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市 民 の
年 頭 の ご
｢羽咋創生｣の総仕上げと次なるステージへ
羽咋市長

山辺

芳宣

新年、明けましておめでとうございます。皆さま方には、健やかに新春をお迎えの
ことと、心からお慶び申し上げます。
昨年は、市政運営に多大なご支援とご協力を賜り、厚くお礼と感謝を申し上げます。
さて、平成31年度は、「がんばる羽咋創生総合戦略」の最終年度にあたることから、
これまでの取り組みの総仕上げと事業の自立・自走化を目指すとともに、平成32年
度（2020年度）をスタートとする「第２期総合戦略」の策定準備に取り組んでまい
ります。
具体的には、地域資源を活用した農業の振興と６次産業化や地域特産品の開発・流
通・販売促進などを一体的に行う地域商社機能の充実を図るとともに、起業・就業者
支援や企業誘致を引き続き推進します。
また、道の駅のと千里浜を核とした交流人口の拡大、羽咋駅周辺整備によるまちな
かの賑わい創出、移住定住施策の拡大や、出会いから結婚・子育てまでの総合的な支
援の拡充を図ります。本年２月には、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」を設置し、安心して子育てができる体制を推進するとともに、本年夏ま
でには、市内全小中学校の普通教室とランチルームに冷房設備を整備し、教育環境の
充実を図ってまいります。
一方で、高齢化や人口減少社会への対応として、都市機能の集約化を図るコンパク
トなまちづくりと市民主体の地域づくりを目指します。公共施設の長寿命化計画の策
定や、在宅医療と介護連携など地域の支えあいによる生活支援体制の充実を図ってま
いります。
さらに、近年多発する豪雨などの災害を踏まえ、安全・安心なまちづくりを推進す
るため、インフラ面の整備を推進するとともに、地域連携による防災体制や災害対応
の充実を図ります。
結びに、本年も市民の皆さまの温かいご支援とご協力をお願い申し上げますととも
に、本年が皆さまにとって、素晴らしい１年となりますよう心からお祈り申し上げま
して、年頭のごあいさつといたします。
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皆 さ ま へ
あ い さ つ
「羽咋創生」
自立・自走を目指して
羽咋市議会議長

稲村

信成

新年、明けましておめでとうございます。
羽咋市議会を代表いたしまして、市民の皆さま方に新年のごあいさつを申し上げま
す。
近年、異常気象や地震などによる災害が全国各地で多数発生し、昨年は甚大な被害
がありました。本市においても、集中豪雨や台風によって市内各地で河川の氾濫や農
地被害、土砂崩れなどが発生し、避難勧告や避難指示が発令され、多くの方が避難す
る事態となりました。
いつ起こるか分からない災害に対し、安全・安心なまちづくりの推進に引き続き取
り組んでいかねばなりません。
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。
本年は５年目の最終段階を迎えることとなり、これまで４年間に取り組んできた４
つの基本目標の総仕上げ、
「飛躍」から「自立・自走」へとシフトアップの年となります。
市議会といたしましても、基本目標の施策・事業の実現に向け、行政をチェックす
るだけでなく、政策提言を行い市民の皆さまのご期待に応えられるよう議員一丸とな
り努力してまいります。
本年も、市民の皆さま方のさらなるご健勝とご多幸をお祈り申し上げますとともに、
市議会に対しての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して、年頭
のごあいさつといたします。

背景写真：ドローンによる市内撮影
No.799 2019年１月 広報はくい
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特集

〜奈良時代、大伴家持も見た？〜

古代寺院

滝古墳群

だ

はい

じ

あと

「柳田シャコデ廃寺跡」の
姿を追う

気多大社
滝町
寺家町
滝
港

一ノ宮町

一
ノ
宮
海
岸

市教育委員会が、平成26年度から発掘調査を行っている
柳田シャコデ廃寺跡

のと
里山海
道

やない

柳田シャコデ廃寺跡の位置

。11月25日、柳田町の調査現場で、

寺家工業
団地

これまでの発掘調査でわかった成果について現地説明会が開

柳田 I.C.

催されました。
これまでの調査で、この遺跡は、８世紀を中心とする古代
の寺院跡であることがわかり、奈良時代の羽咋にも仏教が伝

柳田シャコデ廃寺跡の伽藍

わり、塔を備える寺院が建っていたことが明らかになりまし
た。
とう あと

すぐ近くには、 古代の神まつり

の様子を伝える国史跡

「寺家遺跡」があり、両者は同じ時代に存在していたことに

塔跡（五重塔
もしくは三重塔）

なります。両遺跡を調べることで、古代の羽咋の「神と仏」の
関係が明らかになっていきます。
なお、
「シャコデ」とは、地元

西側の区画施設

こ あざ

の小字で

釈迦堂

を意味し、

元々、この地に寺院があったこ
とが地名として伝わっていたこ
とから名付けられた遺跡である

遺跡から
出土した寺院の瓦

そうです。

発掘調査を実施した範囲
（その他は推定図）

奈良時代の天平20年（748）には、
万葉歌人として知られる越中国司の大伴
家持が、能登を視察巡行した際に羽咋を
訪れ､「気多神宮｣（現在の気多大社）を
参拝したことが知られています。
その時、家持一行は、この柳田シャコ
デ廃寺も見たと考えられます。

連続する二列の柱の穴を発見
市文化財室・歴史民俗資料館
学芸員 中野知幸 (左）、小船井陽（右）
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寺院の西側を区画する
回廊や掘立柱塀の可能性

が らん はい ち

推定される伽藍配置
Ｎ

柳田シャコデ廃寺跡

発掘調査を実施した範囲

眉丈台地
自然緑地公園

塔

柳田町

幢幡

金堂

発掘調査では、塔の位置と西側
の区画施設の一部を確認しました。
このことから、西側に塔、東側に
金堂を配置する「法隆寺式伽藍」
の可能性があります。今後の発掘
調査で確認していきます。

国史跡
寺家遺跡

猫の目

中門

区画施設
（回廊もしくは掘立柱塀）

推定図

どうかんしちゅう

古代の仏教寺院では、仏舎利を
納める「塔」と仏像を置く「金堂」
が重要施設で、これらを回廊や塀
などの区画施設が取り囲み、中央
の「中門」を入り口とします。

どうばん

幢竿支柱と幢幡
しんばしら

心柱

こんどう

金堂（推定 ※未調査）

東側の区画施設

とう しん そ

塔心礎
南側の区画施設と
ちゅうもん

中門（推定 ※未調査）

塔の中心を確認
とう しん そ いし

塔の「心柱」を支える「塔心礎石」が
据えられていた大きな穴

集中する大型の柱の穴を発見
どう ばん

儀式用のぼり旗「幢幡」が
立ち並んでいたのでは？
No.799 2019年１月 広報はくい
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ーその

ビュ
インタ

①

発掘作業中の学芸員に聞く！ 古代寺院 Q＆A
どうかんしちゅう

Q どうして、そこに古代寺院の遺跡があるとわかったのですか？
Ａ 昭和４年に、塔跡にあった「心礎石」が、現地から移
されたという記録をもとに、元々置かれていた位置を確定
したのが昭和 46 年の発掘調査です。
この調査で「古代の瓦」などの資料が発見されました。
瓦が出土すると、寺院がある可能性が高まります。現在は、
塔跡を中心に寺院の範囲を確認する調査をしています。

どうばん

幢竿支柱と幢幡
（模式図）

幢幡
幢竿

※今年度の発掘調査は終了しました。現地には立ち入らないようお願いします。
どうばん

横木

Q 「幢幡」とは、何に使うものですか？
Ａ 宮殿や寺院での儀式のために掲げられる長大な「のぼ
り旗」で、五色（青･黄･赤･白･黒）や金糸で彩られたもの
があります（右の図参照）。シャコデ廃寺は、鮮やかな色
彩の旗が立ち並ぶ荘厳された寺院空間であったと推定して
います。

幢竿
支柱

幢竿支柱穴

Q 県内には、このほかにも古代寺院遺跡がありますか？
Ａ 野々市市の「末松廃寺跡」や七尾市の「能登国分寺跡」
が良く知られています。羽咋のシャコデ廃寺跡も、能登で
は最古級の寺院跡として考古学関係者や郷土史ファンには
知られています。これからは、こうした魅力も情報発信し
ていきたいと思います。
幢竿支柱穴から解説
学芸員 中野知幸

その②

ビュー

インタ

と う し ん

そ

い し

住職に聞く！ 柳田町善正寺の「シャコデ廃寺の塔心礎石」
ちょうず

昭和４年、地元住民の手により、柳田町の善正寺に手水
いし
石として寄進・移設されたシャコデ廃寺の塔心礎石。中央
に塔の心柱を据える穴が空いており、古代の塔の大きさを
実感できます。現在も同寺の境内にあり、見学ができます。

善正寺に安置されている塔心楚石（直径 160 ㌢、
高さ 50 ㌢）と同寺住職の三星正紀さん
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住職の三星正紀さんは「移設の詳しい経緯は伝わってい
ないが、元々、シャコデ（釈迦堂）と呼んでいる寺院跡に
あった石なので、同じ地域のこの寺に移すのが良いという
ことになったのではないか」と推測。「人力で大変な苦労
をして運んだと聞いている。寄進された人々の思いや歴史
的なつながりを大事にしたいので、この場所で地元と共に
大切に伝えていきたい」と話します。

その③

ュー
ンタビ

イ

作業員さんに聞く！「遺跡の発掘現場って、どんな感じ？」

柳田シャコデ廃寺跡の調査に発掘作業員として参加している本吉
文男さん（滝町）、平木豊一さん（同）の二人に、実際の発掘現場
での作業について聞きました。
Q 発掘作業って大変ですか？
Ａ 大変です。この現場では、発掘するまでの準備作業
が大変で、一面に生い茂った草刈り作業をみんなで協力
して行います。土を掘る作業は、わずかな土の色や硬さ
の違いを頼りに、慎重に行う必要がありますし、長時間
中腰でいることも多く、地道で根気のいる作業です。
しかし、新たな文化財を掘り起こし、遺跡の全容解明
につながるような大きな発見をした時の喜びはひとしお
です。自分たちの努力が市の歴史を解き明かすことにつ
ながっていると実感できます。

