｍｍ 5,572.80 5,676.00

　５０ｍｍ 6,350.40 6,468.00

　７５ｍｍ ４０㎥まで 8,370.00 8,525.00

１００ｍｍ ５０㎥まで 10,486.80 262.44 10,681.00 267.30

２．下水道使用料（消費税等含む）

水量

現行（８％） 改定後（10％）

基本料金
（１ヶ月）
（円）

超過料金

（円/㎥）

基本料金
（１ヶ月）
（円）

超過料金

（円/㎥）

１０㎥まで
1,620.00 178.20 1,650.00 181.50

1,080.00 174.96 1,100.00 178.20
※下段は合併浄化槽の使用料金です。

３．計算例（口径13ｍｍ 使用水量20㎥ 下水道接続の場合）

項目 水道料金 下水道使用料 合計

基本水量 10㎥ 10㎥ ―

基本料金（A) 1,892円 1,650円 ―

超過料金（B)
（201.3円×10㎥）

2,013円
（181.5円×10㎥）

1,815円
―

メーター使用料（C) 66円 ― ―

計（A+B+C) 3,971円 3,465円 7,436円
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　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、効果が現れるまでに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。
※持病をお持ちで、主治医またはかかりつけ医以外の医療機関での接種を希望する人は、必ず主治医ま
たはかかりつけ医に接種をしてもよいか確認してください。確認していない場合は、病状などがわか
らず接種をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。

　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のサポートをしています。
　健診結果を改善したい人、運動習慣を身につけたい人はぜひお申込みください。

～発症予防に早めの接種を～インフルエンザ予防接種

10～11月 栄養・運動教室のご案内

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）

１　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級相当の人）

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

１　65歳以上で市内の医療機関で接種を希望する人は、直接、医療機関を
　　受診し、接種を受けてください。（各医療機関の窓口に接種券があります）
　　※必ず健康保険証を提示してください。
２　次の人は、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）

⑴ 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

⑵ 市外の医療機関で接種を希望する人
⑶ 生活保護世帯の人（無料の接種券を発行します）

２　こどもインフルエンザ予防接種
対象者と
接種回数

接種当日の年齢が
生後６カ月～13歳未満は２回、13歳以上～中学３年生は１回

予防接種期間 10月１日㈫～12月28日㈯
自己負担額 医療機関が設定する接種費用から助成額1,500円を差し引いた額
予防接種券の
発行

接種を希望する人には、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）

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）

開催日　10月９日㈬、11月20日㈬　　
時　間　14:00～15:30（受付：13:30～）
会　場　羽咋すこやかセンター３階ホール
参加費　１回100円（参加費の他に、運動グッズ

代が必要になる場合があります）
講　師　健康運動指導士　元橋美津子氏
持ち物　参加費、飲み物、タオル、マット（お持

ちの方はご持参ください）　
　　　　運動しやすい服装でお越しください。

内　容　①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
　　　　②身体をほぐす運動
　　　　③音楽に合わせて楽しく有酸素運動
　　　　④筋肉づくりの運動
※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。
※現在治療中の方は主治医に相談のうえ、お申込
みください。
申込締切　開催日の前日
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　ウイルス性肝炎（B型・C型）に関する講演会と個別相談会を開催します。気軽にご参加ください。
日時　11月８日㈮　９:45～（受付９:15～）
場所　石川県能登中部保健福祉センター　２階ふれあいルーム
内容　初回精密検査費用、定期検査費用助成の紹介（９:45～10:00）
　　　講演会（10:00～11:00）
　　　　「知っておきたい肝臓のはなしウイルス性肝炎の治療について～（仮題）」
講師　恵寿総合病院　内科科長　宮森弘年 先生
個別相談　11:00～12:00 （要予約、先着受付）
　※希望者には、医師による個別相談を行います。
　※検査データやお薬手帳などをお持ちの人はご持参ください。

肝臓に関する講演会

問い合わせ　石川県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・申込み　　(公財)いしかわ結婚・子育て支援財団　いしかわ結婚支援センター
　　　　　　　　　　　　　　〒920-8201　金沢市鞍月東2-1
  　　　　　　　　　　　　　 (☎076‒255‒1535、ファクス 076‒225‒1544）

