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羽咋創生の
軌跡

　羽咋市では、平成27年10月、市の人口減少に歯止めをか
けるために「がんばる羽咋創生総合戦略」を策定しました。
同戦略の計画期間は５年。平成29年７月には、地方創生の
拠点‶道の駅のと千里浜"がオープンし、戦略に基づく政策が
さらに力強く展開されてきました。
　そして、平成31年度はその最終年度になります。今月号
では、これまでの羽咋創生の軌跡を振り返り、平成31年度
当初予算に基づく新たなまちづくりについてもご紹介します。～５年目の総仕上げへ～

予算担当　　市企画財政課（☎22-7162）　　　　　　　　　
総合戦略担当　　市まち・ひと・しごと創生本部事務局（☎22-7161）

１年目

２年目

３年目（中間年度）

平成27年度

平成28年度

平成29年度

スタート

実行元年

深化・発展

①羽咋市人口ビジョン､がんばる
　羽咋創生総合戦略策定

②ジビエ活用の推進へ
　（獣肉処理施設が稼働）
③自然栽培普及を本格化、
　 聖地化を掲げる
④初の地域おこし協力隊を採用
⑤ふるさと納税制度リニューアル

H27.10 総合戦略を山辺市長に報告

①道の駅整備・地域産品の
　開発（農菓マッチング）
②自然栽培聖地化プロジェクト
　の推進とはくい式自然栽培実
　行委員会の組織化

③自然栽培にロボット、IoTを
　活用(会宝産業㈱が進出表明)
④ふるさと納税寄付額が２億円に
⑤地域で支えるまちづくり推進へ
　(地域包括ケアシステム構築)
⑥国と連携したRESAS活用
　政策立案ワークショップ開催

H28.8 生産者、JAはくい、市が
６次産業化に向けて一丸の協定締結

①道の駅グランドオープン
②地域商社機能の土台づくり
③市民提案型まちづくり支援事業
　開始

④地域での支えあいの場支援

⑤地域包括ケアを対象とし、金沢
大学・ NECとの庁内データを
活用した産官学連携協定締結
⑥邑知の郷公園の再整備へ
⑦中間年度における総合戦略の
数値目標の確認と点検

持続可能なまちづくりを目指して
（写真は“邑知長寿会”のしめ縄作り）

地域に合った介護予防を展開
（写真は福水町はつらつ元気会）
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４年目

５年目（最終年度）

平成30年度

平成31年度

充実・強化

自立・自走

①子育て支援の充実

②地域商社機能の推進

③住環境や都市機能の整備計画
策定

④市民提案型まちづくり支援事
業の継続と持続可能なまちづ
くり推進体制の土台づくり

⑤地域住民による支えあいのま
ちづくりを推進

⑥平成31年度の総仕上げと総点
検に向けた施策の充実と強化

⑦国県関係機関との連携強化

子育て、教育環境を充実
若い世代の結婚・出産もサポート

ふるさと納税返礼品も考案
自然栽培米やのとししなどの魅力をPR

定住促進分譲地を整備
（写真は島出町‶夕日ヶ丘"イメージ）

①安全・安心なまちづくりと
　子育て・教育・高齢者支援

②地域商社機能の強化と
　自立・自走化

③地域資源を生かした交流人口
拡大

④駅周辺整備(旧マルシェ含む)
による｢まちなか｣の賑わい創
出の基本計画策定

⑤市の基本計画となる第６次総
合計画策定準備　

⑥第１期総合戦略の総仕上げと   
次期総合戦略策定準備

安心して子育てができる環境の整備

自主出店できる新モデルの確立
（写真は道の駅の魚市と焼いも販売）

㈱日本旅行と連携し、新たな
羽咋観光の企画を国内外へ発信

旧マルシェの整備に向けて

平成31年度
重点施策(一部)

重点Ⅰ
安全・安心な
まちづくりの推進

１認定子ども園改修事業
　（羽咋白百合幼稚園の大規模
　　改修）
 6,680万円
２千里浜児童センターの大規模
改修 6,200万円
３避難所機能強化・備品整備事業
　（指定避難所に災害時特設公
　　衆電話の配置や公衆無線　
　　LAN(Wi-Fi)の設置と避難
　　所誘導標識の設置）など
 1,528万円

重点Ⅱ
子育て・教育・
高齢者への支援拡充

１外国語教育推進事業
　⑴中学生の英検受験料1/2補
助のほか、新たに小学生の
英検ジュニアと英検５級の
受験料1/2を補助

　⑵外国語指導助手等を４人配
置

　　　　　　　　　1,570万円
２老人福祉センター車両更新事
業(老人福祉センター利用送迎
車両をバスからワゴン車に更
新)
 420万円

重点Ⅲ
自立・自走に向けた
『地域商社機能』の
さらなる推進

１はくい地域産業センター整備
　運営事業
　⑴はくい地域産業センター
(旧先端医学薬学研究セン
ター：飯山町）に物流・研
究加工施設を整備

 5,767万円



4　広報はくい No.802 2019年４月

①羽咋における安定した雇用と
　魅力あるしごとを創出する

②羽咋への新しいひとの
　　　　　　　流れをつくる

(継続）移住ワンストップ窓口事業 1,355万円
　　(地方移住希望者への情報提供・PR。短期就
農体験や空き家案内、体験住宅の提供)

(継続）千里浜海岸魅力アップ事業 289万円
　　(SSTR(バイクイベント)、千里浜砂像イベ
ントの開催支援）

　　　 気多神社「神庫」保存修理工事補助事業
 375万円
　　(屋根の葺き替え､保存修理工事､耐震診断、
補強工事への補助）

(継続）観光推進事業 691万円
　　(観光ボランティアガイド｢こんちま羽咋｣の活動支

援や観光ポスターの作製、イベントへの出向宣伝な
どの実施。イルミネーション設置による誘客）

(継続）寺家遺跡保存整備事業 1,977万円
　　(｢整備基本計画｣をもとに､史跡の保存･整備を推進）

(継続）妙成寺｢書院・三光堂｣保存修理工事補助事業
 　　　 　675万円
　　(屋根の葺き替え、保存修理工事、耐震診断、
補強工事への補助）

(継続）文化財価値創造事業  30万円
　　(妙成寺の多面的視点による調査報告会の実施）

　　　 ちりはまホテルゆ華空調設備改修事業
 580万円
　　(老朽化した空調設備の改修の設計委託）

　　　 市内周遊イベント開催事業 100万円
　　(市内観光周遊イベント｢羽咋クエスト｣を開催）

(継続）峨山道トレイルラン開催補助事業 300万円
　　(峨山道トレイルラン開催補助）

新規　　　 神子原直売所施設更新事業 506万円
　　(施設の増築と農業機械などの更新。農家の
所得の向上と中山間地域農業の維持発展)

(拡充）有害鳥獣捕獲対策事業         925万円
　　(イノシシ捕獲奨励金や狩猟免許取得、更新
を助成し、農作物被害を抑制)

(継続）ジビエ活用推進事業 333万円
　　(農作物に被害を与えるイノシシを食肉や加工

品として商品化するジビエ事業の自立を支援)

(拡充）羽咋駅周辺整備事業 1,127万円
　　(羽咋駅周辺整備によるまちなかの賑わい創
出を図るため、市民や関係者などの意見を聴
きながら基本計画を策定）

(継続）地域商社機能推進事業 3,727万円
　　(市場ニーズの把握と情報提供、地域産品の
発掘やマッチング支援、地域内外とのネット
ワークの構築による販路拡大など）

　　　 はくい地域産業センター整備運営事業　
 　　　　　　    5,767万円
　　(旧先端医学薬学研究センターに地域商社機
能の推進による地域ビジネスの創造と成長を
図るため地域商社機能拠点施設を整備）

　　　 企業合同就職面接会開催事業 15万円
　　(市内企業・事務所・商店を対象とした「羽
咋市企業合同面接会」を開催）

　　　 人口ビジョン・総合戦略策定事業 478万円
　　(第２期｢がんばる羽咋創生総合戦略｣を金沢
大学などと連携し策定）

総合戦略に基づく主な取り組み(平成31年度当初予算）

※総合戦略では人口減少に歯止めをかけることを最大の目的とし、４つの基本目標を掲げています。当初予算もその考えに 

地域商社の取り組みとして、金沢市で実施された
試験販売（道の駅のと千里浜の商品を販売）

県指定文化財　気多神社「神庫」新規

新規

新規

新規

新規

新規
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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

④時代に合った持続可能な地域を
　つくり、地域と地域が連携する

　　　 公共施設等長寿命化計画策定事業 4,470万円
　　(市の所有する全施設を対象として、維持管
理・更新などを推進するための計画を策定）

　　　 避難所機能強化・備品整備事業 1,528万円
　　(指定避難所に災害時特設公衆電話の配置や
公衆無線LAN（Wi-Fi）などを設置)

　　　 小中学校体育館｢非構造部材｣耐震化事業
 440万円
　　(地域の避難所である小中学校体育館の非構造

部材(照明やバスケットゴールなど)の耐震化）

　　　 洪水ハザードマップ作成事業 320万円
　　(近年の豪雨災害に対応するため、既存の洪
水ハザードマップを見直し)

　　　 老人福祉センター車両更新事業 420万円
　　(老人福祉センター利用送迎車両をバスから
ワゴン車に更新）

　　　 小中学校体育館・羽咋体育館照明LED化事業
 　　　　　　　  4,270万円
　　(小中学校体育館と羽咋体育館アリーナの照
明をLED化）

　　　 羽咋運動公園テニスコート改修事業 4,551万円
　　(人工芝張替、ナイター照明のLED化）

　　　 住民票等コンビニ交付サービス事業
 3,393万円
　　(マイナンバーカードを利用して各種証明書(住民

票など)をコンビニで交付するシステムを導入）

　　　 第６次総合計画策定事業 434万円
　　(羽咋市の基本計画となる第６次総合計画を
H31とH32年度の2カ年で策定）

(拡充）放課後児童クラブ利用料を減額 476万円
　　(月額８千円を６千円に減額）

　　　 風しん追加対策事業 699万円
　　(39歳から56歳男性を対象に、風しんの抗体
検査・予防接種を実施）

(拡充）認定こども園改修事業 6,680万円
　　(羽咋白百合幼稚園の大規模改修）

　　　 千里浜児童センター大規模改修事業 6,200万円
　　(外壁や空調の更新、遊具の設置など）

　　　 保育所防犯対策事業 575万円
　　(各保育所(園)・認定こども園に防犯カメラを設置）

　　　 教職員用パソコン購入事業 2,784万円
　　(老朽化している教職員用パソコンの一斉更
新。ノート型172台・デスクトップ型８台）

(拡充）学校給食共同調理場改修事業 4,545万円
　　(老朽化している食器洗浄機やエアコンなどを更新）

(拡充）外国語教育推進事業 1,570万円
　　(外国語指導助手などを4名体制に拡充。英
検受験対策講座の開催と受験料の1/2を助成。
助成対象も拡大）

　　　 中学生国際交流調整視察事業 103万円
　　(Ｈ32年度の中学生海外派遣事業のため、Ｈ
31年度に現地交流先などの調整を実施）

(拡充）学校支援員配置事業 2,782万円
　　(児童・生徒の学習面等を支援する支援員を
２人増員し20人体制に拡充）

　　　 体育施設使用料無料化 歳入 約100万円減
　　(市内の小中学生を対象に、体育施設の使用
料を無料化）

～羽咋創生の集大成、次なるステージへ～

基づき、重点化しています。

グローバル化に対応した英語教育を推進

災害時の避難場所の利便性向上へ

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規
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平成31年度　会計別予算
会計名  当初予算額 前年度比

一般会計 101億2,000万円 ＋ 2.6%
特別会計 55億4,840万円 △ 2.3%
国民健康保険 24億1,800万円 △ 6.1%
後期高齢者医療 3億7,200万円 ＋ 3.3%
介護保険 27億4,500万円 ＋ 0.4%
千里浜財産区 1,340万円 ＋ 14.5%