本吉文男さん（左）と
平木豊一さん（右）

Q 心に残っている発見は？
Ａ 土師器（はじき）という土器が、数十個も入れられ
た土坑（どこう：穴のこと）を発見したことです。これ
まで市内各地の発掘現場に参加してきましたが、こんな
にたくさんの土器が出てきた穴は初めてでした。
1000 年以上も昔に誰かが地中に埋めたままの状態で、
それを自分が発見するのですから、とても不思議な気持
ちになります。「遺跡を掘るのはおもしろい！！」と思
う瞬間ですね。

れき

見つかった土坑（どこう）。
穴の中には、たくさんの土器がきれい
に納められていました。これらを一つ
一つ丁寧に掘り出して、歴史民俗資料
館に収蔵していきます。
まさに、市民の手により掘り出された
羽咋の歴史資料そのものです。

みん

詳しくは、歴史民俗資料館まで
シャコデ廃寺跡の出土品の一部は、歴史民俗
資料館で展示しています。関連遺跡の国史跡寺
家遺跡の出土品の展示もあります。古代の瓦な
どの実物を観察し、
羽咋の長い歴史を感
じてみませんか？

「古代の羽咋」出前講座に伺います
シャコデ廃寺に興味を持った！もっと知
りたい！などのご要望にお応えします。地
元町会や公民館、小中高校、各種団体の郷
土学習など、歴史民俗資料館学芸員が「古
代の羽咋」を題材に出前講座に伺います。
お気軽にお問い合わせください。
市文化財室（歴史民俗資料館）
☎22-5998
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平成30年 第４回
羽咋駅周辺整備の基本
方針を定める

市議会
定例会

羽咋駅周辺整備では、市民や
商業者へのアンケート結果や地
元説明会での意見などを参考に
しながら、羽咋駅周辺整備基本
説明に立つ山辺市長

平成30年第4回羽咋市議会定例会は、12月３日から19日まで開
かれ、市長提出議案11件、報告１件、認定７件などが可決・承認・
同意・認定されました。
山辺市長は、12月３日、提出議案の説明に先立ち、平成31年度
の予算編成方針を説明し、羽咋駅周辺整備の基本方針などについて
報告しました。
主な内容は次のとおり。

構想案の取りまとめを進めてい
ます。
基本構想案では、整備にかか
る主な基本方針を「都市防災の
機能強化と災害時の避難空間の
整備」、「子育て世代を中心に多
世代が集える場の創出」、「将来
を見据えた都市機能の段階的な
集約」の３点としました。
これらを基に、整備すべき機

羽咋創生の主要施策の
自立・自走を目指す

の災害を踏まえ、安全・安心な

平成31年度は「羽咋創生」の

まちづくりを推進するため、イ

最終年度であることから「がん

ンフラ面の整備を推進するとと

ばる羽咋創生総合戦略」におけ

もに、地域連携による防災体制

る主要施策の自立・自走を目指

や災害対応の充実などを図りま

す と と も に、 平 成32年 度 以 降

す。

の第２期同戦略策定に向けても
取り組んでいきます。
具体的には、これまでの戦略
の効果・検証を行いながら、地
域資源を活用した農業の６次産

能や具体的な取り組みなどにつ
いて、議会をはじめ地域の皆さ
んに、今後示していきたいと考
えています。

予算編成では、新年度予算編
成と併せ、国の補正予算の活用
を図ることで、切れ目のない事
業実施を目指していく考えです。
歳入面では、市税において、

羽咋駅周辺

島出町分譲地の早期完
売に向けて

業化や地域商社機能の充実、羽

景気の回復基調などから、雇用

島出町地内の夕日ヶ丘分譲地

咋駅周辺整備によるまちなかの

情勢は着実に改善しているもの

で は、10月 に 整 備 工 事 が 完 了

賑わい創出、移住・定住施策の

の、納税義務者の減少などに伴

し、 現 在、24区 画 の う ち ６ 区

拡大や子育て支援の拡充などに

い、減収を見込んでいます。

画で契約に向けた手続きを進め

より、引き続き人口減少対策を

さらに、地方交付税では、人

実施し、地域経済の好循環の推

口減少などにより、増収が見込

このほか、数区画について購

進に努めます。

めない状況であり、財政の健全

入に向けた問い合わせがあり、

化が求められる状況に変わりは

分譲地購入に対する助成制度や

ないものと考えています。

本市の子育て支援策などの情報

一方で、人口減少社会への対
応として、コンパクトなまちづ
くりと住民主体の地域づくりを
目指します。
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また、近年多発する豪雨など

こ う し た 状 況 か ら、 引 き 続
き、事業の選択と集中を進める

ています。

を詳しく説明しています。
分譲地の早期完売に向けて、

公共施設の長寿命化計画の策

とともに、ふるさと納税の推進

引き続きチラシや地域情報誌な

定や地域の生活支援体制の充実

などによる自主財源の確保に努

どを利用したＰＲを行うととも

を図り、将来にわたって安全で

め、一層の創意工夫を図りなが

に、市内と周辺自治体の企業を

安心な活力ある地域社会の構築

ら、健全財政の維持に努めてい

訪問し「夕日ヶ丘分譲地」の周

につなげます。

きます。

知を図ります。
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第４回羽咋市議会定例会

小中学校の冷房設備の
設計を発注

議長に稲村氏

本市では、児童と生徒の安全
対策と教職員の健全な労働環境
の確保を図るため、全小中学校

いなむら

のぶなり

稲村

信成 議長

の普通教室とランチルームにお
いて、平成31年夏までに冷房設

副議長、決算特別委員会委員長、

備の整備完了を目指しています。

交流拠点施設整備特別委員会委員
長などを歴任

国の補正予算を活用し、平成

３期目、千里浜町、67歳。

31年夏までに整備を完了するた
めには、交付金の内示後、速や
かに工事に着手する必要がある
ため、実施設計の委託費を11月
に専決補正し、発注を行いまし
た。

除雪対策、万全に

人事案件
選挙管理委員会委員
選挙管理委員会委員として、

【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５号）

除雪対策については、11月22

塩谷進氏(柴垣町・再任)、原田

日に羽咋市道路除雪対策会議を

幸助氏(飯山町・再任)、宮本隆

開催し、町会関係者や民間業者

氏(千里浜町・新任)、林茂氏(太

に対して、協力をお願いしまし

田町・新任)、選挙管理委員会

◆平成30年度羽咋市介護保険特

た。

委員の補充員として、松本修一

別会計補正予算（第２号）

市の除雪計画に基づき、12月

氏(旭町)、中村康德氏(下曽祢

◆平成30年度羽咋市水道事業会

１日から道路除雪対策本部を地

町)、西和美氏(粟生町)、大森

域整備課内に設置し、安全・安

正人氏(千路町)を指名推選しま

心な市民生活の確保に向け対応

した。
農業委員会委員

直しを行うとともに、大型除雪

農業委員会委員として三宅廣

機械の配備については、新たに

之氏（鹿島路町）の任命に同意

５社の協力業者を追加し、５台

しました。

計補正予算（第２号）
◆平成30年度羽咋市下水道事業
会計補正予算（第２号）
条例等の一部改正について
◆羽咋市立千里浜児童センター
の指定管理者の指定について
◆羽咋市ファミリーランド等の
指定管理者の指定について

増の49台体制で対応する予定で
す。

険特別会計補正予算（第２号）

◆一般職の職員の給与に関する

しています。
今年度は、除雪初動体制の見

◆平成30年度羽咋市国民健康保

人権擁護委員

また、狭い道路や歩道用の小

人権擁護委員として楠喜久男

型除雪機については、今年度４

氏（本江町）
、今井美保子氏（金

台を補充し、合計30台とし、町

丸出町）を適任と答申しました。

◆ユーフォリア千里浜の指定管
理者の指定について
◆羽咋市過疎地域自立促進計画
の一部変更について

会に貸し出しするなど、市民の
皆さんの協力を得ながら道路交
通の確保に努めていきます。

【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。

No.799 2019年１月 広報はくい
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一ノ宮地区に新たな“支えあいの絆

〜市内第１号の協議体発足〜

11月28日、一ノ宮公民館で、地域住民による支

市内の生活支援協議体第１号となり、今後は、月

えあいのまちづくりの実現を目的とし、生活支援

１回定例会を開き、住民の声を聞きながら支えあ

協議体“一ノ宮ささえ愛隊”(愛称)の発足式が開か

いのための活動を展開していく予定です。

れました。

12月14日には柴垣町でも生活支援協議体が発

生活支援協議体では、住み慣れた地域で暮らす
人々が、地域の課題解決に向けて、意見を出し合

足し、今後、滝谷町や千里浜地区でも発足に向け
て準備が進められています。

い、地域での支えあいを推進することを目的とし
ています。
2040年には、羽咋市の高齢化率は47.3%に達
することが予想され、市では、今年度から順次、
各地区で“地域で支えあうまちづくりを考える会
を開催し、高齢化社会に対応するための地域づく
りに向けて住民とともに話し合いを行っていると
ころです。
このたび発足した“一ノ宮ささえ愛隊”は、これ
までの話し合いを受けて、住民有志15人で構成。

問い合わせ

一ノ宮ささえ愛隊”の皆さん

市地域包括支援センター（☎22‑0202）

のとしし”が農林水産省認定の地域の宝に
〜内閣総理大臣から激励も〜
飯山町にある獣肉処理施設で、能登のイノシシ

同月26日、加藤さんは山辺市長に受賞報告を行

肉のブランド化に取り組む合同会社 のとしし団

い、
「評価されてうれしい。今後は、さらに取引先

が、農林水産省が選ぶ ディスカバー農山漁村の

を増やしていきたい」と意気込みを語りました。

む

ら

宝 のジビエグルメ賞を受賞しました。

山辺市長は「これからが本当の正念場。新たな

ディスカバー農山漁村の宝は、地域活性化に取
り組む優良事業を農林水産省が公募、選定するも

商品開発にもしっかりと取り組んで独立採算制を
目指してほしい」と期待を寄せました。

のです。そして、選定事業の中からグランプリに
１事業、特別賞として５事業が選定され、全国へ
の情報発信などで後押しされます。
のとしし団は全国1015件の応募中、32件に選
定されました｡さらに、“のとしし(能登のイノシシ
肉)”が、ふるさと納税の返礼品として高い人気を
誇ることや、その順調な販売額についてもポイン
トとなり、５つある特別賞の１つを受賞。11月22
日、のとしし団代表の加藤晋司さんが首相官邸で
表彰を受け、内閣総理大臣から激励を受けました。