　県と(公財)いしかわ結婚・子育て支援財団では、親御さんのための結婚応援セミナーを開催し、併せ
て親同士や“縁結びist”に気軽に相談できる「良縁カフェ」を開催します。

「我が子の幸せを願う親御さんのための
結婚応援セミナー」、「良縁カフェ」開催

参加者
募集

日時　11月９日㈯　13:30～16:30
　　　（受付13:00～）
場所　ＪＡ志賀本店　大会議室（志賀町末吉）
対象　独身の子を持つ親やそのご家族
参加費　無料
定員　40人

内容　第１部　我が子の幸せを願う親御さんのための
　　　　　　　結婚応援セミナー
　　　　　　　講師　大橋清朗氏
　　　　　　　　　　（NPO法人花婿学校代表）
　　　第２部　良縁カフェ（お悩み相談会）

　　

　保育士資格をお持ちで、今後保育士・保育教諭として復帰を希望する人を対象に、復帰への不安解消
と再就職への後押しをする研修会を開催します。

保育現場就職支援研修

問い合わせ・申込み　石川県福祉の仕事マッチングサポートセンター（☎076-234-1151）

日時　10月16日㈬　10:30～16:00
場所　金沢市教育プラザ富樫　３号館２階
　　　（金沢市富樫３丁目10-1）
対象者　保育士資格を有しており、
　　　　以下のいずれかに該当する人
　⑴保育の現場へ就職・再就職を希望する人
　⑵保育所などに再就職して間もない人
　　（現場復帰概ね１年以内）

定員　15人
内容　講義「保育情勢と子育て支援新制度の内容について」
　　　講義「乳幼児の栄養と食事について」
　　　実技「楽しみながら子どもの感性や意欲を育てる遊び」
　　　説明・相談「福祉の仕事マッチングサポートセンターの説明・
　　　　　　　　　 保育現場就職等についての相談」
申込方法　ホームページをご覧いただくか、
　　　　　下記へお問い合わせください。
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　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。

１ 持ち物
　⑴特定健診を受ける人…①「国民健康保険証｣、②「特定健診受診券」または、｢未受診者健診のご
　　　　　　　　　　　　案内｣(９月末に郵送)、③「質問票｣（②に同封）　
　⑵がん検診を受ける人…①「がん検診等受診券」のハガキ(５月に郵送)、②受診料金