企業会計 26億9,180万円 △ 1.8%
水道事業 8億2,110万円 △ 5.7%
下水道事業 18億7,070万円 ＋ 0.1%
合　計 183億6,020万円 ＋ 0.4%

　特別会計では、前年度と比較して１億
3,030万円の減額、率にして2.3％の減
少となりました。
　主な理由は、後期高齢者医療費の増加
により後期高齢者医療特別会計予算が
1,200万円、地域包括支援センター運営
事業費や生活支援体制整備事業費の増額
により介護保険特別会計予算が1,200万
円、それぞれ増額するものの、保険給付
費などの減額により国民健康保険特別会
計予算が１億5,600万円減額するためで
す。
　企業会計のうち、水道事業会計では、
予算総額８億2,110万円であり、建設改
良費の減少などにより、前年度と比較し、
4,930万円の減額となりました。
　下水道事業会計においては、予算総額　下水道事業会計においては、予算総額
18億7,070万円であり、営業費用の増加18億7,070万円であり、営業費用の増加
などにより、前年度と比較し、100万円などにより、前年度と比較し、100万円
の増額となりました。の増額となりました。

予算のあらまし
平成31年度当初予算の総額

（一般会計）

101億2,000万円
（前年度比　２億6,000万円増）

　一般会計の当初予算額は、101億2,000万円で、
前年度と比較し、２億6,000万円の増額、率にして、
2.6％の増加となりました。

■前年度比増減の主な理由

平成31年度当初予算の総額(特別会計など含む)

183億6,020万円(前年度比　8,140万円増）

【増額要因】
①千里浜児童センターの改修費 ＋6,200万円
②飯山町にある旧先端医学薬学研究センター
を新たな地方創生の拠点施設にするなどの
地域商社機能推進費 ＋5,392万円
③公立羽咋病院の運営負担金 ＋6,367万円

【減額要因】
①平成30年度に島出町にある定住促進分譲地
“夕日ヶ丘"が完成したことによる宅地造成費 
 △6,125万円
②誘致企業への助成金  △4,025万円
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一般会計予算の内訳

前年度比増減の主な理由
■歳入
【市税】
固定資産税や市たばこ税の減少により、全体では
前年度と比較し、3,200万円の減額となる見込み
です。
【地方交付税】
35億8,000万円を計上。臨時財政対策債２億
8,500万円を合わせた実質的な地方交付税総額は、
38億6,500万円となり、前年度対比では１億500
万円の増額となりました。
【国県支出金】
千里浜児童センターの改修に伴う次世代育成支援
対策施設整備交付金の増加などにより、前年度と
比較し、986万円の増額となりました。
【市債】
羽咋体育館アリーナ照明のＬＥＤ化等に伴う体育
施設整備事業債などの増加により、前年度と比較
し、9,460万円の増額となりました。
【その他】
ふるさと納税による寄附金の増額などにより、前
年度と比較し、1,564万円の増額となりました。

■歳出
【人件費】　　　　
退職手当は5,795万円で、前年度と比較して4,805万円の
増額となり、人件費の総額は前年度と比較し、8,621万円
の増額となりました。
【公債費】
市債の繰上償還の実施などにより、前年度と比較し、１億
200万円の減額となりました。
【物件費】
公共施設等長寿命化計画策定事業などの増加により、前年
度と比較し１億4,818万円の増額となりました。
【補助費等】
公立羽咋病院事業負担金や広域圏事務組合衛生費分担金な
どの増加により、前年度と比較し5,096万円の増額となり
ました。
【普通建設事業費】
邑知公民館整備事業や定住促進宅地造成事業などの建設事
業費が減少となったものの、小中学校体育館及び羽咋体育
館アリーナ照明LED化や千里浜児童センターの大規模改
修などの建設事業の増加により、前年度と比較し836万円
の増額となりました。
【その他】
ふるさと納税による寄附金の一部をまちづくり基金への
積立金として計上したことなどにより、前年度と比較し、
6,533万円の増額となりました。

人件費：議会議員・職員(特別職含む)・各種委員会委員の
委員報酬・給料・共済費・退職金など

扶助費：保育所の運営費・医療費の助成・生活保護世帯へ
の助成など

公債費：市の長期の借金の返済金や短期(１年以内)借入金
の利子など

物件費：公共施設の管理や機器の保守など
補助費等：各種団体へ交付される補助金、負担金など
普通建設事業費：道路・学校整備など公共事業に要する経費

用語解説

歳
出

歳
入

人件費　12.5億円（7.4％増）人件費　12.5億円（7.4％増）人件費　12.5億円（7.4％増）

扶助費　16.1億円（0.2％増）扶助費　16.1億円（0.2％増）扶助費　16.1億円（0.2％増）

公債費　13.5億円（7.0％減）公債費　13.5億円（7.0％減）公債費　13.5億円（7.0％減）

物件費　15.5億円（10.5％増）物件費　15.5億円（10.5％増）物件費　15.5億円（10.5％増）

補助費等　23.3億円（2.2％増）補助費等　23.3億円（2.2％増）補助費等　23.3億円（2.2％増）

その他　11.9億円（5.8％増）その他　11.9億円（5.8％増）その他　11.9億円（5.8％増）

普通建設事業費　8.4億円（1.0％増）普通建設事業費　8.4億円（1.0％増）普通建設事業費　8.4億円（1.0％増）

国県支出金
16.7億円（0.6％増）
国県支出金
16.7億円（0.6％増）
国県支出金
16.7億円（0.6％増）

地方交付税
35.8億円（4.4％増）
地方交付税
35.8億円（4.4％増）
地方交付税
35.8億円（4.4％増）

市税
25.9億円（1.2％減）
市税
25.9億円（1.2％減）
市税
25.9億円（1.2％減）

地方譲与税、交付金
5.5億円（4.1％増）
地方譲与税、交付金
5.5億円（4.1％増）
地方譲与税、交付金
5.5億円（4.1％増）

市債　10.0億円（10.5％増）市債　10.0億円（10.5％増）市債　10.0億円（10.5％増）

その他　7.3億円（2.2％増）その他　7.3億円（2.2％増）その他　7.3億円（2.2％増）
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平成31年 第１回

市 議 会
定 例 会

説明に立つ山辺市長

　平成31年第１回羽咋市議会定例会は、２月25日から３月19日ま
で開催されました。平成31年度一般会計予算案などが審議され、市
長提出議案22件、議員提出議案3件が可決・同意されました。
　２月25日、山辺市長は提出議案の説明に先立ち、新年度の予算編
成方針や主要施策など、当面する課題や取り組みについて報告しま
した。主な内容は次のとおり。

自然栽培米の
栽培・販売計画を確認
　１月23日に、ＪＡはくい、生
産者とともに組織した「はくい
式自然栽培実行委員会」が開催
され、販売量を考慮した栽培計
画のほか、自然栽培の普及促進
や多角化と収益増に取り組んで
いく方針が確認されました。
　市としては、引き続き、栽培
技術の向上や加工品の開発、販
路拡大など、就農者の自立に向
けた支援を行っていく予定です。
　平成30年産の自然栽培米は、
約35㌧の収穫があり、そのうち
25㌧が、ふるさと納税の返礼品
として活用され､残りは､ＪＡな
どでの販売により、完売する見
込みです。
　平成31年度も、平成30年度
とほぼ同規模の生産を予定して
います。

ジビエ事業の規模拡大へ
　平成30年度のイノシシ捕獲
頭数は、昨年度から倍増とな
る約600頭を見込んでいますが、
生息数を抑え込むまでには至っ
ていません。
　平成31年度は、捕獲奨励金
の見直しや捕獲免許更新助成の
新設などにより捕獲隊員の増加
を図り、被害の軽減に努めます。
　平成30年度の獣肉処理施設
の処理頭数は400頭、販売額は
2,200万円を見込んでいます。
　現在、獣害対策とジビエ事業
の拡充に向け、県と市の地方創
生共同事業として、先端医学薬
学研究センターにおいて獣肉処
理施設の改修を進めており、平
成31年４月から「はくい地域
産業センター」としての運用を
予定しています。

地域商社の自立運営の
推進に向けて
　地域商社は、平成30年度か
ら本格的に事業を開始しており、
専任の担当者２人が「のとしし
カレー」のレトルトをはじめ、
棒寿しや肉まんなどイノシシを
活用した商品の開発や、金沢の
百貨店での催事開催、道の駅で
の鮮魚販売などさまざまな取り
組みを行ってきました。
　これらの取り組みの効果もあ
り、道の駅のと千里浜のレジ通
過者は、グランドオープンから
１年７カ月となる１月25日で
50万人を超え、当初の計画を
上回る状況となっています。
　平成31年度も、引き続き地
域商社による各種事業を実施し、
自立した運営を推進します。
　また、地域商社の新たな拠点
として「はくい地域産業セン
ター」を改修し、これまで商品
化が困難であった少量の特産品
や季節限定商品の開発など、羽
咋の特色を生かした加工品の研
究と開発に取り組むことで商社
機能の拡充を図ります。

ふるさと納税の寄付額
県内第１位に
　平成30年度分のふるさと納
税額は、前年度をおよそ１億円
上回り、3億7,000万円に達す
る見込みです。ふるさと納税で、人気が高い

自然栽培の“羽咋米”
はくい地域産業センターとして改修
予定の旧先端医学薬学研究センター

１月25日に通算レジ通過者50万人
を達成した道の駅のと千里浜
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【可決された議案】
〈市長提出分〉
◆平成31年度羽咋市一般会計予
算

◆平成31年度羽咋市国民健康保
険特別会計予算

◆平成31年度羽咋市後期高齢者
医療特別会計予算

◆平成31年度羽咋市介護保険特
別会計予算

◆平成31年度羽咋市水道事業会
計予算

◆平成31年度羽咋市下水道事業
会計予算

◆平成30年度羽咋市一般会計補
正予算(第６号）　など

〈議員提出分〉
◆国に国保への国庫負担増を求
める意見書の提出について

◆75歳以上の後期高齢者医療自
己負担を２割にしないことを
国に求める意見書の提出につ
いて

◆主要農作物種子法廃止に伴い
日本の種子の保全の施策を求
め石川県条例の制定を求める
意見書の提出について

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

第１回羽咋市議会定例会

　今後も、事業者と連携を図り
ながら、市内の特産品のＰＲに
努め、寄付の拡大に向けた取り
組みを推進していきます。

魅力的な婚活イベント
で出会いを後押し
　未婚の男女の出会いの場とし
て、昨年12月に列車に乗って
の出会いの旅を企画した「ハッ
ピートレイン」や１泊２日での
「ハピネスツアー」の婚活イベン
トを実施し、延べ52人が参加し
て６組のカップルが成立してい
ます。
　また、２月に赤ちゃんとのふ
れあいを通じた「赤ちゃん婚活
パーティー」を企画し、和やか
な雰囲気での婚活イベントを開
催しました。
　出会いの場やマッチングの支
援活動を行う結婚相談員の育成
を図っており、現在の相談員は
平成29年度より３人増の８人と
なっています。
　平成30年度の実績としては、
これまで10件のマッチングが成
立しています。

羽咋バイパス
神子原と氷見区間の整
備準備に向けて
　現在、羽咋バイパス第２期区
間である中川町から神子原町に
至る延長3.7㌔区間で整備が進
められていますが、第２期区間

の終点である神子原町から富
山県境までの延長3.3㌔区間は、
事業化されていない状況です。
　事業化には、石川県と富山県
が連携して道路整備に向けた調
査・検討を行うことが必要なの
で、神子原地区と氷見市の熊無
地区を主体とした整備促進期成
同盟会の設立に向けて準備を進
めていきます。

平成31年度から国保の
税率改正を予定
　制度改正により、県が提示し
た国民健康保険事業費納付金を
納めるために、税率や賦課方式
の見直しが必要となったことか
ら、平成29年度に、税率改正計
画を作成しました。
　平成30年度からこの計画を実
行し、平成31年度は賦課方式を
変更するための税率改正を予定
しています。