問い合わせ

10
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山辺市長に受賞の喜びを語る加藤さん(左）

市農林水産課（☎22‑1116）

アグリスターオナガが農林水産大臣賞を受賞
〜育苗と田植えの労力軽減のため、画期的技術を開発〜
農業組合法人アグリスターオナガ（尾長町）が、 きっかけとなりました。これまでと比べ苗運びに
農業機械製造販売のヤンマーアグリ（大阪市）や

かかる労力は半分から３分の１まで減らせます」

ぶった農産（野々市市）などと連携して、稲の苗

と笑顔で話してくれました。山辺市長は「農業関

を従来の２、３倍の密度で育苗トレーに植え付け、 連の企業と連携し、開発に取り組んだことも大き
育苗箱の数を減らし、その後、精密な掻き取りに

な評価だと思う。作業の効率化につながるすばら

より安定した田植えも行うことで、育苗と田植え

しい技術」と功績をたたえました。

時の作業負担の軽減と効率化につなげる

密苗

の技術を開発しました。
11月21日、アグリスターオナガは、その功績が
評価され、民間部門農林水産研究開発功績者表彰
における農林水産大臣賞を受賞しました。
同月27日、代表の濱田栄治さんが山辺市長に受
賞の喜びを伝えました。濱田さんは「将来の後継
者を楽にさせたいという思いが、この技術を生む

問い合わせ

山辺市長に受賞報告を行ったアグリスターオナガの
濱田さん（左）

市農林水産課（☎22‑1116）

全国中学生人権作文コンテスト

石川県大会

入賞者

県内中学校85校から応募総数14,353作品が寄せられた、
全国中学生人権作文コンテスト石川県大会（法
務省、全国人権擁護委員連合会 主催）で、羽咋中の生徒５人、邑知中の生徒２人が入賞しました。

■石川県大会

優秀賞

「人の持つ力」

立中

詩乃(羽咋中１年)

■石川県大会 入選
｢障がいは一人一人
の個性」
松榮 唯乃
（羽咋中２年）

｢頑張れ！ピアニス
ト！」
松中 愛
（羽咋中３年）

■七尾人権擁護委員協議会審査会
金沢地方法務局七尾支局長・七尾人権擁護委員協議会長賞
親戚の人が、左手が不自
由でもいろんなことに挑戦
して、いつも明るい姿でい
ることに感銘を受けた立中
さん。その思いを作文に込
めたそうです。「障害のあ
る人が私の作文を読んで、
喜んでもらえたらうれし
い」と話してくれました。

｢障がいがあっても｣
廣島 菜月
（羽咋中１年）

｢守るべき小さな命｣
宮嵜 千鈴
（羽咋中２年）

｢世界と日本の差別
について」
安藤 正景
（邑知中３年）

｢答えられますか？｣
中越 優里
（邑知中３年）

No.799 2019年１月 広報はくい
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ステンレス久世(新保町)が事業拡大

〜８人の新規雇用も〜

パイプ製造業の㈱ステンレス久世が、高性能で高品質な
ステンレス管の生産量の増加に向けて、同社敷地内に新た
な工場棟の増設と最新の機械設備の導入を表明しました。
投資額は、約３億1,300万円で地元雇用５人を含む８人の
新規雇用が予定されています。
11月29日、同社の久世太郎代表取締役ら３人が山辺市長
に事業拡大の報告を行い、山辺市長は「時代の波に乗った
事業展開を行っており、すばらしい。市としても協力でき
ることがあれば、積極的にバックアップしていきたい」と
伝えました。

問い合わせ

山辺市長に事業拡大の報告を行った久世代
表取締役(中央)と伊藤工場長(右）

市商工観光課（☎22‑1118）

羽咋市民のみそ汁は薄味

羽咋中校長の目ケ谷直人さんが
文部科学大臣表彰を受賞

〜塩分濃度0.58％で減塩傾向〜
今年３月に金沢大学と市が共同で実施した
羽咋市のみそ汁（汁物）塩分濃度調査 の結果が発表さ
れました。
調査は市内全世帯を対象に行われ、1,278軒から提供
されたみそ汁から、金沢大学が「地区ごとに塩分摂取量
の違いがあるか」を分析しました。その結果、みそ汁の
塩分濃度の市内平均は0.58％で、
標準値となる0.8〜1.0％
を下回っていることが判明。羽咋市民は、みそ汁1杯に約

11月30日、羽咋中校長の目ケ谷直人

１㌘の食塩が入ったみそ汁を食していることになり、薄

さんが教育者文部科学大臣表彰を受賞し、

味で減塩ができていることがわかりました。なお、地区
別の分析では、最も低い塩分濃度であったのが神子原で
0.46％、最も高かったのは鹿島路で0.62％でした。
また、分析結果により、みそ汁の塩分濃度と持病との
因果関係や、運動習慣との関係、喫煙状況との関係など
複数の統計データが地区別に取りまとめられました。
地区別の調査結果は、今後の市の食生活改善のための
基礎データとして活用され、１月12日午前10時から羽咋
すこやかセンターで「はくい健康セミナー（羽咋地区在住
の人が対象）
」を開き、分析結果などを報告します。

天皇・皇后両陛下へ拝謁を行いました。
目ケ谷さんは教師として羽咋小、羽咋
中などに勤務し、現在、羽咋中校長を務
めて５年目になります。羽咋中では、生
徒の勤労観や職業観を育む、羽咋中版
「キャリア教育」を掲げ、市の学力の底
上げにも尽力。このたびの受賞は、それ
らの功績が評価されました。
「生徒、教職員の努力の賜です。日頃
からご協力をいただいている保護者、地

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）
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域の皆さまに深くお礼申し上げます」と
感謝の言葉を述べました。

羽咋郡市広域圏事務組合 採用候補者試験
試験区分

採用予定人数

受験資格
①平成元年４月２日以降に生まれた人で性別不問

消防士

１人

②高等学校卒業程度の学力を有し、消防業務に必要な体力
および健康を有する人

１ 受付期間

１月７日㈪〜 18日㈮

２ 第１次試験日
３ 試験会場

申込み・問い合わせ

２月３日㈰

羽咋郡市広域圏事務組合事務局総務課

羽咋市内

（☎0767‑22‑6610）、消防本部警防課

※申込締切後、受験者宛てに通知します。
４ 採用予定日

（☎0767‑22‑0089）

平成31年４月１日

５ 申込書交付場所
組合事務局総務課、消防本部、羽咋市市民窓口課、
宝達志水町・志賀町の各総務課
※詳しくは、羽咋郡市広域圏事務組合ホームページ
(URL：http://www.hakuikouiki.jp/)をご覧ください。

介護相談員 募集
介護相談員とは・・・
１ 募集人数

4〜6人程度

２ 応募資格

⑴〜⑶全ての条件を満たす人

⑴羽咋市内、または隣接する町に住所を有す
る満20歳以上の人

利用者から介護サービスに関する疑問や不
安の相談を受け、その解消を図ります。ま
た、利用者と介護サービス事業者との橋渡

⑵介護に関心がある人で、現在、介護保険サ

しの役割を担い、介護サービスの質の向上

ービスを提供する業務に携わっていない人

につなげることを目的として活動します。

⑶訪問する介護サービス事業所まで自分で移
動できる人
３ 任期

８ 申込方法 所定の申込書に記入し、市地域包
括ケア推進室まで提出してください。
（郵送

平成31年４月１日から３年間

４ 活動範囲

5

介護サービス施設などを訪問し、

羽咋市内の特別養護老人ホーム、

可）
※申込書は、市地域包括ケア推進室（⑧番窓口）

介護老人保健施設、グループホーム、小規模

にあります。また、市ホームページからもダ

多機能型施設、デイサービス、デイケアなど

ウンロードできます。

活動内容

介護サービス事業所などを訪問

９ 募集締切

２月15日㈮必着

し、利用者の話を聴き相談に応じる。市が開

10 面接予定日

催する２カ月ごとの連絡会と推薦する研修会

※都合により、変更になる場合があります。

３月６日㈬午前

に出席する、など
6

活動時間・回数

１事業所につき１時間半

程度、月４カ所程度の訪問
７

活動費

１事業所につき2,000円

申込み・問い合わせ
〒925‑8501

石川県羽咋市旭町ア200番地

市地域包括ケア推進室（☎22‑0202）

No.799 2019年１月 広報はくい
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公立羽咋病院
職

種

①看護師
（日勤、パート）

②看護補助員※1
（ケア担当／日勤）

臨時職員募集

人員

応

募

資

格

・

職

務

内

容

賃金（予定）

日額
時間給
准看護師免許を有する 日額
人
時間給

21人
程度

看護師免許を有する人

13人
程度

患者介助および
看護業務補助
（早出・遅出勤務、 介護職員初任者研修修
休日勤務、希望する 了者または同等の資格 月額
人で状況によって２ を有する人
交代夜勤あり）
その他の人
月額

10,560円
1,320円
10,560円
1,320円
154,900円
140,700円

③看護補助員
（書類サポート担当/日勤)

１人
程度

外来看護師の診断の補助、物品管理など

日額

6,696円

④医師事務作業補助員
（日勤）

３人
程度

医師の指示のもとに行う事務補助（電子カル
日額
テの操作や書類作成、患者の呼び込みなど）

7,316円

⑤健診室作業補助員
（日勤）

１人
程度

電子カルテ操作、書類作成

日額

7,316円

⑥社会福祉士（日勤）

1人
程度

社会福祉士免許を有する人

月額

169,100円

⑦中央材料室作業補助員
（日勤）

１人
程度

医療器材の洗浄・消毒業務、院内の物品集
月額
配送などの運搬業務

140,700円

⑧眼科補助員（日勤）

1人
程度

視力測定、視野測定などの眼科検査、診療
月額
補助、事務業務補助

140,700円

⑨臨床検査科業務補助員
（パート)※2

２人
程度

臨床検査業務補助や運搬など

⑩事務補助員
（医事管理室／日勤）

１人
程度

時間給

外来患者の呼び込み､診療録の入出庫作業､
日額
消耗品管理など
⑪事務補助員・パート
書類作成・配布、物品管理などの事務補助 日額
若干人
（総務課／日勤）
業務
時間給
2人
⑫患者送迎用自動車運転手
普通自動車第一種免許を有する人
時間給
【パート：隔日（週2〜3日勤務）】※3
程度