２ 医療機関健診　健診の期間や受診できる健診の種類は医療機関で異なります。

市民健診のご案内 ～まだ健診を受けていない方へ～

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）
市市民窓口課・国保年金医療係（☎22-7194） 　　　　　

日　程 医療機関名 受診できる健診の種類 受診料金

10月 １日㈫～
10月31日㈭

※休診日を除く

保志場内科クリニック

１　特定健診
２　大腸がん検診
３　節目年齢検診
　⑴ 胃ペプシノゲン検査
　⑵ 前立腺がん検診

羽咋市国保加入者は無料
400円

200円
500円

10月 １日㈫～
11月30日㈯

※休診日を除く

いがわ内科クリニック １　特定健診
２　大腸がん検診
３　節目年齢検診
　⑴ 胃ペプシノゲン検査
　⑵ 前立腺がん検診
　

羽咋市国保加入者は無料
400円

200円
500円

羽咋診療所
疋島クリニック
前川医院
松柳医院

松江産婦人科内科医院 １　特定健診
２　子宮がん検診

羽咋市国保加入者は無料
800円

11月 １日㈮～
11月30日㈯

※休診日を除く

いけの整形外科 １　特定健診
２　大腸がん検診
３　節目年齢検診
　⑴ 胃ペプシノゲン検査
　⑵ 前立腺がん検診

羽咋市国保加入者は無料
400円

200円
500円

平場内科クリニック

松江外科胃腸科医院

３ 集団健診
日　時 受付時間 場　所 健診種類 受診料金

10月27日㈰ 8:00～10:00 羽咋すこやかセンター
３階　ホール

１　特定健診
２　がん検診
　⑴ 肺がん
　⑵ 胃バリウム
　⑶ 大腸がん
　⑷ 乳がん
　⑸ 子宮がん※
３　節目年齢検診
　⑴ 胃ペプシノゲン検査

羽咋市国保加入者は無料

100円
800円
400円
700円
800円

200円

10月28日㈪

8:30～10:00 羽咋すこやかセンター
３階　ホール

１　特定健診
２　がん検診
　⑴ 肺がん
　⑵ 胃バリウム
　⑶ 大腸がん
　⑷ 乳がん
３　節目年齢検診
　⑴ 胃ペプシノゲン検査

羽咋市国保加入者は無料

100円
800円
400円
700円

200円

13:00～14:00 羽咋すこやかセンター
１階　にこにこ広場

１　がん検診
　⑴ 乳がん
　⑵ 子宮がん※

700円
800円

※子宮がん検診の診察開始は、午前は９:00から、午後は13:30からです。
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『給付金専用ダイヤル』　☎0570‒05‒4092（ナビダイヤル）

年金生活者支援給付金制度がはじまります　10月１
日から

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援
するために、年金に上乗せして支給されるものです。
　受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは日本年金機構（年金事務所）が実施し
ます。

１　対象となる人
　（1）基礎年金を受給している人（以下の要件をすべて満たす人）
　　　　①65歳以上である
　　　　②世帯全員が市町村民税非課税となっている
　　　　③年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
　（2）障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人（以下の要件を満たす人）
　　　　前年の所得額が約462万円以下である

２　請求手続き
　（1）平成31年４月１日以前から年金を受給している人
　　　　対象となる人には、日本年金機構から請求手続きのご案内が９月上旬から順次届きます
　　　　同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）を記入し提出してください
　（2）平成31年４月２日以降に年金を受給しはじめた人
　　　　年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください

３　日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
　日本年金機構や厚生労働省から、口座番号を聞いたり、手数料などの金銭を求めたりすることはあり
ません。

　年金生活者支援給付金の請求でお困りになったときには、お電話ください。

　

問い合わせ　市市民窓口課・国保年金医療係（☎22-7194）

　令和元年10月から「子ども医療費受給資格者証」と「健康保険証」を提示すると、柔道整復師によ
る施術も窓口無料化の対象となります。
　ただし、石川県柔道整復師会会員施術所のみが対象となりますので、対象外の施術所で施術を受けた
場合や、はり・きゅう、県外の医療機関の受診などについては、従来どおり申請による助成となります。
（窓口無料化に対応しているかは事前に施術所へご確認ください）
　また、学校・保育所等でのケガや疾病であって、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付
の対象となる治療は、従来どおり子ども医療費助成の対象となりません。

子ども医療費助成の窓口無料化対象を拡大します
～柔道整復師（接骨院・整骨院）による療養費も対象に～
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問い合わせ　市健康福祉課・子育て支援係（☎22-1114）

令和元年10月１日から
３歳から５歳までの保育所(園)､幼稚園､認定こども園などを

利用する子どもたちの利用料が無償化されます

保育所(園)､幼稚園､認定こども園などを利用する子どもたち

【対象者・利用料】
　○　保育所(園)､幼稚園､認定こども園などを利用する３歳から
　　５歳までの全ての子どもたちの保育料が無償化されます。

●　無償化の期間は、満３歳になった後の４月１日から小学校入学前まで
の３年間です。

　　（注）幼稚園については、年度途中であっても、満３歳になった翌月分から無償化
　　　　  となります。

●　通園バス費、保護者会費などは、これまでどおり保護者の負担になり
ます。

●　市外等の子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園について
は、無償化となるための認定や、市町によって手続きが必要な場合があ
りますので、健康福祉課までご確認ください。

幼児教育・保育の無償化　お問い合わせ窓口

ナビダイヤル0570-010-223
IP電話等からのお問い合わせ先03-6746-5516
受付時間：平日9時～18時（土・日・祝除く）
※電話番号はお間違えのないようにお願いします。

国の無償化特設ページが公開されております。

　詳しくは、https://www.youhomushouka.go.jp/ 
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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