副市長に中田裕之氏

人事案件１

 普通電車を貸し切って開催された
 婚活イベント“ハッピートレイン”

柴垣町、61歳
昭和56年7月に羽咋市役所職
員として採用され、市民福祉
部長、総務部長などを歴任

任期　４月１日から４年間

副議長に北川真知子氏

人事案件２

千里浜町、66歳
平成25年10月に市議会議員
に初当選し、現在２期目
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㈱日本旅行が羽咋創生をバックアップ
一つのきっかけが大きな絆に
　２月28日、市は㈱日本旅行と
“地方創生"に向けた包括連携協定
を締結しました。
　この協定は、市と㈱日本旅行が
互いに協力し、羽咋の観光振興や
魅力発信、移住・定住をはじめと
する地域の活性化に向けて取り組
むことに合意したものです。
　㈱日本旅行は、日本でも有数の
大手旅行会社で、同社が特定の自
治体のPRのために協定を締結す
るのは全国でも初となります。
　昨年12月にJR七尾線の普通電
車を貸し切って行われた婚活イベ
ント“H

ハ ッ ピ ー

APPY トレイン in 羽咋”
は、㈱日本旅行の協力を得て開催
され、このことが協定締結のきっ
かけとなりました。

羽咋の魅力発信、全力で
　調印式で、山辺市長は「地方創
生に関する御社との協定締結は、
全国1741市区町村の中で初めて
のことであり、本市が保有する自
然や文化遺産をPRし、新たな人
の流れをつくるために力添えいた
だけることは大変光栄です」と感
謝の言葉を述べました。
　㈱日本旅行の堀坂明弘社長は
「羽咋には、千里浜なぎさドライ
ブウェイをはじめとする観光資
源、自然栽培米やのとししなどの
食の魅力があり、私たちがこれま
で培ってきた観光交流や地方創生
におけるノウハウを最大限発揮し
て、地域の活性化や人材育成に取
り組み、交流人口の拡大に寄与し
たい」と意気込みを語りました。

　山辺市長も「市の情報発信はま
だまだ弱いと感じているので、連
携して国内外に羽咋の知名度を高
めていきたい」と羽咋創生への決
意を新たにしました。

主な協定内容
■国内旅行企画商品の開発や峨山
道トレイルランなどのスポーツ
イベントに関わる商品開発
■千里浜なぎさドライブウェイを
はじめとする観光資源や文化遺
産の活用
■移住・定住のモニターツアーの
実施
■農・食・観光を楽しむ体験型ツ
アーの拡大、ジビエ、自然栽培
米のプロモーション
■ふるさと納税返礼品としての旅
行商品開発の検討　など

市区町村
協定第１号 協定を交わし、手を取り合う堀坂社長(左)と山辺市長(右)

㈱日本旅行の宣伝部長を務める“キティちゃん"(中央)も一緒に
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㈱コスモと‶一次避難所等施設利用に関する協定"締結
～市民の安全・安心のために力添え～

　２月21日、市は、葬祭業を営む株式会社コスモ(新保
町)と‶一次避難所等施設利用に関する協定"を締結しま
した。
　この協定により、地震や水害などによる大規模災害が
発生した場合やその恐れがある場合、新保町にある‶セ
レモニー会館コスモ"の駐車場を一次避難場所に、施設
内を一次避難所として利用することが可能になります。
　同社の岡野茂総支配人は「葬祭業を開始してから今年
で20年目となり、市にこれまでの恩返しをしたいと考
えました。災害時の避難所として、市のために貢献でき
ればと思います」と述べ、山辺市長は「民間施設を一次
避難所として指定させていただくのは、市内では初めて。
冷暖房などが整っている施設を利用できるのは、市民に
とって喜ばしい限りです」と謝意を伝えました。

協定を締結し、握手を交わす岡野茂総支配人(左）
と山辺市長(右）

公共施設の指定管理者を
お知らせ

ユーフォリア千里浜

千里浜児童センター

羽咋市ファミリーランド､ちびっ子自然センター、
ふれあいキャンプ場

指定管理者　学校法人　羽咋白百合学院咋白百合学院
指定期間
　2019年４月１日
～2024年３月31日(５年間））

指定管理者
特定非営利活動法人　日本中国朱鷺保護協会中国朱鷺保護協会
指定期間
　2019年４月１日
～2022年３月31日(３年間）

指定管理者　㈲プロジェクトドゥトドゥ
指定期間
　2019年４月１日
～2024年３月31日(５年間））

久保順一さん(東川原町)が
まちづくりのため寄付
～市から感謝状を贈呈～

　３月12日、市に一千万円を寄付した八幡グ
ループ代表の久保順一さんに山辺市長から感謝
状が贈呈されました。
　久保さんは「市のまちづくりのために生かし
てほしい。特に、駅周辺が憩いの場として活気
を取り戻すきっかけにしてもらえれば」と申し
添えました。
　山辺市長は「これまで、久保さんには観光協
会、商工会の会長などの要職を多年にわたって
担っていただいた」と感謝の言葉を述べ、「寄
付金については、羽咋の発展につながるように
活用していきたい」と伝えました。

山辺市長から感謝状を手渡される久保さん(左）
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大型連休期間中の休業日のお知らせ

が休業日になります。

施設名

４月 ５月

電話番号 担当27日 28日 29日 30日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

市 役 所 22-1111 総務課

コ ス モ ア イ ル 羽 咋 22-9888

生涯学習課

図 書 館  22-9777

各 公 民 館 22-9331

ユーフォリア千里浜 22-9000

羽 咋 体 育 館 22-3312

羽 咋 市 武 道 館 22-6744

羽 咋 市 市 民 体 育 館

22-3312

神子原スポーツセンター

余喜スポーツセンター

羽咋運動公園内弓道場

羽咋運動公園内テニスコート

羽咋運動公園内野球場

す ぱ ー く 羽 咋

羽 咋 市 柔 道 館

眉丈台地スポーツ広場

羽咋すこやかセンター 22-3311 健康福祉課

歴 史 民 俗 資 料 館 22-5998 文化財室

社 会 福 祉 協 議 会 22-6231 社会福祉協議会

老 人 福 祉 セ ン タ ー 22-5313 老人福祉センター

千里浜児童センター 22-6318 千里浜児童センター

道 の 駅 の と 千 里 浜  22-3891 道の駅のと千里浜

羽咋勤労者総合福祉センター 22-2700 シルバー人材センター

公 立 羽 咋 病 院 22-1220 羽咋病院

リサイクルセンター
(ご み 処 理 施 設) 27-1153

広域圏事務組合衛生センター(し尿処理施設）

羽咋斎場・志賀斎場 (羽)22-0420
(志)32-0238

ちびっ子自然センター 22-7799 環境安全課

大型連休中のごみ収集は通常どおり行います（祝日、振替休日も収集します）。
問い合わせ　市環境安全課（☎22-7137）

開館時間（８:30～17:00）　※７日㈫、８日㈬は休館

開館時間（９:30～17:00）　※７日㈫、８日㈬は休館

通常営業（10:00～22:00）　※７日㈫、８日㈬は休館

通常開館（９:30～17:00、入館は16:30まで) ※７日㈫、８日㈬は休館

８:15～11:30
まで受付
※午後休診

８:30～12:00
まで利用可能

８:30～
12:00

まで利用可能

婚姻届、出生届などの戸籍届出は、日直で受け付けます
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大型連休期間中に診療する医療機関のご案内

　大型連休中に診療を行う、羽咋郡市内の医療機関は次のとおりです。
※４月と５月の休日当番医は34～35㌻をご参照ください。

市町 医療機関名 電話番号 診療する日 時間帯 備考

羽咋市

疋島クリニック ☎22-1205 ５/ ２㈭  8:30～12:00 　

羽咋診療所 ☎22-5652
４/30㈫

 9:00～12:00 　
15:00～18:00 　

５/ ２㈭  9:00～12:00 　
森田クリニック ☎23-4775 ５/ ４㈯ 13:00～16:00 ５/４㈯午前中当番医

志賀町

町立富来病院 ☎42-1122
４/30㈫

受付 8:30～11:30 　
５/ ２㈭

志賀クリニック
（内科・小児科） ☎32-5307 ５/ ３㈮  8:30～12:00

四蔵医院 ☎37-1030
４/30㈫  9:00～12:00

４/28㈰午前中当番医
５/ ２㈭  9:00～12:00

ひよりクリニック ☎42-2300
４/30㈫

 9:00～12:00 　５/ １㈬
５/ ２㈭

向クリニック ☎42-1151
４/30㈫

 9:00～12:00

　
14:00～17:00

５/ ２㈭
 9:00～12:00
14:00～17:00

宝達志水町

町立宝達志水病院 ☎29-3121
４/30㈫

受付8:15～11:30 　
５/ ２㈭

松沼医院 ☎29-3188

４/30㈫ 14:30～18:30 ４/30㈫午前中当番医

５/ １㈬
 8:30～12:30 　
14:30～18:30 　

５/ ２㈭  8:30～12:30 　

　

お得に東京へ行きませんか

問い合わせ　のと里山空港利用促進同盟会（☎0768-26-2366）

　のと里山空港をご利用の皆さまにお得な情報で
す！
　のと里山空港利用促進同盟会で“ウイング・
ネットワーク”に入会すると市の助成金とは別に
右の助成金を受けることができます。
ウイング・ネットワーク会員の会費など
年会費　個人会員　1,000円
　　　（保護者が会員の場合､中学生以下は無料)
有効期限　会費を納めた日から１年間

①のと里山空港首都圏研修等助成金
　10人以上の利用で１人あたり　
　往復　3,000円　片道　1,500円
②ハッピーバースデイ能登羽田便利用旅行助成金
　誕生月に往復利用で１人あたり往復3,000円
③ファミリー能登羽田便利用旅行助成金
　（2019年４月１日から申請上限回数を２回→４回に拡大）
　同一世帯２人以上で１人あたり往復3,000円

※①～③のいずれか ＋ 市の助成金(往復3,000円、片道
1,000円)を利用してお得に東京に行くことができます！
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羽咋市住まいの助成金
市の補助制度を利用して現在の住まいを見直してみませんか？
住まいに関する疑問やお悩みもお気軽にご相談ください。

新しい住まいでの新生活を後押し
①新築住宅の取得 ③空き家の取得･改修

④新婚世帯新居費用

②家賃補助(新婚･子育て･空き家バンク)
　

対象　居住のために新築住宅を取得し、
　　　住宅の登記名義人となる人
　　　※建替えによる新築も対象
助成額
●市内在住者　一律10万円
●転入者　市内業者施工　住宅取得費の２％ (上限40万円)
●転入者　市外業者施工　住宅取得費の１％ (上限20万円)
※転入者は工事契約日において､ 市外在住の人または転入後
２年以内の市内在住の人で、住宅の登記名義人になる人。
ただし、羽咋市に再転入した場合は、再転入以前に他市町
に継続して５年を超えて住所を定めた人に限ります。

★加算額
●新婚世帯　　40万円加算
●三世代同居世帯　50万円加算
●三世代近居世帯　30万円加算
●子育て世帯(三世代同居・近居は除く）10万円加算
※子は2019年４月１日時点で18歳未満。契約日において
妊娠中の場合も含めます。

※三世代近居世帯　子、親のいる世帯で、市内に祖父また
は祖母がいる世帯。

※三世代同居世帯　子、親、祖父または祖母のいる世帯。
※助成金の内20万円は地域商品券により支給します。

対象　１年以上居住やその他の用途に使用されていない
　　中古住宅を､ 居住用または事業所として利用する人
助成額
●中古住宅取得費用の1/3
・中古住宅に入居する市内在住者　（上限20万円）
・中古住宅に入居する転入者　　　（上限50万円）
●中古住宅リフォーム・家財道具処分費用の1/3
・市内業者によるリフォーム　転入者　（上限50万円）
・市内業者によるリフォーム　転入者以外（上限40万円）
・市外業者によるリフォーム（上限20万円）
・家財道具の処分（上限10万円）
※次の中古住宅は対象外です。倉庫、車庫、同一敷地内に
使用中の建物がある場合
※助成金の内20万円は地域商品券により支給します。