864円
6,696円
6,696円
864円
917円

※１:早出・遅出勤務、休日勤務、２交代夜勤について手当あり
※２:勤務時間 午前９時〜午後１時
※３:勤務時間 午前８時15分〜午前12時（金曜日のみ午前７時15分〜 12時）
※上記の全職種について、身体障害者手帳所持者の応募可能（勤務日数、時間は応相談）
１ 選考手順 ２月上旬から中旬に、公立羽咋病院

４ 雇用期間

１年（６カ月更新）

で採用試験を実施予定(受験者には別途案内)

５ 申込受付

１月４日㈮〜 21日㈪必着

６ 必要書類

履歴書（市販のもの）
、写真（6

２ 採用予定 平成31年４月１日
３ 勤務条件など 勤務時間週38時間45分の範囲
内で勤務、原則午前８時30分から午後５時15
分（ただし、所属によっては早出・遅出勤務、
休日勤務、２交代夜勤あり）
パートについては、指定する時間とします。
※通勤手当の支給や年次有給休暇、社会保険制度
あり。
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カ月以内に撮った写真を履歴書に貼付）
※有資格者の人は、免許証の写しを添付してく
ださい。
申込み・問い合わせ
〒925 8502

羽咋市的場町松崎24番地

公立羽咋病院総務課・職員係（☎22 3307）

もうすぐ確定申告の時期
１

インターネットを使った e‑Tax"が便利！

確定申告書は国税庁HP「確定申告書作成コーナー」で！

国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）の「確
定申告書等作成コーナー」を利用し、確定申告書を作成
することができます。
作成した申告書（データ）は、そのままe-Taxで税務
署に送信（申告）することができます。
※e-Taxのご利用に当たっては、事前に開始届出書の提
出、個人番号カードまたは住民基本台帳カード、ＩＣ
カードリーダライタの購入などの事前準備が必要です。
詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。

www.nta.go.jp

検索

■国税庁ＨＰで作成した申告書の提出方法
⑴税務署で発行したＩＤ・パスワードをお持ちの人
「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成した申告書データを、同コーナーの画面上から
そのままe-Taxで税務署に送信(申告)することができます。
⑵税務署で発行したＩＤ・パスワードをお持ちでない人
「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成し、保存した申告書データを、ご自宅のプリン
タまたはコンビニエンスストアのプリントサービスで印刷し、書面で提出できます。

２

いつでも、どこでもスマホで確定申告！

国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）の「確定申告書等作成コーナー」では
スマホやタブレットを利用しても、申告書を作成することができます。
※作成した申告書の提出方法については、上記の申告書の提出方法を参照してください。

３

マイナンバーの記載にご注意ください！
税務署へ提出する確定申告書には、マイナン

マイナンバー
の記載と本人確認書類
の写しの添付が必要！

バーの記載と本人確認書類（マイナンバーカー
ドまたは通知カード＋運転免許証など）の提示
または写しの添付が必要です。
申告書などへのマイナンバーの記載は、申告
者ご本人のほか、控除対象配偶者、扶養親族お
よび事業専従者などのマイナンバーも必要です。

問い合わせ

七尾税務署（☎0767‑52‑3381）

七尾税務署での確定申告の相談の受付は、２月18日㈪からです。
申告のために来署する人は、開設日以降にお越しいただきますようお願いします。
１ 期間 ２月18日㈪〜３月15日㈮ （土日、祝日は除く） ２ 時間 午前９時〜午後４時
※会場の混雑状況により、午後４時前であっても受付を終了させていただく場合があります。

No.799 2019年１月 広報はくい
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子育て世代包括支援
センターを開設します！
平成31年２月から、
「子育て世代包括支援セン
ター」を羽咋すこやかセンター内に開設します。
妊娠・出産・育児に関する相談にきめ細やかに
応じ、関係機関と連携して、妊娠期から子育て期
にわたるまでを安心して過ごせるように、切れ目
のない支援を行う拠点施設です。
妊娠中や子育てをしている中で、ちょっと誰か
に聞いてもらいたい、困ったなぁと思ったことな
ど、何でもお気軽にご相談ください。

子育て世代包括支援センターの概要
１ 場所

後期高齢者医療保険料

「口座振替納付済通知書」は
送付しておりません
羽咋市の後期高齢者医療保険では、省資源化
の推進および経費削減などの理由により、保険
料を口座振替している人に対して、「口座振替
納付済通知書」を送付しておりません。
口座振替での納付額については、お手数です
が、金融機関の通帳記帳によりご確認ください。
なお、確定申告をする際に、社会保険料控除
として後期高齢者医療保険料の納付額を確認し
たい場合には、市市民窓口課④番窓口までお問
い合わせください。「納付確認書」を無料で交
付します。
※申告に納付確認書を添付する必要はありません。

羽咋すこやかセンター１階

問い合わせ

（市民福祉部 健康福祉課・健康推進係）
）

市市民窓口課・国保年金医療係
（☎22‑7194）

２ 役割
(1)妊娠・出産・育児に関する全ての内容に対し
て、電話・来所・訪問などで相談に応じます。
(2)必要に応じて、子育て応援プランを作成し、
継続的にサポートします。
(3)当センターだけでなく、子育て支援機関や医
療機関などの関係機関と連携し、支援を行い
ます。
３ 対象者
妊娠期から子育て期（おおむね就学前の乳幼児）
までの子育て家庭の親子や関係者
※秘密厳守、相談無料

“建設リサイクル”にご協力を
建設産業では、建設リサイクル法に基づき、
再生資材として利用できる特定の建設廃棄物（ｺ
ﾝｸﾘｰﾄ塊やｱｽﾌｧﾙﾄ塊、木材など）の「分別解体」
と「リサイクル」を積極的に推進しています。
しかし、一方では依然として建設廃棄物の不
法投棄が見受けられます。
公共工事に限らず、一般家屋の解体などの際
には、業者に適正な分別解体・再資源化を促す
など、市民の皆さんにおかれても、建設リサイ
クルの推進にご理解とご協力をお願いします。

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）

広

告

問い合わせ

市地域整備課（☎22‑1119）

欄

ᐆ㐩ᚿỈ⏫㟁ヰᖒⓎ⾜䛾䛤ෆ㻌
宝達志水町商工会青年部は、現在、宝達志水町の電話帳を作成しております。
2019年夏頃に宝達志水町内全戸に無料配布させていただく予定です。
そこで、電話帳に掲載する広告を募集いたします。広告の種類・料金は下記のとおり
です。種類によっては枠数に限りがありますので、
その際は抽選とさせていただきます。
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䐡㻌 ᗈ࿌㻌 ୰㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻝㻣㻜㽢㻟㻜㻌 㻌 㻌 㻌 䠑
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上下水道に関するお知らせ
１ 水道水や蛇口の凍結にご注意を
真冬日が続くと、水道管が凍結し破損しやす
くなりますので、屋外の蛇口などに保温材を巻
くなどして凍結に備えてください。
なお、蛇口を開いていないのに水道メーター
のパイロット(こま)が回っている場合は、漏水
の可能性があります。

３ ｢上水道･下水道水量の
お知らせ｣ に広告主募集
〜検針票に掲載してみませんか？〜
（1）掲載位置 検針票の表面下段
（2）規格

縦2.2㌢×横7.2㌢

（3）掲載料

117,600円（年額）

※毎月、約9,800枚が広告として市内に

水道工事業者に

配布されます

修理などを依頼

（4）掲載期間

してください。

平成31年４月から12カ月間
（5）申込期限 １月25日㈮
※応募が複数の場合は抽選となります。

２ 下水道に異物を流さないで！
水洗トイレに異物を流すと、汚水を送るポン

広告欄（例）

プが詰まって動かなくなる事故が起きます。
ポンプが動かなくなると、マンホールから汚

○□食 堂 ・ はくい店

水が溢れ出すとともに、接続しているお客様の

羽咋市旭町200番地

トイレや排水溝などに汚水が逆流してしまう場

電話 0767-22-××××

合があります。

FAX 0767-22-

異物や水に溶けないものは下水道へ流さない
ようにしてください。

問い合わせ

広

告

市地域整備課・上下水道管理係（☎22‑7193）

欄
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年末・年始の
ごみの収集日

１月から２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

可燃ごみ
■12月28日㈮が最後で、１月４日㈮が最初

素運動の実技を取り入れた教室を開催し、健診結

本町、中央町、南中央町、的場町、東的場町、

果の改善や生活習慣病予防のサポートをしていま

千里浜地区、邑知地区、余喜地区

す。

■12月29日㈯が最後で、１月５日㈯が最初
東川原町、松ヶ下町、柳橋町、鶴多町、御坊山町、
島出町、富永地区、一ノ宮地区、上甘田地区
■12月30日㈰が最後で、１月７日㈪が最初

健診結果を改善したい人、運動習慣を身につけ
たい人は申し込みください。
１

開催日

１月24日㈭、２月14日㈭

２

時

午後２時〜３時30分

間

（受付：午後１時30分〜）

川原町、旭町、大川町、釜屋町、西釜屋町、

３

会

粟ノ保地区、越路野地区、鹿島路町

４

参加費

１回100円

５

対

羽咋市特定健康診査を受けた人、

場
象

羽咋すこやかセンター３階ホール

資源ごみの特別収集

運動習慣を身につけたい人
６

■１月４日㈮

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

釜屋町、西釜屋町、一ノ宮地区

ぐす運動、リズム運動、筋肉づくり

（１月１日㈫の収集が休みのため）

運動などの実技

■１月５日㈯
飯山町、宇土野町、白瀬町、上白瀬町、千代町、
福水町、中川町、神子原町、千石町、菅池町
（１月２日㈬の収集が休みのため）
■１月５日㈯

７

講

師

８

持ち物

健康運動指導士

元橋

美津子氏

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

本町、千里浜地区
（１月３日㈭の収集が休みのため）

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。

問い合わせ

広
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告

市環境安全課・環境資源係
（☎22‑7137）

欄
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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）

羽咋消防署からのお知らせ

羽咋消防署 救急係・警防係(☎22‑0089）

ヒートショック”に気を付けましょう！
暖かい部屋から、寒い脱衣所に行くと血圧が上がりま
す。この状態でお風呂に入ると血管が開いて、急に血圧
が下がります。すると、意識がなくなったり、心筋梗塞
などがおきたりして、死に至るような重大な事態になり
ます。このような状態をヒートショックといいます。脱
衣所、浴室を暖かくし、お風呂のお湯を、ややぬるめに
するなどの対策をしてください。