保育所・保育園・認定こども園
令和２年度の入所申込を受け付けます

　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、
入園を希望する施設へ提出してください。　

１ 申込期間　10月１日㈫～12日㈯
２ 入所基準　保護者や同居の親族が仕事や病気などで、乳幼児を保育できない場合

保育所(園)名 所在地 電話番号 入所(園)対象年齢 開所(園)時間
粟ノ保保育所 兵庫町 22-1510

生後６ヵ月～ 平　日７:30～18:00
土曜日７:30～13:00余喜保育所 大町 26-0290

西北台保育所 一ノ宮町 22-1559 生後４ヵ月～

平日・土曜日
７:00～19:00

こすもす保育園 東的場町 22-8181

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

土曜日７:30～15:30

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

７:30～18:30

３ 延長保育のご案内

４ 休日保育(保育料は日額1,500円)のご案内
　こすもす保育園・とき保育園・邑知保育園・千里浜保育所・ゆりかご保育園
５ 病後児一時保育(保育所入所児は無料､ 未入所児は有料)のご案内
　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）
６ 給食について
　３歳児以上は主食(米飯)を持参してください。
　(こすもす保育園、とき保育園、千里浜保育所、羽咋白百合幼稚園、羽咋幼稚園は完全給食)
７ 利用者負担額(０～２歳児の保育料)　
　入所児童の父母の平成31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。
　※３～５歳児は、利用者負担額と副食費が無料となります。

　（1）「保育標準時間」認定（11時間）の人：18：00～19：00　　  300円／１回
　（2）「保育短時間」認定（８時間）の人　 ：  7：00～  8：00　　 100円／１回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16：00～17：00　　100円／１回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17：00～18：00　　100円／１回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18：00～19：00　　300円／１回
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　　いつまでも元気で過ごせるように、通いの場に参加してみませんか？

家族介護者教室を開催

　市内各地には通いの場があります。体操を中心にしているところ、談話を楽しんでいるところ、頭の
体操や趣味のほか簡単な工作をしているところなど、それぞれに工夫して取り組まれています。
　参加を希望される人は、市地域包括ケア推進室までお問い合わせください。

　加齢に伴い筋力が衰え、疲れやすくなり家に閉じ
こもりがちになるなど、健常から要介護へ移行する
中間の段階を“フレイル”と言います。
　フレイルについて興味がある人を対象に、家族介
護者教室を開催しますので、ぜひご参加ください。

＜住民主体の介護予防活動を紹介します＞
【東川原はつらつクラブ】
　毎週月曜日　13:30～15:30　東川原町会館
　開始時間になると、理学療法士考案の替え歌をみんなで歌う発
声練習から始まります。その後は介護予防サポーターが、はつら
つ体操や椅子に座ってできる体操、脳トレなど毎回違うメニュー
を工夫し、楽しいお話も交えながら進めていきます。訪問した日
はとても暑い日でしたが、元気に参加できるよう参加者同士声を
掛け合っているとのことでした。参加者のみなさんは「はつらつ
体操は負担なく体を動かしながらみんなと楽しく過ごせる」「み
んなと一緒だから体を動かすことができる」「肩が楽に動かせる
ようになった」とお話ししてくれました。

【東部いきいき体操教室】
　毎週水曜日　13:30～15:30 
　第１・３水曜日は邑知ふれあいセンターで、第２・４水曜日は
余喜公民館で実施しています。
　市が実施する体操教室は平成29年度で終了しましたが、参加
者からの希望により、「東部いきいき体操教室」として昨年から
余喜地区と邑知地区の会場で交互に始めました。指導員の派遣や
送迎などは羽咋診療所や友の会の支援を受け、はつらつ体操やボ
ール体操、タオル体操、歌などメニューは豊富です。リハビリ専
門職による指導の日もあり、参加者の一人は以前より元気になっ
たと話していました。

～あなたの地域でも通いの場を作りませんか。ご相談に乗ります～
市地域包括ケア推進室　羽咋市役所１階８番窓口（平日８時30分～17時15分）（☎22-0202）

問い合わせ　公立羽咋病院 地域包括医療推進委員会（☎22-1220）

日時　10月16日㈬　14:00～15:00
場所　公立羽咋病院　２階講義室
テーマ　フレイルって何？
　　　　（フレイルチェックの体験）
講師　金沢市フレイルサポーター養成講座講師
　　　山岸　元　氏

フレイル

　

介護状態になると
回復が難しい
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千里浜町宇賀町会に
寄りあい処“わらく”が誕生
　８月８日、千里浜会館で新たな住民の集まりの場
として、寄りあい処“わらく”が誕生し、31人が
参加しました。
　千里浜地区生活支援協議体“スマイル千