対象　羽咋市に転入する新婚世帯で次の条件を全て満
たす世帯

・夫婦の少なくとも一方が転入した世帯
・申請日時点で、夫婦とも34歳以下の世帯
・申請日時点で、夫婦とも羽咋市に住民登録がある世
帯

・夫婦の平成30年分の所得の合計額が340万円未満
の世帯
助成額
●新規の住宅賃貸費用（賃料、敷金、礼金、共益費、
仲介手数料など）や、結婚に伴う引越し費用の合計額
で上限24万円。
※②の家賃補助と併用はできません。

対象　羽咋市に転入する新婚世帯または羽咋市に転入
する子育て世帯。または空き家情報バンクに登
録されている賃貸物件に入居した世帯。

助成額
●新婚・子育て　月額３千円×12カ月
※新婚世帯　　婚姻してから１年以内かつ夫婦の年齢がと
もに40歳未満の世帯

※子育て世帯　中学３年生以下のお子さんがいる世帯
※転入後１年以内であることが条件です
　（夫婦どちらか一方が転入者の場合でも可）
●空き家情報バンク　月額７千円×12カ月
★加算額　市外通勤世帯　月額３千円×12カ月　
※最大１年間分を、地域商品券により支給します。

し、

地域商品券を使えるお店は
市内200カ所以上！
羽咋市内のスーパー･ドラッ
グストア･飲食店･家電量販
店などで使えます。

暮らし
サポート

最大130万円助成 最大100万円助成

最大24万円助成

最大月額１万３千円助成
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安心･安全な住まいづくりを支援

三世代同居の子育て世帯を応援

①耐震診断･耐震改修

三世代同居増築･改修　

②危険ブロック塀撤去

③空き家の解体　

対象　昭和56年５月31日以前に建設された一戸建て
木造住宅（併用住宅の場合は住宅部分が全体の1/2以上）

助成額
（１）耐震診断
●耐震診断（上限９万円）
　現地調査による耐震診断に、
　９万円を限度に助成します。
●簡易耐震診断（無料）
　市から派遣する耐震診断士が、図面と写真を元に耐
震性能を簡易に診断します。図面がない場合や現地
調査を希望する場合は、自己負担5千円。

（２）耐震改修
●耐震改修工事（上限150万円）
　耐震診断を行い、「倒壊する可能性がある」と判定
された住宅が対象です。
●簡易耐震補強工事（上限10万円）
　部分的な補強工事に対し、１カ所あたり５万円を限
度に助成します。

対象　高校生以下の子(妊娠中の子も含む)がいる三世
代（子、親、祖父または祖母のいる世帯）が同
居する住宅の増築（10㎡以上）または改修で、
費用が150万円以上のもの。新たに三世代同居
を始めるために増築・改修する場合も対象です。

助成額 
●一律50万円
★新婚世帯は費用の1/3
　（上限90万円）
※助成金の内20万円は地域商品券により支給します。

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、次の条件を全て満たすもの

・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通行人の安全を脅
かす恐れのあるもの

※大阪府北部地震後に、既に撤去を実施した人も対象です。

助成額
●1㎡当たり4,000円以内で最大10万円

対象　１年以上居住やその他の用途に使用されていな
い空き家を、跡地活用のために解体するもの。

助成額
●解体後跡地に新築　費用の1/3（上限50万円）
●その他活用　費用の1/3（上限30万円）
※次のものは対象外です。倉庫、車庫、同一敷地内に使用
中の建物がある場合

※助成金のうち、20万円は地域商品券により支給します。

｢空き家･不動産｣無料相談会
～専門家が個別相談に応じます～

日　時　４月24日㈬　午後１時～４時
場　所　羽咋市役所１階　101会議室
参加費　無料　※事前の予約は不要です

　空き家の対策や利活用(売却･賃貸)に関するご
相談が増えています｡ 空き家以外にも､ 土地や建
物の取引に関する困りごとなど、ぜひこの機会に
お気軽にご相談ください。

無料相談会に関する問い合わせ
（公社)石川県宅地建物取引業協会

（☎0120-424-425）

助成金を受ける場合は事前に申請が必要です。
詳細な条件などは、市ホームページまたは下記までお問い合わせください。

申請先・問い合わせ　市地域整備課（☎0767-22-9645）

NEW
最大150万円助成 最大10万円助成

最大50万円助成

最大90万円助成
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まちづくりを支援まちづくりを支援まちづくりを支援
市民提案型の
・・・・・・

　市民の皆さんが提案し、自分たちで実施する事業を支援します。
１　対象事業
　　　「３年後にこんなまち、こんな活動をしたい｣ という目標を明確にし、新しい工夫や発展性を取り入れ、
助成期間終了後も継続が期待できる(1)または(2)の事業。

　　（1)地域の課題を市民と市の協働により解決していく事業
　　（2）「がんばる羽咋創生総合戦略」を推進する事業
※これまで各種団体の皆さんが取り組んできた事業に、交流・定住人口が増加する活動などを組み合わせる
ことで、対象事業となる場合もあります。

２　対象団体
　　　市内に活動拠点か事務所があり、提案事業を誠実かつ確実に実施できる、５人以上で構成する市民団
体など（町会、公民館単位の団体、地区協議会、ＮＰＯ、ボランティア団体など）

３　助成金額（上限額）　　30万円／年
４　助成期間　　最大３年間
　　　（３年後に、こうしたいという目標に向け、
　　　 １年ごとに新しい工夫や発展性がある取り組み）　
５　助成率　10/10
　　　（ただし、施設の修繕や備品購入費は1/2）
６　主な対象経費　　
　　講師への謝礼･旅費､消耗品､印刷製本費､保険料､委託料､
　　会場借上料､修繕費､備品購入費のほか市長が認めるもの
　　（人件費、飲食費は対象外）

　◆活動団体をご紹介　※写真の団体は一例です。

説明会のご案内
説明会　　日時：４月10日㈬　
　　　　　　　　午後７時～
　　　　　場所：羽咋市役所302会議室
募集締切　５月10日㈮
※申請団体によるプレゼンテーション・
　審査会を５月下旬に予定

団体要件や要綱､申請方法など詳しくは､市企画財政課・企画統計係(☎22-7162)までお問い合わせください。

工事の発注状況をお知らせします
（予定価格:１千万円以上)２月分

◆学校冷房設備整備事業（機械設備工事A）（3,198万円、北陸電気設備㈱）
◆学校冷房設備整備事業（機械設備工事B）（2,980万円、古沢工業㈱）
◆学校冷房設備整備事業（機械設備工事C）（2,852万円、羽咋設備㈱）
◆学校冷房設備整備事業（電気設備工事C）（1,632万円、㈲SUNENG）
◆学校冷房設備整備事業（電気設備工事B）（1,599万円、㈲平田電気工事）
◆学校冷房設備整備事業（電気設備工事A）（1,202万円、㈲中谷電気工事）
※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。

旭町祇園囃子保存会旭町祇園囃子保存会 邑知長寿会“しめ縄作り”邑知長寿会“しめ縄作り” ウクレレファニーオーケストラウクレレファニーオーケストラ 長手島クラブ“地域サロン”長手島クラブ“地域サロン”
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選ぼうよ　素敵なまちを　つくる人

石川県議会議員選挙石川県議会議員選挙
投 票 日

投票時間

４月７日 日

午前７時から午後８時まで

棄権しないで
投票してね！

投票日に投票所へ行けない人 は、期日前投票ができます。
期 日 前 投 票 所 期間 時間

羽咋市役所１階　市民談話室 ３月30日㈯～
　　４月６日㈯

午前８時30分～
　　午後８時

マックスバリュ羽咋店　店内｢憩いのひろば｣ ４月１日㈪～　　４月６日㈯
午前10時～
　　午後７時

問い合わせ　市選挙管理委員会（☎22-7191）

　
窓口の満足度 アンケート集計結果 サービス改善の指標に

問い合わせ　市市民窓口課・市民窓口係（☎22-5940）

　市役所１階市民窓口課の民間委託窓口（各種証
明発行・住民異動届出等窓口）で用件を済まされ
たお客様121人に、窓口サービスのアンケートを
お願いしました。
　アンケートでは、あいさつ・身だしなみ・説明・
所要時間・利便性・案内表記の６項目について５
段階※で採点していただき、全項目の平均点が４
点（満足）を上回る高い評価をいただきました。

　「親切で丁寧」、「スピーディに対応していただ
きました」など、評価するご意見もあった一方で、
説明や所要時間などの点では昨年の評価を上回る
ことができませんでした。
　今回のご意見・改善点を踏まえ、親切丁寧で分
かりやすく、また迅速な窓口対応を常に心掛け、
どなたにも満足していただけるサービスを引き続
き提供してまいります。

■評価一覧表（※５点満点：大変満足５点、満足４点、普通３点、不満２点、大変不満１点）

年度 回答数 あいさつ 身だし
なみ 説明 所要

時間 利便性 案内
表記

回答の
内訳

Ｈ30
（今回）

121人 4.52点 4.45点 4.48点 4.32点 4.36点 4.31点
男性53人
女性65人
未回答３人

Ｈ29
（前回）

122人 4.52点 4.47点 4.53点 4.42点 4.41点 4.31点
男性51人
女性65人
未回答６人
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高齢者肺炎球菌予防接種のご案内

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)

　高齢者がかかる肺炎の原因菌として、一番多いのが肺炎
球菌です。
　肺炎は日本人の死因の第３位で、肺炎による死亡者の約
95％は65歳以上であることから、特に65歳以上の人では、
肺炎球菌による肺炎を予防することが重要になります。
　2019年度の定期接種の対象者は下記のとおりで、市の
助成により2,000円で受けることができます。

《2019年度の対象者》　
　　　 定　期　予　防　接　種

対　象　者
①2019年４月２日～2020年４月１日の間に、65,70,75,80,85,90,95,100歳になる人
②満60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓、呼吸器等の病気で身体障害者手帳１級該当の人
③上記のうち、過去に羽咋市の助成を受けた人は対象外

接 種 期 間 2019年４月１日～2020年３月31日

自己負担額 2,000円　（生活保護世帯は無料）

対象者への
案　　　内

対象者には、４月上旬にはがきで通知します。
はがきを紛失した場合は再発行いたしますので、下記までご連絡ください。

※接種方法や接種可能な医療機関などの詳細はご案内のはがきで確認してください。

　　　普段元気にしている人でも、
気候の変化や体調の変化など、
 ちょっとしたことがきっかけで
 肺炎にかかる可能性があります
　　ので、早めに接種を受けま
　しょう。

　

「フッ化物洗口保護者説明会」を開催します

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）

～４歳児・５歳児の保護者の皆さまへ～

　羽咋市では幼児の虫歯予防対策とし
て、歯質強化を目的にフッ化物を活用
し、８カ所の保育所などでフッ化物水
溶液によるうがいを行っています。
　フッ化物洗口について正しく理解し
ていただけるよう、右のとおり説明会
を行いますのでぜひご参加ください。

１ 日時　４月13日㈯　午後２時～３時30分
２ 会場　羽咋すこやかセンター
３ 対象　粟ノ保保育所、邑知保育園、こすもす保育園、

西北台保育所、千里浜保育所、とき保育園、
羽咋白百合幼稚園、余喜保育所の

　　　　　４歳児(年中児)と５歳児(年長児)の保護者
４ 内容　⑴鈴木聡歯科医師による講演「子どもの虫
　　　　　　 歯予防とフッ化物洗口の効果・安全性」
　　　 　　⑵フッ化物洗口の申込みについての説明
　　　 　　⑶保護者のフッ化物洗口模擬体験
※参加希望の人は、入所している保育所などに申し込ん
でください。
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助成券を交付します

福祉タクシー（羽咋市内のタクシー業者に限る）
公衆浴場利用料金助成

高齢者 心身障がい者

助成要件・
内容

要介護認定者または総合
事業対象者※で、外出が
困難な在宅の65歳以上
の一人暮らしと、高齢者
だけの世帯の人に、通院
時の小型タクシーを利用
する際の助成券を交付し
ます。
※面談により、介護予防が
　必要と判定された人