窒息事故”の予防を！

インフルエンザ”の予防を！

お年寄りの方の食べ物による窒息を防ぐために…
①一口サイズにしましょう。

①外出時には､マスクを着用し､帰宅時には手洗
手洗
い、うがいを忘れずにしましょう。

②飲み込むのが難しい人に食事させるときは、目を
離さないようにしましょう。

②室内では、適度な湿度を保ちましょう。
③疲労や睡眠不足はさけて、バランスよく栄養

③咳は異物の除去に最も効果的です。詰まったと思
ったら、咳をさせましょう。

をとりましょう。
④ワクチン接種を受けましょう。

特別消防対策区域 火災防ぎょ訓練 実施状況
平成28年12月22日に糸魚川市で
発生した大規模火災を教訓に羽咋市
内の木造建築物の密集地域で大規模
火災の発生が懸念される区域を、平
成30年４月１日に特別消防対策区
域として指定しました。火災の大規
模化を防ぐことを目的に、各町会協
力の下、火災防ぎょ訓練と防火出前
講座を実施しています。

広

告

訓練実施町会
旭町
本町
川原町
中央町
千里浜町
島出町
千路町
滝町
的場町
柴垣町

〜大規模火災を防ぐため〜

訓練実施日
６月24日㈰
10月21日㈰
10月27日㈯
10月28日㈰
11月 ３日㈯
11月 ４日㈰
11月18日㈰
11月24日㈯
12月 ２日㈰
１月予定

防火出前講座参加人数
115人
52人
30人
25人
70人
73人
122人
100人
33人
50人

欄
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県立七尾産業技術専門校
訓練生を追加募集

図書館の映画上映会
日時

羽咋市消防出初式

１月20日㈰

14:00 〜

内容 「ケロリンピック」
（約87分）

分列行進や一斉放水が行われます。
場所

団員たちの勇ましい姿をぜひご覧

無料

申込み

不要

応募資格

高等学校以上の卒業見込

みの人、または卒業者（おおむね

消防車両がサイレンを吹鳴する予定。

35歳以下）

日時

１月５日㈯

訓練期間

場所

羽咋すこやかセンター

9:00〜

市環境安全課（☎22‑7176）

第17回 HAKUIピアノコンサート
日時

３月17日㈰

会場

コスモアイル羽咋

日
応募締切

羽咋郡市在住、出身の人、

羽咋郡市内のピアノ教室に通ってい
る人（子どもから大人まで可）
演奏内容

0767‑52‑3159）まで

ボランティアしながらの
婚活してみませんか！

１人4,000円

〜参加者募集〜

連弾は、１組6,000円

【交歓会】11:00〜
場所

産業技術専門校（七尾市津向町）
（☎

※１組１曲５分程度
参加費

典】13:00〜

コスモアイル羽咋
市生涯学習課（☎22 9331）

気付いたら職場と家の往復の毎日

※集合写真代含む
申込期限

１月18日㈮

応募方法など、詳しくは県立七尾

ピアノ独奏、連弾

１月13日㈰
【式

月13日、自動車整備科（２年間）
：
2019年４月８日〜 2021年３月15

〜演奏 参加者募集〜

参加資格

日時

生産設備保全科（１年

間）：2019年４月８日〜 2020年３

羽咋消防署（☎22‑0089）

羽咋市成人式

生産設備保全

程度）

羽咋市立図書館(☎22‑9777)

※当日午前10時ごろ、会場周辺で

普通課程

科（10人 ）、 自 動 車 整 備 科（10人

コスモアイル羽咋

入場料

ください。

募集科名

をすごしていませんか？ボランティ

１月７日㈪

申込方法などの詳細は、ベーゼン

アをきっかけに新たな出会いを求め
てみませんか。

を弾こう会代表 杉本みちよ

ボランティア活動後は、羽咋市の

（☎22‑6446）まで

おいしいスイーツなどを囲んで楽し
いティータイムも予定しています。
特別な経験や技術は必要としませ
ん。気軽にご参加いただけます。

広

告

日時

２月９日㈯ 13:00 〜 16:00

場所

羽咋すこやかセンター

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

木梨松嗣
弁護士 長 原
悟
弁護士 米 田 弘 幸
弁護士

未経験の方も
ご相談ください

市役所の連絡先
（代表：0767‑22‑1111）
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健康福祉課
地域包括ケア推進室
22‑3939 ・介護高齢者係
22‑5314
・援護係
・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
22‑5940（市民窓口・戸籍）
・市民窓口係
・国保年金医療係 22‑7194
（国民年金・国民健康保険・後期医療）

対象

ボランティア活動に興味のあ

県内一斉 司法書士・税理士
による相続遺言無料相談会
（男性は羽咋市在住の人に限ります）

うつ病家族教室

る22 〜 45歳 の 未 婚 の 男 女 各12人
参加費

男性1,500円

女性500円

（当日ご持参ください）
申込締切

１月22日㈫

※申込多数の場合は、抽選により参
申込方法

日時

１月27日㈰ 13:00 〜 16:00

と思われる人の家族が、より良い対

場所

コスモアイル羽咋 第1研修室

応ができるよう、うつ病についての

※当日は、電話による相談も受け付

知識や理解を深めるための家族教室

けます。

を実施します。

【臨時・相談専用ダイヤル】

加者を決定します。
下のＱＲコードを読み取

日時

１月31日㈭
・講演会

13:30 〜 15:00

・交流会

15:00 〜 16:00

☎076‑291‑0099(10:00 〜 16:00)
石川県司法書士会

って、必要事項を入力の上、メール

（☎076‑291‑7070）

送信してください。

うつ病と診断された人や、うつ病

場所

石川県能登中部保健福祉セン

ター（七尾市本府中町）

・申

平成30年度 石川県ふぐ処理
資格者試験準備講習会

市社会福祉協議会
（☎22‑6231）

石川県では平成18年にふぐ条例

うつ病(躁うつ病を含む)と

診断された人の家族、うつ病(躁うつ
病を含む)と思われる人の家族など

が施行され免許制となりました。こ

※当事者を除く

れに伴い、受験者を対象とした事前

参加費

準備講習会を開催します。
日時

１月29日㈫

税務署による決算・
消費税軽減税率制度説明会
税務署では、正しい決算や申告を

対象者

・実技 9:00 〜 12:00

無料

石川県能登中部保健福祉センタ
ー健康推進課
（☎0767‑53‑2482）

・学科13:00 〜 17:00
場所

金沢勤労者プラザ（北安江）
29,500円(テキスト代含む)

していただくために事業所得のある

受講料

人を対象として、決算の仕方や決算

定員

書の作成などに関する説明会を開催

※定員になり次第、締め切ります。

「退職届」
ちょっと待ってください！

します。

申込方法

申込書に受講料を添えて

介護に直面しても、すぐに退職は

（公社）石川県調理師会まで送付し

せず、自社の就業規則などを確認し

日時

１月17日㈭

26人

13:30 〜 15:00:決算のしかた

てください。

たり、人事担当者に相談するなどし

15:00 〜 15:30:消費税軽減税率制度

※申込書は（公社）石川県調理師会

て、仕事と介護を両立するための制

場所

羽咋すこやかセンター

または県薬事衛生課、最寄りの保健

度を活用し、仕事を続けながら介護

講師

税理士

福祉センターにあります。

をしましょう。

今井

山治氏

七尾税務署

申・

（☎0767‑52‑9336）
広

告

（公社）石川県調理師会

石川労働局

雇用環境・均等室

（☎076‑236‑2012）

（☎076‑265‑4429）

欄

税務課
22‑1113
・収納係
・課税係（資産税） 22‑6901
（住民税） 22‑7130

会計課
企画財政課
商工観光課
環境安全課

22‑7165
22‑7162
22‑1118
22‑7137

農林水産課
・農業委員会

22‑1116
22‑1117

No.799 2019年１月 広報はくい

21

20歳になったら国民年金

■市民リサイクル銀行１月分
譲ってください

〜新成人の皆さまへ〜
国民年金は老後やいざというときの生活を、現役世代みんなで支
えようという考えで作られた仕組みで、20歳以上60歳未満の人は
加入が義務付けられています。

・三脚（小型）
・マッサージチェア
・デスクチェア（ひじ掛け付）
・ 申 市商工観光課（☎22‑1118）

20歳になったら、忘れずに国民年金の加入手続きをしましょう！
公的年金には、国民年金・厚生年金などの年金があり、このうち
国民年金は、原則65歳から基礎年金が支給されるようになってい
ます。また、会社などに勤務する人は、同時に厚生年金にも加入す
ることになり、老齢基礎年金に老齢厚生年金が上乗せされた金額が
受けられます。
１ 国民年金は国が責任をもって運営しています。
国民年金の２分の１が国庫負担です。経済情勢に左右されず、
その実質価値が保証されます。
２ 生涯年金が受けられます。
国民年金には、老後の生活の基礎となり、生涯年金が受け取
れる「老齢基礎年金」があります。
３ 老後の年金だけではありません。

人口の動き
■人口 21,730人(−３人)
□男性 10,285人( −５人)
□女性 11,445人( + ２人)
■世帯数 8,561世帯(+17世帯)
＊平成30年12月１日現在
( )内は前月比
※外国人住民を含む
【11月中の人口動態】
□出生
10人
□死亡
30人
□転入など
44人
□転出など
27人

国民年金加入中に事故や病気で障害が残った場合は「障害基
礎年金」が支給されます。死亡した場合には、生計をともに
した家族に「遺族基礎年金」が支給されます。

マチイロ(無料アプリ)

４ 税制上も有利です。
納めた年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります。
問い合わせ

七尾年金事務所（☎0767‑53‑6511）
市市民窓口課・国保年金医療係（☎22‑7194）

今月の納税
・納期限 １月31日㈭ ・市県民税 ４期
※市税の納付は便利な口座振替で
問い合わせ
広

告

・国民健康保険税 7期

市税務課・収納係（☎22 1113）

【主な機能】
市ホームページに接続せず
に、アプリからいつでもどこで
も 広報はくい が閲覧できま
す。
【導入方法】
①アプリ｢マチイロ｣をインストール。
②性別、生年月日
を入力後、居住
地に羽咋市を選