せん

里
り

”では、
地区住民が少しでも長く住み慣れた地域で暮らせる
まちづくりに向けて月1回定例会を開催し助け合い
活動の協議をしています。その中から立ち上がった
のが宇賀町会の寄りあい処“わらく”です。宮本隆
宇賀町会長のあいさつから始まり、“わらく”のテ
ーマソングをみんなで歌いました。リフレッシュタ
イムでは体操・脳トレ・ゲームなどを行い、ゲーム
では男性の参加者も真剣に取り組み、笑いもあり和
気あいあいと楽しまれていました。
　毎週木曜日午前10時から開催されており、第３
木曜日は地域サロン“ゆったり千里浜”の活動と合
同で行われています。

問い合わせ　市社会福祉協議会（☎22-6231）

　

問い合わせ・申込み　市地域包括ケア推進室（☎22-0202）

　認知症は誰にでも起こりうる脳の病気です。認
知症について正しく理解し、見守り、声を掛け合
うことで、認知症の人や家族が抱えている不安、
困難を減らすことができます。一緒に考え、でき
ることから始めませんか？
日時　10月11日㈮　13:30～15:00
場所　コスモアイル羽咋　研修室
内容　認知症の正しい理解と接し方の講話
対象　どなたでも参加できます
申込締切　10月７日㈪

認知症サポーターになりませんか？

　認知症サポーターを対象に、接し方実践講座を
開催します。模擬体験を通して、認知症の人への
接し方を学んでみませんか？
日時　10月31日㈭　13:30～15:30
場所　コスモアイル羽咋　研修室
内容　接し方のポイント説明、模擬体験
対象　認知症サポーター
　　　（認知症サポーター養成講座修了者）
定員　20名程度
申込締切　10月25日㈮

認知症サポーター
養成講座

認知症サポーター
スキルアップ講座
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　８月20日から22日にかけて、羽咋市役所で、“わく・
ワーク体験”と題した職場体験の受け入れを行いました。
体験を受けたのは赤井希咲果さん、島谷聖菜さん、石山
日菜佳さん、金井椎愛さん（全員羽咋中２年）の４人。
　４人は、羽咋市の人口推計や地方創生の取組について
学んだ後、羽咋市の課題を整理し、解決策を考えました。
さらに最終日には、「10年後、私たちが住みたい羽咋市」
と題し、人を呼び込むために自分たちが考えた企画を市
職員の前でプレゼンテーション。４人は、「観光スポッ
トをPRする」「就職先を増やす」「イベントを増やす」な
どの提案を行いました。

羽咋中２年生が市役所で‶わく・ワーク"体験

プレゼンテーションを行う４人の生徒

　８月23日、国際交流イベント“JAPAN TENT”に参
加する留学生が、邑知中生徒と交流しました。
　会場となった邑知中学校では、台湾やスペイン、ベト
ナムなどからの留学生８人が、邑知中学校の紹介や弓道、
うちわ作りなどを体験しました。弓道の体験で留学生ら
は、実際に矢を放つところまで体験し、楽しそうにして
いました。
　留学生と生徒らが英語で会話する姿も見られ、異文化
交流が図られ両者ともに充実した表情をしていました。

JAPAN TENT留学生が邑知中学校で交流

弓を引く指導を受ける留学生

　８月24日に眉丈台地スポーツ広場で市商工会主催の
“はくい花火大会”が開催され、家族連れやカップルな
ど多くの人が、羽咋の夜空を彩る1,500発の花火を楽し
みました。
　この花火大会は今年で６回目。恒例の創作花火のほか、
羽咋市太鼓連絡協議会の太鼓演奏に合わせて打ち上げら
れる花火が観客を魅了。目の前で迫力満点の花火を見る
ことができるのも醍醐味で、フィナーレで無数の花火が
間髪入れずに打ち上がると、会場は大歓声に包まれまし
た。

６回目を迎えた“はくい花火大会”

花火に先立ちさまざまな催しも実施
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　８月24日、シャンソン歌手の薮内ようこさんが、千里
浜レストハウスでチャリティーコンサートを開催し、約
60人がその美声に聴き入りました。
　同月29日には、その収益金の一部31,050円が千里浜
再生プロジェクト実行委員会へ寄付されました。寄付金
は、千里浜海岸の保全と再生のために活用されます。