身体障害者手帳1・2級所持者
のうち、下肢や体幹、視覚障
がい者、または療育手帳Ａ所持
者で、世帯に自動車税減免措置
を受けている車両がなく、自ら
自動車を使用しない在宅の人に、
通院、会合への参加などのため、
小型タクシーを利用する際の助
成券を交付します。

市内在住の65歳以上の在
宅の人に、市内の公衆浴場
を利用する際の助成券を交
付します。
※ユーフォリア千里浜と
　ゆ華は対象外

交 付 枚 数 年間24枚 １人あたり年間10枚
助 成 金 額 基本料金（迎車料金は除く） １回240円
交付年月日 平成31年４月１日㈪から交付します。

申請手続き
介護保険証、通院先の
診察券が必要です。

身体障害者手帳または療育手
帳が必要です。

本人確認のため健康保険
証または運転免許証が必
要です。

申請窓口・
問い合わせ

市地域包括ケア推進室・
介護高齢者係⑧番窓口　
（☎22-5314
　ファクス22-3995）

市健康福祉課・援護係
⑪番窓口
（☎22-3939
　ファクス22-1048）

市地域包括ケア推進室・
介護高齢者係⑧番窓口
（☎22-5314
　ファクス22-3995）

福祉タクシー・公衆浴場利用

問い合わせ　市
し

健
けんこう

康福
ふく

祉
し

課
か

・援
えん

護
ご

係
がかり

（☎22-3939、ファクス 22-1048）
ファクスを送る時は連絡先を記入願います。 

　「H
へ る ぷ

ELPカード」は、災
さいがい

害や緊
きんきゅう

急のことが起
お

こ
ったときに、障

しょう

がいのある人
ひと

、難
なんびょう

病の人
ひと

、妊
にんしん

娠初
しょ

期
き

の人
ひと

、認
にん

知
ち

症
しょう

の人
ひと

などが、まわりの人
ひと

に必
ひつよう

要な
手
て

助
だす

けをお願
ねが

いできるよう、作
つく

られたものです。
　カードの中

なか

には、「何
なに

かあったときの連
れんらくさき

絡先」、
「飲

の

んでいる薬
くすり

の内
ないよう

容」、「緊
きんきゅう

急のときにどうして
ほしいか」などを書

か

くところがあります。
　カードは希

き

望
ぼう

する人
ひと

にお配
くば

りしています。必
ひつよう

要
な人
ひと

は羽
は く い し

咋市役
やくしょ

所の11番
ばん

窓
まどぐち

口までお越
こ

しください。

電動四輪車、電動車いす
利用者が心掛けること

１ 道路を通行するときは、道路の右側を通行し
てください。

２ 歩道があるところでは、歩道を通行してくだ
さい。

３ 道路を渡る時は、横断歩道を渡ってください。
４ 信号機がある交差点では、「歩行者用」の信
号に従ってください。

５ 道路や歩道に障害物がある場合は、必ず左右
や後方の安全確認をして進行してください。

※自動車を運転する人は、子どもや
　高齢者などの交通弱者に思いやり
　を持った運転を心掛けてください。

『H
へ る ぷ

ELPカード』のご案
あ ん な い

内
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市税務課からのお知らせ ～市県民税などに関するお知らせ～

　　問い合わせ　市税務課・課税係（☎22-7130、6901)、収納係（☎22-1113）

１ 市県民税の申告はお済みですか？

　市県民税の申告は、平成30年中に所得が
なく誰の扶養にもなっていない人、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、羽咋市外の人
に扶養されている人についても必要です。

　市県民税の申告をしないと、市県民税の算定
ができなくなり、国民健康保険税や後期高齢者
医療保険料などの軽減措置などを受けることが
できなくなります。また、控除の内容によって
は、申告していただくことで非課税となる場合
があります。

２ 今月の納税のお知らせ

～市税の納付は
　便利な口座振替で～
　市税をご希望の口座から自
動的に引き落とし、納めるこ
とのできる便利な制度です。
　忙しくてなかなか金融機関
へ行けないという人に大変便
利です。
　納め忘れもなく安心ですの
で、ぜひ、ご利用ください。

納期限　　５月７日㈫
市県民税　随３期、国民健康保険税　　 特１期

⑴　対象となる税　市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計
画税、軽自動車税、国民健康保険税

⑵　申  込  方  法　申込用紙「羽咋市税等口座振替依頼書」に
必要事項をご記入・捺印(通帳届出印)し、
引き落としを希望の金融機関または市税務
課へご提出ください。ただし、ゆうちょ銀
行の場合は直接、ゆうちょ銀行窓口へ申し
込みください。申込用紙は、市内の金融機
関または羽咋市役所税務課窓口に備え付け
てあります。

⑶　取扱金融機関　北國銀行、北陸銀行、興能信用金庫、
　　　　　　　　　のと共栄信用金庫、北陸労働金庫、
　　　　　　　　　はくい農業協同組合､ゆうちょ銀行(郵便局)

３ 固定資産税課税台帳を縦覧・閲覧できます

期間 ４月１日㈪～５月31日㈮　土日・祝日除く  午前８時30分～午後５時15分

（1）縦覧：自己所有の土地・家屋について、縦覧帳簿で周辺の土地・家屋と比較できます。
（2）閲覧：自己所有の固定資産について、名寄帳兼課税台帳を閲覧できます。
　　　　　（借地・借家の人は該当する土地・家屋に限ります）
■必要なもの　①本人を確認できる身分証（免許証、健康保険証など）　　
　　　　　　　②借地・借家の人は、借用を証する書面
　　　　　　　③代理の人は、委任を証明する書面
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【国民年金】 学生納付特例
制度の申請をお忘れなく

問い合わせ・手続き　日本年金機構・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）

　　問い合わせ　羽咋消防署（☎22-0089）
　　　　　　　　市環境安全課（☎22-7137）

　学生納付特例制度とは、学生本人の所得が一
定以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予さ
れ、社会人になってから学生期間中の保険料を
納めることができる制度です。

１　所得条件　　　　　
　学生本人の前年所得が118万円以下
２　対象となる学校　 
　大学（大学院）、短大、高等学校、高等専門学校、
　専修学校および各種学校　など

《申請は毎年度必要です》
　前年度に学生納付特例の承認を受けて翌年
度も同じ学校に在学する人には、日本年金機
構から「学生納付特例申請書（ハガキ）」が
送付されます。必要事項を記入し、返送する
ことで学生納付特例の申請をすることができ
ます。

　ハガキが届かない場合、または新規に申請
する場合は、在学証明書（原本）または学生
証（写し）と印鑑をお持ちのうえ市市民窓口
課へお越しください。
※代理人が申請する場合、代理人の身分証明
書（免許証など）が必要です。

STOP‼
山火事、枯れ草火災

～野焼きは法律で禁止されています～
１ 野焼きは、適法な焼却設備を用いず野外で廃
棄物を焼却する行為です。

２ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、
廃棄物の焼却は一部の例外を除き原則として
禁止されています。事前に市役所環境安全課
へ確認してください（例外には、風俗習慣上
の行事などが該当します）。

３ 違反すると５年以下の懲役もしくは1,000万 
円以下の罰金のいずれか、または両方が科せ
られます。

４ 焼却禁止の例外と認められた場合は、あらか
じめ、消防署へ「火災とまぎらわしい煙また
は火炎を発するおそれのある行為の届出書」
の届出が必要です。

　実際にあった火災事例
・休耕田の枯れ草を焼却中、ちょっと目を離
したら周囲の山林へ燃え拡がった。
・自宅の庭でゴミを焼却していると風に煽

あお

ら
れ、納屋の外壁に燃え移った。

　以上のように火災はちょっとした不注意で
発生します。家庭内での火の取扱いにも十分
注意しましょう。

例
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広　告　欄

　

狂犬病予防注射を受けましょう

問い合わせ　市環境安全課・環境資源係（☎22-7137）

実施日：４月３日、７日

　室内犬を含む生後91日以上の犬は、毎年１回
狂犬病予防注射の接種が義務付けされています。
　すでに登録を済ませた飼い主の人には、案内
ハガキを送付します。ハガキ裏面の問診票を記
入のうえ、注射会場に必ずお持ちください。
■注射料金　3,100円

　また、新しく犬を飼われた人、登録が済んで
いない犬を飼われている人は、登録が必要です。
　登録は予防注射の接種時に受け付けています
ので、直接会場へお越しください。

■新規登録料　3,000円

《日程》
注射日 注射会場 注射時間

４月３日㈬

上 甘 田 公 民 館 　９：００　～　　９：２５
一 ノ 宮 公 民 館 　９：４５　～　１０：１５
柳 田 町 会 事 務 所 １０：３０　～　１０：５０
千 路 町 会 事 務 所 １１：０５　～　１１：４０
鹿 島 路 公 民 館 １３：００　～　１３：１５
余 喜 公 民 館 １３：３０　～　１４：１０
邑 知 公 民 館 １４：３０　～　１５：１０

４月７日㈰ 羽咋市役所体育館 　９：００　～　１２：００

※狂犬病予防注射および登録は、動物病院でも受けることができます。
※登録している犬が死んでしまった場合や飼い主に変更があった場合には､市環境安全課へご連絡ください。

★★★★★★　飼い主の皆さまへお願い　★★★★★★
　フンの始末は飼い主の最低限のマナーです。
道路に犬のフンが残されているという苦情が市
役所に寄せられることもあります。
　犬の散歩のときは、スコップやビニール袋な
ど、フンを取る道具を携帯し、必ず持ち帰るよ
うにしましょう。

１ 犬の放し飼いはやめましょう。
２ フンの始末は責任を持って
　 行いましょう。
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広　告　欄

　

おむつ使用世帯などに｢市指定ごみ袋｣を支給

問い合わせ　市環境安全課・環境資源係（☎22-7137）

　　　　　　

　新入学の季節です。保護者の人
は、緊急の避難場所である子ども
１１０番の家をお子さんと一緒に
確認しましょう。
　防犯ブザーはすぐ手の届くとこ
ろに携帯し、電池切れやストラッ
プが外れて紛失していないか定期
的な点検も必要です。

　　　

～子どもの安全を守りましょう～

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

いかのおすし
１ 知らない人について｢いか｣ない
２ 知らない人の車に｢の｣らない
３ ｢お｣おきな声で叫ぶ
４ ｢す｣ぐ逃げる
５ 大人に｢し｣らせる

ク太郎せ

　登下校の安全に関しては、
学校・家庭・地域の連携が不
可欠です。不審者が出没しや
すい登下校時間に、犬の散歩
や花の水やりを行うなどして、
子どもを見守ると地域の防犯
力が高まります。地域全体で
子どもを見守りましょう！

緊急のときは110番を！

　紙おむつ(リハビリパンツを含む)の使用世帯などに、羽咋市指定
ごみ袋を１年分として支給します（45㍑のごみ袋30枚または20㍑
のごみ袋50枚）。次に該当する人は、市民窓口課、健康福祉課、環
境安全課のいずれかで申請手続きを行ってください。

　事業者は、法律や条例で事業系
ごみを自らの責任において、適正
に処理することとなっています。
　ただし、可燃ごみで、排出量が
少ない事業者は、町会の同意を得
た上で、事業系指定ごみ袋に入れ
て、各町会のごみステーションへ
排出することができます。
※事業系ごみとは、飲食店や店舗、
事務所などの事業活動に伴って
発生したごみを言います。
■事業系指定ごみ袋　
　1,200円/ １パック（10枚入）
※市環境安全課で取り扱っています。

事業系ごみの出し方
～事業者の皆さまへ～

１ ３歳未満(４月１日現在)の乳幼児で紙おむつを使用
　 している世帯
２ 介護認定を受けている人または総合事業対象者※で紙おむつ
を使用している人がいる世帯

３ 障害認定者で紙おむつを使用している人がいる世帯
４ 生活保護世帯
５ 特別児童扶養手当受給者、特別障害者手当受給者または福祉
手当受給者と生計を共にしている世帯