べばＯＫ。

欄

市役所の連絡先
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地域整備課
22‑7133
・施設管理係 22‑1119 ・企業経理係
・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
秘書室
監査委員事務局
選挙管理委員会

22‑7161
22‑0771
22‑7167
22‑7191

学校教育課
生涯学習課
文化財室

22‑7131
22‑9331
22‑7158

●何があったか
●いつあったか
●どこであったか
●犯人は？
●今の様子
●あなたは？

市 民 文 芸

信義

はくい歌会 詠草
粟木

かつ

三才のわれを残して父の逝き担ぎ商いに母は生きたり

英子
峰子

伊賀
小倉

節子

晴れの日に渋柿吊るし障子紙を張りかえわが家の秋はたけなわ

みごとなる有明の月のこる空茜に染まりひと日はじまる

川崎
木村

照子

しずえ

くちなしは枯色なるも一輪の忘れ花咲く下枝のあたり
川の面に秋の反照かぎりなし過ぎ来し想いの細波の立つ

睦子
弘子

武田
橋本

川辺りに群がるすすきの立ち枯れて冬の近づく風景さびしむ
万葉の能登国分寺跡に立つ古代人ゆき交う影をさがして

林

延子

雨上がり仰ぐ空には虹の橋ごみ当番へ足どり軽く
ほうち だ

平内ソトエ

くさ も み じ

ゆ

いちめんに草紅葉する放置田をあかあかと染め陽は沈みゆく
か

干場早智子

す

虫の音も聞こえずなりて秋深し酸ケ湯に雪の積もりしをきく

松田久美子

ね

瞑想が妄想になりてゆく深夜迎える朝の明かり待ちおり

丸谷れい子

隆久
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22‑1220
22‑5333
22‑2700
22‑3891

公立羽咋病院
羽咋市観光協会
シルバー人材センター
道の駅のと千里浜

22‑9888
22‑9777
22‑3312
22‑9000

コスモアイル羽咋
図書館
羽咋体育館
ユーフォリア千里浜

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

議会事務局 22‑7160

同窓会終えた車は黄葉の山々を縫う夕映えの中
せ

吉野

枯葉一枚フロントガラスに舞い下りて急げいそげとわれを急かせる 吉井恵美子

キリギリス鳴き声ほそく隠れおり寒風吹きて冬の近づく

欄

告

広

〜１月10日は110番の日〜
地域安全ニュース

110番通報のポイント
事件・事故・ドロボウなど
何時ごろ
町名、番地や目立つ建物など
性別・年齢・身長体格・服装・逃走方向・
車のナンバー
被害状況・事故の様子
事件・事故との関係など

110番は、緊急の事件・事故の電
話です。
あわてない相談については、警察
安全相談♯9110または羽咋警察署
（☎22‑0110）か最寄りの交番、駐
在所に相談ください。

ハク
ハク太郎

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９月生)
１月22日㈫ 13：00〜13：30
●１歳６カ月児健診(平成29年６月生)
１月10日㈭ 12：45〜13：15
●３歳児健診(平成27年８月生)
１月16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。

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

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
☆医師による出前講座
１月12日㈯
午前10時30分〜11時３０分
「子どもの病気の対処法〜急な時の
ために知っておきたいこと〜(仮題)｣
講師：公立能登総合病院 小児科
和田 英男 先生

容

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
お
毎
毎
毎

用 時
休
週水曜
週木曜
週金曜

利用料
間 午後１時〜６時
無料
み 毎週日曜日、祝日
日 午後４時
★かんたん工作教室
日 午後４時30分 ★リズムダンスクラブ 講師：杉浦幸代さん
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

１月 ★12日㈯ 午後２ 時

こすもす保育園親子育児講座
１月22日㈫ 午前10時〜 11時
「簡単手作りおやつ」
※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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ところ

年始の集いに参加しよう
とき保育園
お正月遊びを楽しもう
こすもす保育園
✿大きくなったね(身体測定)
新年お楽しみ会
千里浜保育所
新年おたのしみ会
羽咋白百合幼稚園
自然栽培米の試食ともちつきごっこ
こすもす保育園
正月遊びをしよう
西北台保育所
おしょうがつ遊びをたのしもう！
羽咋幼稚園
鬼のお面を作ろう
とき保育園
リズムあそびをしよう
羽咋白百合幼稚園
いっしょにあそぼう！
邑知保育園
★簡単手作りおやつ ※要予約（10組）こすもす保育園
おみせやさんごっこ
羽咋幼稚園
新聞紙であそぼう！
千里浜保育所
絵本をたのしもう
羽咋白百合幼稚園
節分グッズを作っていっしょにあそぼう 邑知保育園
鬼のお面を作ろう
こすもす保育園
鬼をやっつけよう
西北台保育所

羽咋市立

☆育児相談 １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。

☆お楽しみデー １月23日㈬
午前10時30分〜11時30分
担当：ゆりかご保育園

内

10日㈭
11日㈮
15日㈫
16日㈬
16日㈬
18日㈮
18日㈮
21日㈪
22日㈫
23日㈬
24日㈭
25日㈮
28日㈪
29日㈫
30日㈬

はくい子育てサロン（☎22‑1518）

☆誕生会 １月16日㈬
午前10時30分〜11時30分

き

１月 ４日㈮
８日㈫

19日㈯ 午後２ 時
26日㈯ 午後２ 時
午後２ 時

内

容

参加費など

新春おたのしみ会
参加費：無料
絵馬を書こう・老人会との初笑い
福引き・お茶会
なわとび大会
卓球大会（千里浜公民館共催）
おもちゃドクターがやってくる
(修理してほしいおもちゃを持ってきてね）

★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。

■開館時間
午前９時30分〜午後６時

■わくわくおはなし会
(４歳〜小学校低学年)
■１月の休館日
日時 １月12日㈯ 午前10時〜11時
１日㈫〜４日㈮、８日㈫・
場所 図書館内・おはなしコーナー
15日㈫・22日㈫・29日㈫
■よちよちおはなし会(0歳〜3歳)
日時 １月28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）
午前11時〜11時30分
場所 コスモアイル羽咋・和室
■連絡先 ☎22‑9777

今月の本棚

子ども本棚

新しい働き方

親子で一緒に

「ハンドメイド作家になりませんか？」
沼里 良枝/監修

「親子で学ぶはじめての囲碁」
下島 陽平/監修

自分が手作りしたものを販売するハ
ンドメイド作家さん。趣味ではなく、
仕事としてやっていくための心構えや
商品製作の進め方、コスト管理などの
基礎知識を紹介してあります。活躍中
の作家さんのインタビューも載ってい
ます。

囲碁のルールは分かりにくく、難し
いものと思っていませんか？初めての
人にも分かりやすいように、カメの碁
石と無人島の碁盤でルールや遊び方を
説 明 し て あ り ま す。 親 子 で、 家 族 で、
また、友達といっしょに囲碁を楽しみ
ましょう。

新着図書のご案内
一般向け

んまい(重松清)深淵の色は 佐
川幸義伝(津本陽)ダンデライ

ちゃん、ちていのコロちゃん

子ども・ティーン向け

(東直子)まさかのハッピーエ

ことことこーこ(阿川佐和子) オン(中田永一)掟上今日子の ねこねこたんていなぞときダ ンド2(サラ•ムリノフスキ)ア
男 た ち の 船 出 ( 伊 東 潤 ) 人 間 乗車券(西尾維新)ある男(平野 ヤン(きむらゆういち)魔女の リになった数学者(森田真生)
狩り(犬塚理人)ハラスメント 啓一郎)猫のエルは(町田康)人 のろいアメ(草野あきこ)14歳、かいけつゾロリ大図鑑キャラ
ゲーム(井上由美子)少女たち 生は還暦から!(小山内美江子) 明日の時間割(鈴木るりか)謎 クター大全(原ゆたか)
は夜歩く(宇佐美まこと)探偵 まあまあの日々(群ようこ)“介 解きカフェの事件レシピゆめ
は教室にいない(川澄浩平)ど 護後”うつ(安藤和津)

「本の福袋」貸し出します！
どんな３冊が入っているかはお楽しみ！
日時 １月５日㈯ 午前９時30分〜【限定100袋
場所 図書館内
※子ども向け・大人向けがあります。
（無くなり次第終了）
図書館（☎22‑9777）

ぐるま(田村理江)そらのかん

図書館の工作教室（切り絵を楽しむ♪）
日時 １月25日㈮ 午後２時〜４時
場所 コスモアイル羽咋・研修室
テーマ ひなまつり
材料費 200円
定員 15人（対象：大人）
申・
図書館（☎22‑9777）

No.799 2019年１月 広報はくい
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箱田
379

恵里さん

(29歳、旧姓：今川）
（大川町出身、
新潟県新潟市在住）

わたしのふるさと
高校卒業後、羽咋を離れもうすぐ
12年が経とうとしています。大学
へ進学し結婚するまでの９年間を金
沢で過ごし、転勤族の夫との結婚を
機に全国を転々とする生活が始まり
ました。現在住んでいる新潟県新潟
市に来てからもうすぐ１年半になり
ます。
県外に住むようになり、石川県出
身だと話すと兼六園や和倉温泉、と
り野菜みそなど石川のことについて
知っている方が多くいることに驚き
ます。つい先日「石川ではメスのズ
ワイガニのことを香箱ガニって言う
んでしょ？」と職場の人に言われ、
石川のことが全国に知られているん
だなあと実感しています。
羽咋のことを聞かれる機会も増

新年の抱負、
あなたは何ですか？

昨年、雪に覆われた羽咋市内
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え、「日本で唯一、車で走れる海岸 ことがありますが、私は全く大変だ
の千里浜とＵＦＯが有名です」と話 と思いません。全国の観光地や名産
すと皆さんとても興味を持ってくれ を楽しめるかと思うと、転勤も旅行
ます。特にＵＦＯの町というのはイ のようで楽しいです。そう思えるの
ンパクトがあるらしく、「ＵＦＯ見 は、家族や親戚、そして友人、いつ
たことあるの！？」といつも聞かれ でも温かく迎えてくれる地元がある
ます（残念ながら見たことはありま からだと思います。年に１、２度し
せんが…笑）。また、千里浜はやは か帰省することはできませんが、帰
り有名なようで、「海岸を車で走っ 省が決まるとワクワクするし、帰っ
たことがあるよ。とっても良かった た時はとても落ち着きます。私に
よ」と言われるととてもうれしくな とってそんな場所は羽咋しかありま
りますし、 もっと多くの人に羽咋 せん。
少しずつ羽咋も変わっていきます
のことを知ってもらいたい という
気持ちになります。たくさんの人に が、帰省する度に変化した所を見つ
会うことができる転勤族だからこそ、 けるのが楽しみでもあります。また
これからもより多くの人に羽咋の魅 羽咋に帰る日を楽しみに転勤生活を
力を伝えていきたいと思っています。 頑張りたいと思います。
「転勤族は大変だね」と言われる

Happy New Year!
Did you have a nice New Year s
holiday? I went back the U.K to
see my family and I had a great
time. Itʼs 2019, a new year with
new possibilities. Do you have
any New Yearʼs resolutions? In
the U.K, we donʼt go to temples
or churches to pray and make our
wishes, but I think itʼs interesting
that both of our countries make
new resolutions at the same time.
I have some. I want to improve
my Japanese, eat healthier food,
and travel to new places in Japan.
But I also have a very speciﬁc
resolution. I want to take a
beautiful photo of the swans in
the snow in Hakui. Maybe this
year I will do it.
I hope that 2019 becomes the
best year for you so far. Keep
warm and stay safe!