　薮内ようこさんが千里浜再生へ寄付

寄付金を手渡す薮内さん（左）

　８月28日、道の駅のと千里浜のレジ通過者数が60万
人を達成しました。
　記念すべき60万人目となったのは、愛知県名古屋市か
ら３泊４日で北陸観光に来ていた竹林久美さんとそのご
家族。山辺市長とともにお祝いのくす玉を割り、「びっ
くりしましたが、うれしいです」と笑顔を見せてくれま
した。
　竹林さんには記念品として、純米酒“唐戸山” や “のと
ししカレー ”などが入った道の駅のと千里浜のオリジナ
ル特産品セットが贈られました。

道の駅のレジ通過者数が60万人を達成！

60万人目となった竹林さん一家

　９月２日と３日、羽咋市ゆかりの民俗学・国文学者で
歌人の折口信夫博士（釋

しゃくちょう

迢空
くう

）の命日にあわせ、その功
績をしのび、コスモアイル羽咋で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“「結び」
の精神史 ―折口理論から―”と題して講義。３日は、“折
口信夫（釋迢空）の魅力を語る”と題したシンポジウム
を実施。小川教授がコーディネーターを務め、松本博明
氏（岩手県立大学教授）、中西洋子氏（相聞の会主宰・
元目白大学教授）、大石泰夫氏（國學院大學教授） 藤田豊
郁氏（折口父子記念会事務局長）の４人をパネラーとし
てパネルディスカッションが行われました。

　折
おりくち

口信
しの ぶ

夫博士をしのんで

折口博士の理論について語る小川教授

　９月５日、コスモアイル羽咋で行われた能登のライオ
ンズクラブ7団体の合同例会の中で、７団体を代表して、
髙井勇學氏（千里浜町）から羽咋小学校へ寄付がなされ
ました。贈られたのは、60型と50型のLED液晶テレビ、
テレビスタンド２台、一眼レフデジタルカメラです。
　目録を受け取った疋津信一羽咋小学校長は「教育環境
充実のため活用させていただきます」と答え、山辺市長
から髙井氏に感謝状が手渡されました。

能登地区７Ｌ
ライオンズクラブ

Cから羽咋小学校へ寄付

疋津信一羽咋小学校長に目録を手渡す髙井氏(右）
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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

10/1 ㈫ 14:30～ あそびの教室 羽咋すこやかセンター 健康福祉課

  2 ㈬ 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

  3 ㈭ 12:45～ １歳６か月児健診 羽咋すこやかセンター 健康福祉課

  4 ㈮ 14:00～
16:00 読み聞かせボランティアステップアップ講座 コスモアイル羽咋

研修室 図書館

  5 ㈯ 10:00～
11:00 わくわくおはなし会 図書館 図書館

13:30～ 親子映画上映会 ユーフォリア千里浜 図書館

  6 ㈰  5:00～ 第５回峨山道トレイルラン 邑知小学校～
輪島市總持寺 生涯学習課

 9:15～
10:00 第62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27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

  9 ㈬ 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

 14:00～
15:30 栄養・運動教室 羽咋すこやかセンター 健康福祉課

 11 ㈮ 13:30～
15:00 認知症サポーター養成講座 コスモアイル羽咋

研修室
地域包括ケア
推進室

 12 ㈯ 13:30～ 親子映画上映会 ユーフォリア千里浜 図書館

 14 ㈪  8:30～ 第53回羽咋市民駅伝祭 羽咋運動公園
周回コース 生涯学習課

14:00～
15:30

図書館映画上映会
『みつばちマーヤの大冒険（89分）』 コスモアイル羽咋 図書館

 16 ㈬ 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～
15:30 介護者交流サロン 地域ケアセンター

唐戸山
地域包括ケア
推進室

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

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。

６日㈰
　ひよりクリニック（内科・外科)
　志賀町富来地頭町 ☎42-2300
　羽咋診療所（内科）
　羽咋市柳橋町 ☎22-5652
　【小児】公立能登総合病院
　七尾市藤橋町 ☎0767-52-6611