対 象

※総合事業対象者とは､面談により､介護予防が必要と判定された人

申請期間　2019年４月１日から2020年３月31日
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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）

広　告　欄

日時　４月６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　加代子さん
申込期間　３月27日㈬～４月５日㈮

日時　４月13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　４月３日㈬～４月12日㈮

エコクッキング教室(第１回)

クリンクルはくい教室案内
（☎27-1153）

古着のリフォーム教室(第１回)

お花見イベント
桜まつり

　桜の開花時期に合わせて、交流の家の「桜の森」を開放します。
　「桜の森」には樹齢10～40年の桜の木が約200本あり、見ごたえ
抜群です。
　イベント開催日には出店や施設の
体験プログラムなど、さまざまな催
しを準備しています。ぜひ、家族や
お友達同士でご来場ください。
日時　４月６日㈯、７日㈰
夜間ライトアップ期間
３月29日㈮～４月14日㈰
（平日20:00、土日21:00まで）
場所　国立能登青少年交流の家
問　国立能登青少年交流の家
　　（☎22‒3121）

のとキリシマツツジオープンガーデン2019

　４月中旬から５月中旬まで、輪島市、珠洲市、穴水町、能登町の
74カ所と志賀町土田の郷で、のとキリシマツツジがある個人のお庭
などが公開されます。
　花の見頃は７日～10日間と短いですが、満開になると遠くからも
存在がわかるほどに深紅に色づく花びらが特徴的です。百聞は一見に
しかず。
　「能登の天花」と称されるのとキリシマツツジをぜひ見に来てみま
せんか。
　お庭の場所や開花情報（毎週２回
更新）は、「うぇるかむ奥能登」HP
又は、道の駅等で配布しているパン
フレットにてご確認ください。
問　奥能登総合事務所企画振興課
　　（☎0768-26-2303）
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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

受験資格
①平成 元年４月２日
～平成10年４月１日生まれの人
②平成10年４月２日以降生まれの
人で次に該当する人
・大学を卒業した人と2020年３月
までに大学を卒業する見込みの人
・人事院が上記と同程度の資格があ
ると認める人
受付期間　３月29日㈮～４月10日㈬
第１次試験日　６月９日㈰
※申込みはインターネットで受付。
詳しくは、

問　金沢国税局(☎076-231-2131)

受験資格　
①平成 元年４月２日
～平成10年４月１日生まれの人
②平成10年４月２日以降生まれの
人で次に該当する人
・大学を卒業した人と2020年３月
までに大学を卒業する見込みの人
・人事院が上記と同程度の資格があ
ると認める人
受付期間　３月29日㈮～４月10日㈬
第１次試験日　６月９日㈰
※申込みはインターネットで受付。
詳しくは、
　
問　石川労働局(☎076-265-4420）

期間　５月13日㈪から全23回
時間　18:30～20:00
場所　羽咋公民館
コース　初級:初めて中国語を習う人
　　　　中級:基礎を終えた人
受講料　10,000円
　　　　（別に教材費1,000円）
対象　　中国語圏諸国で広く話され

ている中国語を学びたい人
定員　　 30人程度
締切　　　４月２6日(金)
　・問　市生涯学習課(☎22-9331)

　カラスの巣は電線に触れると停電
の原因になることがあります。
　電柱や鉄塔にカラスの巣を見かけ
た場合には、ご連絡ください。
問　北陸電力株式会社（ネットワーク
サービスセンター☎0120-837119）

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

2019年度　中国語講座
受講生募集

　2019年度国家公務員の採用試験
についてお知らせします。
　受験案内などは人事院ホームペー
ジからダウンロードできます。また、
受験申込みはインターネットで行っ
てください。
総合職試験（院卒者・大卒程度試験）
・受付期間　３月29日㈮～４月８日㈪
・第１次試験日　４月28日㈰
一般職試験（大卒程度試験）
・受付期間　４月５日㈮～17日㈬
・第１次試験日　６月16日㈰
一般職試験（高卒者試験・社会人試
験（係員級））、税務職員試験
・受験案内などの人事院ホームペー
ジ掲載日　５月７日㈫

・受付期間　６月17日㈪～26日㈬
・第1次試験日　９月１日㈰
問　人事院中部事務局
　　第二課試験係
　 　（☎052-961-6838）

申

国家公務員を募集

国税専門官を募集

国税専門官申込 検索 ⬆

労働基準監督官を募集

労働基準監督官申込 検索 ⬆

電柱の上にカラスの巣を
発見したら
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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

譲ります
・ランドセル（黒）
・洋式便座（未使用）
・ポータブルトイレ（未使用）
・プログラムバイク（室内用）

広　告　欄

■人口　21,631人(－41人)
　□男性　10,232人( －21人)
　□女性　11,399人( －20人)
■世帯数　8,551世帯(－６世帯)
＊平成31年３月１日現在
　(　)内は前月比
　※外国人住民を含む
【２月中の人口動態】
　□出生　　　     8人　
　□死亡　　　    27人
　□転入など　    26人
　□転出など　    48人

人口の動き

問・　　市商工観光課（☎22-1118）申

「広報はくい｣をスマホでも
マチイロ(無料アプリ)

【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。

■市民リサイクル銀行４月分水道の使用開始や使用休止の手続きはお済みですか

服部福祉基金・奨学金のご案内

　水道の使用開始(開栓)や使用休止(閉栓)の日が決まりましたら早め
の手続きをお願いします。手続きは｢１カ月前｣から受付をしますので、
余裕をもってお願いします。
水道メーター検針協力のお願い
　毎月、検針員が水道メーターの検針に伺います。メーターボックス
の上や周りには、物や車などを置かないようにして、検針に協力をお
願いします。
　平成31年度の検針予定
　①４月５日㈮～12日㈮　　　⑦10月４日㈮～11日㈮
　②５月５日㈰～12日㈰　　　⑧11月５日㈫～12日㈫
　③６月５日㈬～12日㈬　　　⑨12月５日㈭～12日㈭
　④７月５日㈮～12日㈮　　　⑩ １月７日㈫～14日㈫
　⑤８月５日㈪～12日㈪　　　⑪ ２月５日㈬～12日㈬
　⑥９月５日㈭～12日㈭　　　⑫ ３月５日㈭～12日㈭

問　市地域整備課・上下水道企業経理係（☎22-7133）

　市では離婚や死別などで母子家庭となった家庭を支援するため、平成
６年に金丸出町出身の服部氏から寄付された資金を「服部福祉基金」と
して積み立て、その運用益で服部奨学金を支給しております。この奨学
金を希望する人は、申請をしてください。
対象者
平成31年４月に義務教育を除く学校（高校・大学または専門学校）
へ入学する学生を養育している母子家庭の母親で、羽咋市に平成31
年４月１日現在、３年以上住所を有している人
支給額
１　高校へ入学した学生１人につき　４万円
２　短大、大学、専門学校へ入学した学生１人につき　10万円
手続きに必要なもの　印鑑・在学証明書
申請期限　５月17日㈮

問　市健康福祉課・子育て支援係（☎22-1114）
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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

広　告　欄
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創造社会の到来に合わせ、新事業展開
　日本の社会も本格的な少子高
齢化時代に入り、人口減少が顕
著になってきました。
　市の出生数も、年間150人前
後であった５年前と比較し、現
在は100人前後とおよそ３割も
減少しています。
　人口減少が進む一方で、AI
（人工知能)やIoT(モノのイン
ターネット）・ロボット・ビッ
グデータなどの表現が新聞や雑
誌、テレビなどの報道でも非常
に多くなってきました。
　日本の社会を振り返ってみる

と『狩猟社会』にはじまり、『農
耕社会』から『工業社会』、さら
に『情報社会』と変化してきたこ
とは、誰もが認めるところです。
　そして､これからは『創造社
会』が到来すると言われていま
す。
　日本の経団連を中心に、この
創造社会を『Society5.0(ソサ
エティゴウテンゼロ)』と称して
います。
　市としても、この時代の変化
を捉えて2019年度から『農業分
野』と『医療・介護・福祉分野』

で、この創造社会に対応した新
たな試みを本格的に展開します。
　詳しくは、事業成果とともに
ご報告させていただきますが、
時代の流れに乗り遅れないよう
に力を尽くしていく所存であり
ます。
 （３月７日）

羽咋市長　山辺芳宣

市民憲章実践活動
4/14 なぎさクリーン運動

　美しいなぎさを守るため、皆さん、ぜひ参加ください。
日時　４月14日㈰ 
　　　５:45集合 ６:00清掃開始(小雨決行）
※荒天の場合、４月21日㈰に延期
集合場所　
 ①千里浜レストハウス前 ②休暇村能登千里浜下海岸
 ③一ノ宮大鳥居下海岸　 ④柴垣漁業協同組合下海岸のうち、
 自宅から近い所
持ち物　軍手、くま手など
主唱団体　（公社)羽咋青年会議所
協力　羽咋市建設業協会、
　　　羽咋市管工事協同組合
問　市生涯学習課（☎22-9331）

なぎさを
キレイに
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★印の行事は保護者も参加できます。※クラブの参加・体験は自由です。

4

　　　乳幼児健診
場所　羽咋すこやかセンター
受付日時
●４カ月児健診(平成30年12月生)
　４月23日㈫　13：00～13：30
●１歳６カ月児健診(平成29年９月生)
　４月11日㈭　12：45～13：15
●３歳児健診(平成27年11月生)
　４月10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　４月３日㈬
　午前10時30分～11時30分
「ママとベビーのリズムストレッチヨガ」
※要予約　先着15組
講師：杉浦　幸代さん

☆育児相談　４月10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　４月17日㈬
　午前10時30分～11時30分

☆お楽しみデー　４月24日㈬
　午前10時30分～11時30分
　担当：邑知保育園

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
４月 ９日㈫ 今日からみんなお友だち　　 こすもす保育園

✿大きくなったね(身体測定)
10日㈬ 楽しいこといっぱい 西北台保育所
11日㈭ はじめまして 千里浜保育所
12日㈮ はじめまして！一緒に遊ぼう とき保育園
12日㈮ ♪せんせいとおともだち♪　 羽咋白百合幼稚園
15日㈪ 保育園って　どんなとこ？ 邑知保育園
16日㈫ こいのぼりを作ろう　 こすもす保育園
17日㈬ ようこそ！はくいようちえんへ　 羽咋幼稚園
19日㈮ こいのぼりを作ろう　 とき保育園
19日㈮ イースターうさぎがやってくる　 羽咋白百合幼稚園

　22日㈪ 保育園って　どんなとこ？　 邑知保育園
23日㈫ ★保育園てどんなところ？ ※要予約15組 こすもす保育園
24日㈬ こいのぼりを作ろう 西北台保育所
24日㈬ ハッピーバースデイおしゃかさま！ 羽咋幼稚園
25日㈭ イースターの卵探し 千里浜保育所
26日㈮ こいのぼりとあそぼう 羽咋白百合幼稚園

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(４月から)
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
 ４月  　 ６日㈯　午後２ 時　　  レクリエーション
　　　　13日㈯　午後２ 時 オセロ大会
　　　　20日㈯　午後２ 時 グラウンドゴルフ　
　　　　20日㈯　午後３ 時 お茶クラブ　講師：辻森　正美さん　
　　　　19日㈮～27日㈯ ジャンボ鯉のぼり

こすもす保育園親子育児講座
４月23日㈫ 午前10時～11時
「保育園てどんなところ？」 
～保育園見学とおやつ試食～

※要予約15組
講師：こすもす保育園　園長　

中屋　信枝さん
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新着図書のご案内

帰去来(大沢在昌)テレビ探偵
(小路幸也)髪結百花(泉ゆた
か)早朝始発の殺風景(青崎有
吾)跳ぶ男(青山文平)つくもが
み笑います(畠中恵)怪物の木
こり(倉井眉介)新宿の猫(ド
リアン助川)いい女、ふだん
ブッ散らかしており(阿川佐
和子)自殺会議(末井昭)歩行す
る哲学 (ロジェ=ポル•ドロワ)
あふれでたのはやさしさだっ
た(寮美千子)100年歯を失わ
ない生き方(小峰一雄)ゴーン•