明けましておめでとうございます！
皆さん、すてきなお正月をお過ごし
ですか。私は家族に会いにイギリスに
戻って、すばらしい時間を過ごしまし
た。
新 た な 可 能 性 を 秘 め た、 新 年 の
2019年がスタートしましたね。皆さ
ん、新年の抱負はありますか。イギリ
スでは、祈ったり、自分たちの望みを
願ったりするために寺院や教会へ行く
ことはありませんが、
（日本とイギリ
スの）両国で、新年の抱負をあらたに
する人々がいることを面白いと感じて
います。私にも抱負があります。それ
は、日本語をもっと上手になって、よ
り健康的な食事を摂り、日本で行った
ことのない場所を旅したいということ
です。ちなみに、もっと具体的な抱負
もあります。それは、羽咋で、雪の中
の白鳥の美しい写真を撮影することで
す。多分、今年、そのことについては
実現できると思います。
2019年が、皆さんにとって最高の
年になることを願っています。それ
では、暖かくして元気に過ごしましょ
う！

山辺市長に受賞の報告を行った
疋島和子さん(左)

ボランティアの原動力は、感謝の心
11月22日、疋島和子さん(島出
町)が、全国社会福祉大会で厚生労
働大臣表彰を受賞しました。30年
以上の長きにわたり、特別養護老
人ホームの入居者の食事介助や相
談役を担うなどのボランティア活
動への功績がたたえられ、このた
びの受賞となりました。
同 月29日、 山 辺 市 長 に 受 賞 報
告を行った疋島さん。山辺市長は
「ボランティアをしようという思い
があっても、なかなか行動するま
でには至らない。しかし、疋島さ
んは長年にわたり継続して取り組
まれ、改めて敬意を表したい」と、
その献身的な活動に感謝の言葉を
述べました。
羽咋高校同窓会の事務局員とし
て、同窓会員約24,000人の名簿管
理やその運営を支える事務を仕事
として行うかたわら、福祉ボラン
ティアに携わっている疋島さん。
同じ目線を持ってもっと高齢者

に 寄 り 添 った フ ォロ ーを し た い
を間近で見てきたから」と話しま
との思いから、平成14年にはヘル
す。継続してボランティアに取り
パー２級の資格を取得。施設で専
組むことができた理由については、
門職員が仕事として行うような高 「亡くなった夫もずっと私のことを
齢者介助に汗を流し、さらに、長
支えてくれましたし、地域の皆さ
年にわたり、民生委員児童委員と
んの協力もあったので」と、家族
して地域の高齢者の見守り活動も
と地域に対する感謝の気持ちを伝
こなしてきました。
えてくれました。
また、町会と連携して、島出町
の地域サロン“いざなみ会”の運営
以前、介助をした男性からお礼
にも関わり、さまざまなサロンイ
にアメをもらったことがあるそう
ベントを企画。地域の高齢者の介
です。
護予防や外出支援につなげる取り
｢その時の男性の笑顔が忘れられ
組みにも尽力しています。
ない。本当にやってきて良かった
このほか、石川県の更生保護女
と思いました」と振り返る疋島さ
性会の会員として、非行や犯罪に
ん。 感謝の気持ちが原動力となっ
手 を 染 め て し ま った 人 た ち へ の
て行動につながり、その行動が新
更生を促す活動にも協力するなど、 たな感謝の気持ちを生み出す 。疋
人生の多くの時間を社会貢献のた
島さんが伝えてくれた、この感謝
めに費やしてきました。
の気持ちの連鎖こそ、支えあいの
福祉ボランティアを行うきっか
地域づくりのために欠かせないも
けを伺ってみると、「高齢者を支え
のだと思います。
る活動に取り組んできた母親の姿

式典にお招きいただき、
市長就任後初めて羽咋市
を訪問させていただきま
明けましておめでとうございま

した。盛大なお祝いの場に出席さ

す。平成31年の幕開けを心より

せていただくとともに、羽咋市民

お慶び申し上げます。

の皆さまの心温まるおもてなしを

本年もよろしく
お願い申し上げます

新年のあいさつ
藤岡市長 新井雅博

羽咋市とは、昭和61年に姉妹

いただきました。９月には本市区

都市提携を結んで以来、幅広い分

長会とともに唐戸山神事相撲を観

野で市民交流を重ねてまいりまし

戦させていただき、荘厳な雰囲気

のプレイベントを開催します。年

た。昨年は市制施行60周年とい

の中、伝統ある神事相撲を堪能さ

間を通して色とりどりの花が咲く、

う記念すべき年を迎えられた中、 せていただきました。

緑豊かな藤岡市にぜひお立ち寄り

さまざまな行事を通じて両市の交

さて藤岡市では本年、市制施行

いただければと思います。

流がより一層深まった１年となり

65周年を迎えます。春には活力

結びに両市の更なる発展と羽咋

ました。

ある美しい地域をつくるための事

市民の皆さまのご多幸をご祈念申

業「花と緑のぐんまづくり2020」

し上げ､新年のあいさつと致します。

７月には市制施行60周年記念
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有権者の立場を自覚
羽咋高校と羽松高校で知事選挙の模擬投票
11月13日、羽咋高校２年生193人を対象に、県と市
の選挙管理委員会が主催する模擬投票が行われました。
生徒は、選挙の仕組みや投票の流れについて説明を受
けた後、架空の知事候補者３人のそれぞれの考えや主張
を選挙公報から読み取って一票を投じました。
同月22日には、羽松高校の全生徒42人も模擬投票を
体験。選挙権は、平成28年６月から18歳に引き下げら
れており、生徒たちにとって、自分たちの一票で代表者
を選ぶ立場になることを自覚する良い機会となりました。

模擬投票を体験する生徒（羽松高校）

大規模火災を防ぐため
千路町で防ぎょ訓練

本番さながらの放水訓練

11月18日に消防団員、消防署員、地元住民など約
200人が参加し、千路町会館で火災防ぎょ訓練が行われ
ました。
千路町は、木造建築物の密集地域として大規模火災の
発生が懸念される 特別消防対策区域 に平成30年４
月から指定されています。訓練は、落雷により千路町会
館の屋根から出火し、住宅に飛火した想定で行われ、消
防団員らが迅速に放水作業を実施。山辺市長が総括し、
暖房器具を使う冬季に向けて、防火意識のさらなる向上
を訴えました。

イルミネーションを自分好みに完成
駅前やパセオ通りなどを彩る
12月１日、市商店会連合会が主催するイルミネー
ション作りが市商工会館で行われ、親子連れなど参加者
42人が、クリスマスシーズンに合わせた自分好みのイ
ルミネーションを完成させました。
このイルミネーション作りは商店街の賑わい創出のた
めに初開催され、完成品は12月９日から２月２日まで
の間、駅前やパセオ通りなどに飾られ、各商店街を鮮や
かに彩ります。
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イルミネーション作りを楽しむ参加者

福祉サービス向上のため
（一財）北陸郵便局長協会が車いす贈呈

山辺市長に目録を手渡した田畠局長（中央）と
出村局長（左）

12月13日、
（一財）北陸郵便局長協会が羽咋市の福祉サー
ビスの向上を目的とし、市に車いす６台（18万円相当）を
寄贈する目録を贈りました。
金丸郵便局の田畠正成局長、羽咋千里浜郵便局の出村太
一局長、邑知郵便局の波木利樹局長の３人が山辺市長に目
録を贈呈。田畠局長が「高齢者などで車いすを必要として
いる人に使ってもらえれば」と申し添えました。なお、車
いすは市役所をはじめ、市内の体育施設や公民館に配置さ
れました。

電車内でマッチング
婚活イベント HAPPY トレイン in 羽咋
12月２日、市主催の婚活イベント“HAPPY トレイン
in 羽咋”が開催されました。七尾線の普通電車を貸し切っ
て独身男女に出会いの場を提供するこの企画に男性21
人、女性19人が参加。羽咋駅から乗車した男性陣が、車
内で女性へのアプローチのコツを学んだ後、金沢駅で待
つ女性陣を迎え入れました。車内では、男女対になって
のトークタイムを満喫し、皆さん、終始笑顔でした。
羽咋駅到着後、参加者は、気多大社で縁結びを祈願し
た後、コスモアイル羽咋でフリートークを楽しみ、２組
のカップルが成立しました。

電車内でトークタイムを楽しむ参加者

テーマは神子原棚田とサンダーくん
羽咋駅内に５作品目のウォールアート

ウォールアートを仕上げる吉岡さん

12月13日、羽咋工業高校２年生の吉岡沙月さんが羽咋
駅内の壁面にウォールアートを完成させました。ウォール
アートは、羽咋市駅前にぎわい創出協議会企画の下、羽咋
工業高校生が毎年制作しており、同駅内では５作品目とな
ります。壁画は高さ1.6㍍・横３㍍。収穫時期を迎え、黄
金色に色付く神子原地区の棚田で宇宙人サンダーくんが稲
刈りする様子を表しています。
屋外広告業を営む中江真さん（ナカエ広芸、千里浜町）
から技術指導を受けながら壁画を描いた吉岡さんは「羽咋
の魅力である神子原の棚田と宇宙人サンダーくんを広く発
信できれば」と、その出来栄えに笑顔を見せてくれました。