１３日㈰
　松江産婦人科内科医院
　羽咋市島出町 ☎22-2479
　疋島クリニック(外科･胃腸科･内科)
　羽咋市旭町 ☎22-1205
　【小児】恵寿総合病院
　七尾市富岡町 ☎0767-52-3211

１４日(月･祝）
　おおの整形外科クリニック
　羽咋市鶴多町 ☎22-8858
　河﨑医院（外科･胃腸科･内科)
　志賀町高浜町 ☎32-0019
【小児】公立羽咋病院
　羽咋市的場町 ☎22-1220

２０日㈰
　志賀クリニック（内科）
　志賀町高浜町 ☎32-5307
　松柳医院（内科）
　羽咋市島出町 ☎22-0011
　【小児】公立能登総合病院
　七尾市藤橋町 ☎0767-52-6611

２７日㈰
　松沼医院（内科・小児科）
　宝達志水町敷浪 ☎29-3188
　池野整形外科耳鼻咽喉科医院
　志賀町高浜町 ☎32-0040
　【小児】公立能登総合病院
　七尾市藤橋町 ☎0767-52-6611

２２日(火･祝）
　松沼医院（内科・小児科）
　宝達志水町敷浪 ☎29-3188
　田村眼科クリニック
　羽咋市鶴多町 ☎22-0026
　【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

工事の発注状況
（１千万円以上）８月分

該当する工事はありませんでした。
＊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。
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日　時 行　事　名 場　所 担　当

 16 ㈬ 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） 　 203会議室 市民窓口課

 17 ㈭ 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

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

 19 ㈯ 9:00～ 羽咋市少年少女発明クラブ　社会見学
「石川県発明工夫展」、銀河の里キゴ山

石川県地場産業
振興センター 生涯学習課

 13:30～ 親子映画上映会 ユーフォリア千里浜 図書館

 22 ㈫ 10:15～
13:00 第３回男性介護者のための介護講座 羽咋すこやかセンター 社会福祉協議会

 23 ㈬ 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

 26 ㈯ 13:30～ 親子映画上映会 ユーフォリア千里浜 図書館

14:00～
15:00 おはなし会（語り） コスモアイル羽咋 図書館

 27 ㈰ 8:00～
10:00 市民健診 羽咋すこやかセンター 健康福祉課

 28 ㈪ 8:30～
10:00 市民健診 羽咋すこやかセンター 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

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

 29 ㈫ 13:00～ ４か月児健診 羽咋すこやかセンター 健康福祉課

 30 ㈬ 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

 31 ㈭ 13:30～
15:30 認知症サポーター　スキルアップ講座 コスモアイル羽咋

研修室
地域包括ケア
推進室

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、「能越道フェスティバル」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

中能登町中能登町

650年の歴史をもつ蓮華山大相撲。加賀・もつ蓮華山大相撲。加賀・
能登・越中から集まった力士たちが、夜遅
くまで熱戦を繰り広げます。
日時　10月12日㈯　17:30～
　　　（子供相撲は13:30～）
場所　蓮華山相撲場（子浦）
問　蓮華山相撲協会(☎090-3290-0835)

期間　11月２日㈯～４日㈪㈯～４日㈪
場所　志賀町文化ホール
内容　２日～４日　作品展示
　　　３日　式典、健康記念講演、
　　　　　　アトラクション
　　　　　　※「健康フェア」併設開催　
問　生涯学習課（☎0767-32-9350）

第15回志賀町文化祭

能登和倉万葉の里
マラソン2020
エントリー受付中
開催日　令和２年３月８日㈰年３月８日㈰
種目・参加料　マラソン9,000 円
10km5,000円、親子ペア(1.2km)3,500 円
申込期限　11月30日㈯　先着順

問　能登和倉万葉の里マラソン大会組織委員会
　　事務局(商工観光課内　☎0767-53-8424)

市

蓮華山大相撲

市

市

RUNNET 検索 ⬆

楽しいイベントが盛りだくさん。楽しいイベントが盛りだくさん。
中能登町のハロウィンをみんなで楽しもう！中能登町のハロウィンをみんなで楽しもう！
日時日時　10月27日㈰　10:00～16:00　10月27日㈰　10:00～16:00
場所場所　　ラピア鹿島＆平和堂・アルプラザ鹿島（井田）ラピア鹿島＆平和堂・アルプラザ鹿島（井田）
参加料　無料
内容　テント市、なかのと巨大布おばけ
　　　ハロウィンゲーム、ハロウィンパレード
　　　キッズミニファッションショー
問　なかのとハロウィン実行委員会
　　（中能登町商工会内 ☎0767-76-1221）