ショック!(渡邉哲也)秒でわか
る!最強の家事(かずのすけ)還
暦着物日記(群ようこ)新幹線
で知る日本(池亨)老いた家衰
えぬ街(野澤千絵)昆虫は美味
い!(内山昭一)

バドミントン★デイズ(赤羽
じゅんこ)占い師のオシゴト
(高橋桐矢)おおあたり!(もと
したいづみ)ハニーのために
できること(楠章子)トンネル

の向こうに (マイケル•モー
パーゴ)ぼくは本を読んでい
る。(ひこ•田中)つらら(伊地
知英信)ライチョウを絶滅か
ら救え(国松俊英)池上彰のは
じめてのお金の教科書(池上
彰)知ってる?郵便のおもしろ
い歴史(郵政博物館)じゃんけ
ん必勝法(稲葉茂勝)金栗四三
(佐野慎輔)「感じ」が伝わる
ふしぎな言葉(佐藤有紀)しび
れる短歌(東直子)オフロケッ
ト(ザ•キャビンカンパニー)
介助犬レスキューとジェシカ
(ジェシカ•ケンスキー)

■開館時間　午前９時30分～午後６時
※４月27日㈯～５月６日(月･祝)までは
　 午後５時までの開館となります。

■４月の休館日
　２日㈫､９日㈫､16日㈫､23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 ・
１つの食材にこだわったレシピ 自転車にのって でかけよう

「体に効く！おいしい！おからレシピ」
井原裕子/著　　学研プラス

「じてんしゃにのろう」
斉藤洋/作　田中六大/絵　講談社

　おからは、大豆をすりつぶしてこし
残った絞りかすですが、皮や胚芽など
がたくさんあるため、栄養が豊富です。
しかも、低カロリーで低糖質。たくさ
ん食べても安心です。昔ながらのおか
らは、現代人にこそ必要なヘルシー食
品のひとつなのです。

　自転車は速くて遠くへ行くのにとっ
ても便利。でも、町へ出ると危険な場
所や注意して通らなければならないと
ころがたくさんあります。自転車にの
れるようになったら、交通マナーや、
安全な走り方を覚えて、楽しく自転車
にのって、でかけてみよう。

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　４月６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　４月22日㈪
　　　午前11時～11時30分
場所　コスモアイル羽咋・和室

2019年・第61回　こどもの読書週間
　　４月23日㈫～５月12日㈰
　　標語「ドは読書のド♪ 」
　図書館では、こどもたちにに読んでほしい本や、
親から子へ読んであげたい本の展示・貸出を行い
ます。

問　図書館（☎22-9777）
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　　 　こんにちは、皆さん、お元気ですか。
イギリスには“エイプリルシャワー
ズ”というフレーズがあります。イ
ギリスでは、４月にたくさん雨が降
るからです。もし、私が日本のため
のフレーズを作るなら、“エイプリル
ブルームズ（４月の開花）”ですね。
長い冬の後に一気に生命が花開くか
らです。
　幸運にも昨年、桜が咲き誇ってい
る時に姫路城に行くことができまし
た。ただ、桜は美しかったのですが、
とても人で混み合っていました。今
年は、羽咋の静かな場所にある桜の
木の下でゆったりとお花見できるの
を楽しみにしています。
　桜の花は少しの間しか咲いておら
ず、すぐに散ってしまいます。お花
見をできるのは、そのわずかな間だ
けです。人生においても、さまざま
な機会が訪れると思いますが、チャ
ンスは一瞬です。のんびりしている
と、永遠にその機会を逃してしまう
かもしれません。
　私も、わずかな間にふるさとから
大学、そして羽咋へと進む道を決め
ました。皆さんも自分自身のこれま
での人生の分岐点について振り返っ
てみてください。

ふるさと羽咋
　羽咋で生まれ育ち、現在は大阪で
弁護士をしています。このたび30年
も続く｢お元気ですか？ふるさとさ
ん｣に寄稿できてうれしく思います。
　羽咋小学校から羽咋中学校、そし
て羽咋高校に進みました。高校では
野球部主将を務め、甲子園を目標に
青春を過ごした仲間たちは一生の友
人です。顧問の宮嵜先生からは「感
謝すること」「良い行いが良い結果
をもたらす」などの人生の糧になる
教えを受けました。高校３年の時、
困ったり迷ったりしている人に勇気
を与えられる職業に就きたいと思い、
弁護士を目指すことを決めました。
それから羽咋を出て、関西大学法学
部に進学し、学生法律相談クラブで
無料の法律相談の活動を行うかたわ

ら、４年間、司法試験の勉強を続け、
京都大学法科大学院に進学しました。
京大院では志の高い仲間たちと切磋
琢磨して一層勉強に励み、卒業の年
に司法試験に合格しました。１回
目の試験で合格できたのは、目標を
持って必要なことを続けた結果であ
り、野球に打ち込んできた集中力や
忍耐力がその大きな支えになりまし
た。
　平成26年に大阪市内の法律事務
所に就職し、現在まで大阪で働いて
います。50余名の弁護士が所属し
ており、契約、交渉、訴訟など多く
の事件を担当してきました。私は不
動産案件、債権回収、暴力団等の反
社会的勢力やクレーマーの対応案件
に力を入れています。弁護士５年目

を迎え、仕事に一層やりがいを感じ
ています。
　関西で十余年過ごし、その間、石
川県に縁のある人と出会うこともよ
くありました。羽咋を知っている人
はさすがに少ないですが「千里浜」
を知っている人は案外います。私も
千里浜は好きで、車で帰省する時、
千里浜海岸が見えてくると「ふるさ
と」に帰ってきたと感じます。また、
千里浜は観光地というだけでなく、
雄大な情景で広く大きな心を涵

かん

養
よう

し
てくれる精神的存在でもあり、羽咋
のシンボルとして、みんなで大切に
すべき場所だと、羽咋を離れて強く
感じたところです。
　羽咋市のますますの発展を祈念し
ます。

浜田　将裕さん(30歳）

（川原町出身、
　大阪府大阪市在住)

Hello, how are you?
In the UK, we have a phrase ‶April 
Showers". It’s because it rains a 
lot in the UK in April. If I could 
make a phrase for Japan, it would 
be ‶April Blooms" because the 
country bursts into life after the 
long winter. Last year, I was lucky 
to go to Himeji Castle when the 
cherry blossom bloomed. It was 
beautiful, but very crowded with 
people. This year I look forward 
to fi nding a quieter place in Hakui 
and relaxing under the trees.
The cherry blossoms only fl ower 
for a short time, then they are 
gone. You must see them while 
you can. In life there are many 
opportunities waiting for you, 
but some are only there for 
moment. If you take too long, 
you may miss them forever. 
Small moments brought me from 
home, to university, to Hakui. 
Think of how far they could take 
you.羽咋高校のクレスタ先生が撮影した写真

（永光寺にある橋）

卒業シーズンの３月。
人生の節目を迎える
人も多いと思います。
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も受けていたそうです。
　平成28年10月から生産者とJA
はくい、市が一丸となって自然栽
培の聖地化を目指すことを掲げ、
その普及に取り組む羽咋市。池田
さんが自然栽培のことを調べると、
行きついた先はふるさと羽咋だっ
たとのこと。
　しかし、羽咋市に戻って早々、
池田さんは、自宅の階段を踏み外
して大けがを負い、リハビリ期間
も含めて約１年の療養を強いられ
ました。
　このけがで農業を志すのはあき
らめざるを得なくなり、新たな道
を模索することに。そんな中、元々
デザイナーのスキルも持つ池田さ
んがやってみようと思ったのがリ
ペア業でした。
　リペアとは、家屋などの部分的
な補修を行うこと。リフォーム工事
と違って気になる小さなキズを修

　次場町在住の池田美和さん。以
前、台湾へ移住し10年間暮らした
経験があります。
　２回の台湾旅行がきっかけで、
その文化や人の魅力に心酔。40歳
の時、言葉も話すことができない
のに単身で移住を決定し、現地で
台湾の言語(中国語と台湾語)を学
びながら、日本語を教えて生計を
立てました。
　「台湾での暮らしは自分の人生に
とってかけがえのないもの。現地
の人の心遣いが本当に温かかった」
と振り返ります。
　台湾に移住してから10年が経ち、
羽咋市に戻ることを決意します。
そのきっかけの一つになったのが
無農薬・無肥料の自然栽培です。
　元々、体や環境に優しい食文化
に関心があった池田さん。実は、
台湾では安全・安心な自然栽培に
ついての注目度が高く、その影響

　

　藤岡市にある「ふじの咲く丘」
は、2.3haの敷地内に全長250m
におよぶ藤棚や45種類のフジが
植えられた見本園、１年を通して
フジの香りや写真が楽しめる「ふ
じふれあい館」などがある、フジ
をテーマにした公園です。
　紫をはじめ白やピンクなどさま
ざまな色・形をしたフジの花を見
ることができるこの公園では、毎
年４月下旬から５月の上旬に｢藤岡
ふじまつり｣が開催されています。

　フジの甘く優しい香り
がふんわりと漂う園内で
は物産市やフジの即売会

が行われ、大道芸や野外コンサー
ト、お茶席なども楽しめます。夜
はライトアップされた藤棚が昼間
とは違う表情で人々を魅了します。
　また、今年は、花と緑のぐんま
づくり2020in藤岡プレイベント
の会場の一つにもなっています。
　４月27日㈯にはオープニング
セレモニーで、花の苗無料配布な
どが行われます。
　ゴールデンウイークは、藤岡の
フジを楽しんでみませんか？

復することが可能で、時間やコス
トをかけずにできる、新しいスタイ
ルの補修業です。リペア業をスター
トして1年ほどですが、池田さんに
は‶ホテルゆ華"(千里浜町)のフロ
アを補修した実績もあります。
　「これまでいろんなことがありま
したが、特に台湾での経験が今の
自分を支えてくれています」と笑
顔で話し、「離れて住んだことで、
羽咋が新たな魅力を発信し続けて
いる素敵なまちであることを実感
できました」と語ってくれました。

台湾での経験生かし、新たなスタート

池田　美和さん
(53歳、次場町)

藤岡ふじまつり
～花と緑のぐんまづくりプレイベント同時開催～

リペア(部分的な補修)を行う池田さん
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関西学院大学生がアイデア提案
　２月４日から３月15日までの間、関西学院大学の学
生3人が羽咋市に滞在し、‶ハンズオンインターンシッ
プ"と題した課題解決型の職場体験を行いました。
　２人が道の駅のと千里浜で、１人が㈱八幡でオリジナ
ル商品の開発に挑戦。道の駅のと千里浜で商品開発に取
り組んだ吉岡栞さん(１年)と大塚有紗さん(２年)は、羽
咋や能登全体の地域性に沿った新商品を企画するため、
その観光事情を知り、イベントも体験。市内菓子店で商
品づくりへのこだわりや工程なども学んで、新たなアイ
デアを膨らませ、オリジナル商品の提案を行いました。

羽咋の魅力を新商品に

道の駅のと千里浜で新たな商品を提案

独身男女34人が参加、7組がカップルに
　2月24日、こすもす保育園で‶赤ちゃん婚活パーティ
ー"が開催され、独身男女34人が赤ちゃんとのふれあい
を通じて、交流を深めました。
　参加者は２つのグループに分かれ、０歳児と１歳か
ら２歳以下の赤ちゃんが待つそれぞれの部屋で交流し、
ゲーム形式でパーティーを楽しむ姿も見られました。
　ランチタイムでは、道の駅のと千里浜から、この婚活
パーティーのためのオリジナル料理が届けられ、おいし
い昼食とその後のフリータイムを満喫した参加者。７組
がめでたくカップル成立となりました。