来年のお告げ、「徐々に明るく」
う まつり

気多大社で伝統の鵜祭
12月16日未明に、気多大社で神の使いとされる鵜の動
きで来年の吉凶を占う 鵜祭 （国重要無形民俗文化財）
が執り行われました。
本殿で、鵜様はかごから出て、向かって右奥へ進みまし
たが、すぐに戻り、 案"と呼ばれる台に飛び乗らなかった
ことから、
「来年は徐々に明るくなるのではないか」との
お告げが出されました。
役目を終えた鵜様は、大勢の人に見守られる中、一ノ宮
海岸で放たれ自然に帰っていきました。

一ノ宮海岸で放たれる鵜様
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calender

日

市 ＝市役所

■問い合わせ
市役所代表電話(☎22‑1111)

池野整形外科耳鼻咽喉科医院
志賀町高浜町

9:30〜 「本の福袋【限定100袋】」開始！
18:00
※無くなり次第終了です

図書館内

図書館

9 ㈬

10:00〜
シルバー人材センター入会者説明会
11:00

羽咋勤労者総合
福祉センター

シルバー人材
センター

10 ㈭

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

12 ㈯

10:00〜
わくわくおはなし会
11:00

図書館内

図書館

10:00〜
はくい健康セミナー
11:30

羽咋すこやか
センター

健康福祉課

11:00〜 市成人式

コスモアイル羽咋 生涯学習課

13 ㈰

16 ㈬

☎22‑0238

七尾市富岡町 ☎0767‑52‑3211
２日㈬
ひよりクリニック（内科・外科)
志賀町富来地頭町 ☎42‑2300
☎22‑7800

当

5 ㈯〜

【小児】恵寿総合病院

羽咋市鶴多町

担

環境安全課

交歓会

13:00〜 市成人式 式典

コスモアイル羽咋 生涯学習課

10:00〜
シルバー人材センター入会者説明会
11:00

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

13:30〜
総合相談(登記相談)
16:00

市 101会議室

市民窓口課

13:30〜
総合相談(行政相談)
16:00

市 市民相談室

市民窓口課

13:30〜
総合相談（心配ごと相談、人権相談）
16:00

市 203会議室

市民窓口課

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

☎32‑0040

いがわ内科クリニック

所

羽咋すこやか
センター

平場内科クリニック
羽咋市中央町

場

9:00〜
平成31年羽咋市消防出初式
10:30

(午前９時〜正午：事前連絡必要)

１日(火･祝）

名

シルバー人材
センター

１月の休日当番医
※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。

事

羽咋勤労者総合
福祉センター

5 ㈯

市民カレンダー

行

10:00〜
シルバー人材センター入会者説明会
11:00

1/4 ㈮

月

時

17 ㈭

【小児】公立能登総合病院
七尾市藤橋町 ☎0767‑52‑6611
３日㈭

１３日㈰

岩脇医院（耳鼻咽喉科）

いがわ内科クリニック

いけの整形外科

羽咋市的場町

羽咋市鶴多町

羽咋市南中央町

☎22‑0131

疋島クリニック(外科･胃腸科･内科)

加藤病院（内科)

羽咋市旭町

志賀町高浜町

☎22‑1205

【小児】公立羽咋病院
羽咋市的場町

☎22‑1220

☎22‑7800

☎22‑0254

松柳医院（内科）
☎32‑1251

【小児】公立能登総合病院
七尾市藤橋町 ☎0767‑52‑6611
１４日(月･祝）

６日㈰

羽咋市島出町

☎22‑0011

【小児】さはらファミリークリニック
七尾市石崎町 ☎0767-62-3765
２７日㈰

西村内科胃腸科クリニック

保志場内科クリニック

志賀クリニック（内科）

宝達志水町今浜

羽咋市的場町

志賀町高浜町

☎28‑2033

☎22‑0807

☎32‑5307

四蔵医院（内科）

森田クリニック(形成外科･皮膚科)

池野整形外科耳鼻咽喉科医院

志賀町仏木

羽咋市鶴多町

志賀町高浜町

☎37‑1030

【小児】志賀クリニック
志賀町高浜町

30

２０日㈰

☎32‑5307
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☎23‑4775

【小児】国立病院機構七尾病院
七尾市松百町 ☎0767‑53‑1890

☎32‑0040

【小児】公立能登総合病院
七尾市藤橋町 ☎0767‑52‑6611

日

時

行

事

名

場

所

担

観光・イベント情報

当

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

19 ㈯

9:00〜
重要文化財防火訓練
9:30

永光寺

環境安全課

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

10:00〜
重要文化財防火訓練
10:30

豊財院

環境安全課

13:30〜

羽咋市少年少女発明クラブ
科学実験「モーター工作」

コスモアイル羽咋 生涯学習課

15:30〜

羽咋市体育協会
平成30年最優秀選手賞等表彰式

コスモアイル羽咋 生涯学習課

のどぐろ

祭り 」を紹介しました。

七尾市
のと里山里海ミュージアム体験イベント
能登の里山里海にちなんださまざまな体験
イベントを開催します。
開催日 １月20日㈰
内容 【冬の遊び】10:00 〜 12:00
【冬の風物〜かきもち作り〜】
14:00 〜 16:00
※要申込、定員 20人、材料費 700円
のと里山里海ミュージアム
（☎0767‑57‑5100）

18:00〜 羽咋市体育協会新年互礼会

休暇村

生涯学習課

9:00〜
重要文化財防火訓練
9:30

妙成寺

環境安全課

10:00〜
重要文化財防火訓練
10:30

気多大社・正覚院 環境安全課

14:00〜 図書館の映画上映会『ケロリンピック』
15:30 （約87分）

コスモアイル羽咋 図書館

22 ㈫

13:00〜 ４カ月児健診

羽咋すこやか
センター

健康福祉課

23 ㈬

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〜
シルバー人材センター入会者説明会
11:00

羽咋勤労者総合
福祉センター

シルバー人材
センター

24 ㈭

14:00〜
栄養・運動教室
15:30

羽咋すこやか
センター

健康福祉課

25 ㈮

14:00〜
切り絵教室『ひなまつり』
16:00

コスモアイル羽咋 図書館

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
志賀町祭実行委員会事務局
（☎0767‑32‑1111）

28 ㈪

11:00〜
よちよちおはなし会
11:30

コスモアイル羽咋 図書館

宝達志水町

30 ㈬

10:00〜
シルバー人材センター入会者説明会
11:00

羽咋勤労者総合
福祉センター

20 ㈰

歴史民俗資料館

大漁起舟祭

日時

シルバー人材
センター

臨時休館のお知らせ

企画展準備作業のため、１月21日㈪から２月１日㈮まで臨時休館し
ます。
問い合わせ

志賀町

歴史民俗資料館（☎22‑5998）

工事の発注状況

国指定重要文化財 喜多家

茅葺の重厚な門構えを残す表門や主屋、道
具倉などが説明付きで見学できます。
開館時間 9:00〜16:45(入館は16:00まで)
(12月〜２月の入館は15:00まで)
休館 毎週火曜日（祝日の場合は翌日）
入場料 大人500円・小人200円
生涯学習課文化財室(☎0767‑28‑5180)

中能登町
中能登ふれあいコンサート2019

（予定価格：１千万円以上）11月分
◆寺家工業団地造成工事（1,987万円、小倉建設㈱）
◆羽咋市公共下水道 的場マンホールポンプ場改修工事
（967万円、
（有）平田電気工事）
＊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。

中能登中学校をはじめとした近隣の中学
はじめとした近隣の中学
校・高校の吹奏楽部や一般の吹奏楽団によ
る演奏会です。参加者全員による迫力の全
体演奏も見どころの一つです。
日時 ２月10日㈰
開場12:30〜、開演13:00〜
場所 ラピア鹿島 アイリスホール(入場無料)
生涯学習課（☎0767‑76‑1900）
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へい こく さい

気多大社では、春の「平 国 祭（おいでまつり）
」や
う まつり
冬の「鵜祭」など、様々な年中祭祀が行われています。
こうした神事の舞台となるのは、拝殿・本殿を中心と
する国・県指定の文化財建造物群です。
これらの社殿建築は、「入らずの森」と呼ばれる、古
くから立ち入りが禁じられた鎮守の森に囲まれるよう
に配置されています。この森は、タブやサカキなどの
け た じん じゃ しゃ そう
常緑樹を中心とする貴重な原生林で、「気 多 神 社 社 叢 」
として国の天然記念物に指定されています。タブやサ
カキは、常に青々とした葉をつける性格から、その永
遠性への信仰が生まれ、神社の御神木や鎮守の森によ
く見られる樹木です。
気多の祈りと祭りは、建造物群と大きな鎮守の森が
一体となった空間で執り行われています。

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。
PIN No.P13‑0179

自治体広報紙配信アプリ
「マチイロ」インストール
はこちら

古紙配合率100％再生紙を使用しています

TEL 0767‑22‑0771 FAX 0767‑22‑8109
ホームページアドレス http://www.city.hakui.ishikawa.jp
メールアドレス kouhou＠city.hakui.lg.jp

上空から見た気多大社と
入らずの森

発行者 石川県羽咋市(総務部秘書室担当)
〒925‑8501 石川県羽咋市旭町ア200番地

能登国一宮の祈りの空間
気多の建造物群と入らずの森

平成31年（2019）

平成31年１月１日発行／月刊

建造物編

■新年、明けましておめでとうございます。
羽咋中と邑知中から計7人の生徒が入賞した全
国中学生人権作文コンテスト（11㌻）
。羽咋中と
邑知中のどちらも、このコンテストへの応募率が
高く、特に邑知中では、全校生徒の93.2%が応
募しました。これを受け、法務省と全国人権擁護
委員連合会から邑知中に感謝状が贈られました。
人権は非常に大切なもの。頭では何となくわ
かっていても、深く考える機会は少ないと思いま
す。作文を書くことを通じて、たくさんの生徒が
人を思いやり、相手の立場を考える ことの大
切さを実感してほしいですし、多感な中学生だか
らこそ、しっかりと考え自覚してほしいテーマで
す。
市内中学校の 人権を尊重する人を育てる す
ばらしい取り組みだと思います。
（見附）
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