ハロウィンゲート2019
inなかのと

第５回峨山道トレイルラン開催

ロングコース

問い合わせ　峨山道トレイルラン実行委員会事務局　　　　　
　　　　　（市生涯学習課・スポーツ推進係　☎22-3312）

　10月６日の朝５時、邑知小学校から、
輪島市の總持寺に向け、ランナーがスター
トを切ります。応援に行きませんか？

（77㎞）

スタート　邑知小学校 午前５時
ゴール　大本山總持寺祖院（輪島市）

ショートコース （3km、6km、10km）
スタート・ゴール　大本山總持寺祖院
　　　　　　　　　午前10時スタート



　今月号の表紙は、8月24日に行われた、はく
い花火大会です。約25分間、1,500発もの花
火が羽咋の夜空を彩り、花火が上がるたび、観
覧スペースからは感嘆の声が上がっていました。
　当日は大盛り上がりとなりましたが、その裏
で時折目に入る、商工会青年部をはじめとした
たくさんのスタッフの汗を流す姿が印象的でし
た。
　また、第１回から第3回の花火大会開催時、私
は商工観光課で企画会議等にも参加し青年部の
活動を見ていましたが、あの規模のイベントに
なると、事前準備も相当大変なものです。
　イベントを準備・運営する立場からすれば、
大きなトラブルなく、参加者に楽しんでもらえ
るのが一番うれしいことです。ただ、ふと思い
出したときにでも、裏で頑張るスタッフに目を
向け感謝してみるのもいいかもしれません。　
　 （谷村）

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
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　弥生時代といえば「稲作が始まった時代」と一般的
に知られています。しかし、縄文時代の終わりごろには、
米作りは行われていました。野々市市の御

おきょうづかいせき

経塚遺跡な
どでみつかった縄文時代晩

ばん

期
き

の土器の表面には「稲の
籾
もみ

あと」が残っているものがあります。おそらく羽咋
にも、このころには稲作が伝わっていたと考えられます。
　縄文時代晩期の稲作は、弥生時代に定着する「農

のうこう

耕」
以前の「栽

さいばい

培」レベルのものであったと考えられてい
ます。その後、新しい弥生土器、農具や収穫の道具な
どの新技術を受け入れ、生活の基盤となる水田が整備
されて弥生時代を迎えます。縄文の「狩り」から弥生
の「稲作」へと、ある日突然に大転換したわけではあ
りません。縄文から弥生へ、羽咋の歴史も徐々に移り
変わっていきます。

遺跡編

新しい文化　弥生土器
（吉崎・次場遺跡出土）

第
５
回

第
５
回

第
５
回 能越道フェスティバル能越道フェスティバル能越道フェスティバル

問い合わせ　市商工会（☎22-1393）

日時　日時　1010月月2727日日  
　　　10:00～11:35　　　10:00～11:35
場所　道の駅 のと千里浜場所　道の駅 のと千里浜

日

プログラム
10:00　オープニング／ ｢おいで能登半島」キャプチュード
10:10　開会あいさつ
10:25　キッズダンス／羽咋Jr.リズムダンス
10:30　能越道沿線都市の名産品抽選会／ぶんぶんボウル
11:15　アトラクション／歌と踊り・今村愛樹
11:35　閉会

同時開催
◆能越道沿線都市物産市
　石川県、富山県の特産品が大集合！
◆ストック効果パネル展
　生活環境の改善や輸送費の低下など、インフラ整備が皆さん
　の生活に与える効果を解説します。

＜主催＞能越商工観光懇談会
＜共催＞能越自動車道建設促進期成同盟会
＜協賛＞(一社)北陸地域づくり協会

＜後援＞国土交通省富山河川国道事務所
　　　　国土交通省金沢河川国道事務所
＜協力＞羽咋まちづくり㈱・羽咋市

キャプチュード
キャプチュード

今村 愛樹今村 愛樹

ぶんぶんボウル
ぶんぶんボウル