癒しの赤ちゃんが出会いを後押し

赤ちゃんのおかげでパーティーはアットホームな雰囲気に

道の駅のと千里浜、大盛り上がり
　市と㈱日本旅行との包括連携協定※を記念して、２月
28日の協定締結日に、道の駅のと千里浜では、日本旅
行の宣伝部長を務めるサンリオの人気キャラクター“ハ
ローキティ”との握手会が開かれました。
　握手会には子どもから大人まで100人以上が並び、中
には‶キティちゃん"とハグしてもらうなど、お気に入り
のポーズをとりながら記念撮影してもらう人の姿も。キ
ティちゃんの登場に｢かわいいー！｣｢キティちゃーん！｣
などの声が飛び交い、道の駅のと千里浜は大いに盛り上
がっていました。
※㈱日本旅行との包括連携協定については、10㌻参照。

協定祝ってキティちゃん登場

キティちゃんとの記念撮影に笑顔を見せる粟ノ保
保育所の子どもたち
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チーム柴垣の新曲、完成
　３月16日、羽咋市の応援隊‶チーム柴垣"が羽咋すこや
かセンターで道の駅のと千里浜の応援歌をお披露目しま
した。
　応援歌のタイトルは“道の駅のと千里浜いいネ！”。チー
ムのメンバーの新屋敷彰さん（鹿児島県枕崎市）が作詞・
作曲を手掛けました。歌い手は羽咋Jｒ.リズムダンス教
室の子どもたちが務め、歌詞に羽咋の方言‶こんちまー”
などのフレーズがふんだんに盛り込まれています。
　同日は、羽咋Jｒ.リズムダンス教室のメンバー52人が
この新曲に合わせて元気いっぱいのダンスも披露しました。

道の駅のと千里浜の応援歌を初披露

新曲に合わせて羽咋Jr.リズムダンス教室のメンバーが
ダンスを披露

晴天の下、気多大社を出発
　３月18日、“おいで祭り"の名で知られる気多大社の平
国祭が、５泊６日の日程でスタートしました。
　神馬が先頭となり、神輿を担ぐ烏帽子姿の‶白

はく

丁
ちょう

"ら約
30人を率いて、羽咋市、志賀町、中能登町、七尾市の２
市２町を巡業しました。
　“寒さも気多のおいでまで"と親しまれる神事で、真っ青
に澄み切った晴天の下、出発した一行は‶カッポ、カッポ”
というひづめの音を響かせながら、行く先々に春の訪れを
告げ、沿道には手を合わせて巡行を見守る人の姿が見ら
れました。

“おいで祭り”春を告げる

晴天の下、神馬を先頭に巡行する一行

お馴染みの楽曲を吹奏楽で
　３月10日、羽咋すこやかセンターで“はくいキッズコ
ンサート”が開かれ、親子連れなど約200人が迫力ある
吹奏楽のハーモニーを楽しみました。
　市内の小中高生と社会人で構成される吹奏楽団“羽咋
市民吹奏楽講習会”の第三期生56人がアニメ‶プリキュ
ア"の主題歌やD

ダ

A P
パ ン プ

UMPの‶U.S.A"などお馴染みの楽曲
を力強く演奏。‶できっこないをやらなくちゃ"とアンコー
ルに応えて演奏された‶アンパンマンたいそう"では、ダ
ンスグループ‶きらきらKiｄs"のメンバー13人が元気いっ
ぱいのダンスを披露し、会場は大いに盛り上がりました。

迫力の演奏響く

吹奏楽団ときらきらKidsのメンバーが一体となった
パフォーマンス

チャンネルGOがユニークに披露
　３月７日、市民団体‶チャンネルGO"のメンバー４人が
邑知保育園でマジックショーを開きました。
　マジックショーは、同園３月のお誕生会のサプライズ
イベントとして実施され、93人の園児が次々と繰り出
される楽しいマジックに釘付けになりました。パフォー
マー４人のうち３人にとっては今回が初のマジック発表
会。少々の失敗はご愛敬で、ユニークなトークを交えな
がら子どもたちの関心をひき、笑いあり、驚きありの素
敵な時間に。目玉の“空中浮揚”は人の体をゆっくりと
宙に浮かべる大技でしたが、無事成功し、子どもたちの
大きな歓声が響きました。

お誕生会でマジックショー

大技‶空中浮揚"のマジックに園児らもびっくり
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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

4/4 ㈭ 10:00～
11:30 栄養・運動教室 羽咋すこやか

センター 健康福祉課

  5 ㈮ 10:00～ 小学校入学式 各校体育館 学校教育課

 14:00～ 中学校入学式 各校体育館 学校教育課

  6 ㈯ 10:00～
11:00 わくわくおはなし会 図書館 図書館

  7 ㈰ 7:00～
20:00 石川県議会議員選挙 市内各投票所 選挙管理委員会

 10 ㈬ 12:45～ ３歳児健診 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

 19:00 ふれあいにほんごひろば 羽咋公民館 生涯学習課

 11 ㈭ 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

 13 ㈯ 13:30～ 羽咋市少年少女発明クラブ　開講式
「かんたん親子工作体験」 コスモアイル羽咋 生涯学習課

14:00～
15:30 フッ化物洗口保護者説明会 羽咋すこやか

センター 健康福祉課

４月の休日当番医
(午前９時～正午：事前連絡必要)

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

※休日に診療した場合は、休日料金が加
算されます。

４日(土･祝）
　松柳医院（内科）
　羽咋市島出町 ☎22-0011
　森田クリニック（形成外科･皮膚科)
　羽咋市鶴多町 ☎23-4775
　【小児】恵寿総合病院
　七尾市富岡町 ☎0767-52-3211

３日(金･祝）
　田村眼科クリニック
　羽咋市鶴多町 ☎22-0026
　前川医院（内科）
　羽咋市酒井町 ☎26-0210
　【小児】とどろき医院（小児科）
　羽咋市鶴多町 ☎22-7855

２８日㈰
　西村内科胃腸科クリニック
　宝達志水町今浜 ☎28-2033
　四蔵医院（内科）
　志賀町仏木 ☎37-1030
　【小児】公立能登総合病院
　七尾市藤橋町 ☎0767-52-6611

２１日㈰
　ひよりクリニック（内科･外科)
　志賀町富来地頭町 ☎42-2300
　おおの整形外科クリニック
　羽咋市鶴多町 ☎22-8858
　【小児】恵寿総合病院
　七尾市富岡町 ☎0767-52-3211

６日(月･振）
　松江外科胃腸科医院
　羽咋市松ケ下町 ☎22-7888
　志賀クリニック（内科）
　志賀町高浜町 ☎32-5307
　【小児】さはらファミリークリニック
　七尾市石崎町 ☎0767-62-3765

５日(日･祝）
　保志場内科クリニック
　羽咋市的場町 ☎22-0807
　平場内科クリニック
　羽咋市中央町 ☎22-0238
　【小児】志賀クリニック
　志賀町高浜町 ☎32-5307

３０日(火･休）
　河﨑医院（外科･胃腸科･内科）
　志賀町高浜町 ☎32-0019
　松沼医院（内科･小児科）
　宝達志水町敷浪 ☎29-3188
　【小児】恵寿総合病院
　七尾市富岡町 ☎0767-52-3211

２９日(月･祝）
　松江産婦人科内科医院
　羽咋市島出町 ☎22-2479
　岩脇医院（耳鼻咽喉科）
　羽咋市的場町 ☎22-0131
　【小児】公立能登総合病院
　七尾市藤橋町 ☎0767-52-6611

２日(木･休）
　岡田医院（内科）
　志賀町富来領家町 ☎42-1921
　いがわ内科クリニック
　羽咋市鶴多町 ☎22-7800
　【小児】国立病院機構七尾病院
　七尾市松百町 ☎0767-53-1890

１日(水･祝）
　いけの整形外科医院
　羽咋市南中央町 ☎22-0254
　加藤病院（内科）
　志賀町高浜町 ☎32-1251
　【小児】公立羽咋病院
　羽咋市的場町 ☎22-1220

１４日㈰
　岡田医院（内科）
　志賀町富来領家町 ☎42-1921
　羽咋診療所（内科）
　羽咋市柳橋町 ☎22-5652
　【小児】さはらファミリークリニック
　七尾市石崎町 ☎0767-62-3765

７日㈰
　志賀クリニック（内科）
　志賀町高浜町 ☎32-5307
　松江産婦人科内科医院
　羽咋市島出町 ☎22-2479
　【小児】公立能登総合病院
　七尾市藤橋町 ☎0767-52-6611

５月の休日当番医
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日　時 行　事　名 場　所 担　当

 14 ㈰ 5:45～ ｢なぎさクリーン運動｣ 市内４海岸 生涯学習課

 17 ㈬ 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） 　 203会議室 市民窓口課

 18 ㈭ 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

 20 ㈯ 14:00～
15:30 こども映画上映会『ドッグス！』(約90分) コスモアイル羽咋 図書館

 22 ㈪ 11:00～
11:30 よちよちおはなし会 コスモアイル羽咋 図書館

 23 ㈫ 13:00～ ４カ月児健診 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

 24 ㈬ 10:00～ すくすく相談 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

19:00 ふれあいにほんごひろば 羽咋公民館 生涯学習課

観光・イベント情報

近隣市町の観光・イベント情報をお知らせします

観光・イベント情報

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

　羽咋市からの情報として、１市３町の広
報紙に、国立能登青少年交流の家で開催さ
れる「桜まつり」を紹介しました。

七尾市七尾市

志賀町志賀町

宝達志水町宝達志水町
宝達山開山祭

中能登町中能登町

宝達山（637ｍ）の山頂からは、能登・加
賀・越中を眺望することができます。山頂
の休憩施設「山の龍宮城」も同日オープン。
日時　４月23日㈫　10:00～
場所　手速比咩神社上社（宝達山頂）
問　企画振興課　☎0767-29-8250

柴木総合公園と於古川沿いの一帯に立ち並
ぶ桜並木。４月初旬から中旬頃の間に、見
ごろを迎えます。
場所　柴木総合公園（高浜町）
問　まち整備課（☎0767-32-1111）

柴木総合公園の
桜並木

夜桜を楽しめるライトアップも予定しています。イトアップも予定しています。
時間　４月14日㈰　11:00～16:00
場所　中能登町役場　鹿島庁舎周辺(井田)
内容　テント市、ステージイベント、春色
　　　マーケット､移住・創業PRコーナー、
　　　マグロ解体ショー
問　企画課（☎0767-74-2806）

第８回なかのと桜まつり

第十六回
花嫁のれん展

旧加賀藩領に伝わる婚礼道具の一つ、花嫁
のれん。商家や民家に飾られる百数十枚も
の優美な花嫁のれんをご覧ください。
日時　４月29日(月･祝) ～５月12日㈰
場所　一本杉通り（一本杉町）
問　花嫁のれん館（☎0767-53-8743）

１９日㈰
　疋島クリニック（外科･胃腸科･内科)
　羽咋市旭町 ☎22-1205
　森田クリニック（形成外科･皮膚科)
　羽咋市鶴多町 ☎23-4775
　【小児】公立羽咋病院
　羽咋市的場町 ☎22-1220

１２日㈰
　岩脇医院（耳鼻咽喉科）
　羽咋市的場町 ☎22-0131
　松沼医院（内科・小児科）
　宝達志水町敷浪 ☎29-3188
　【小児】公立能登総合病院
　七尾市藤橋町 ☎0767-52-6611

２６日㈰
　いがわ内科クリニック
　羽咋市鶴多町 ☎22-7800
　河﨑医院（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

※大型連休中に合わせて、診療
を行う羽咋郡市内の医療機関
については13㌻をご参照く
ださい。

市

市

市

市

羽咋からも多数出品！！  石川県立歴史博物館 春季特別展
「いしかわの神々　－信仰と美の世界－」

　石川県の信仰文化を代表する｢白山｣｢気
多｣｢石動山｣をはじめ、加賀・能登の｢神
と仏｣の祈りの文化財が一堂に会する展示
です｡羽咋市からも､国指定重要文化財『木
造阿弥陀如来坐像』(正覚院)､県指定文化財
『気多神社文書』(気多大社)､市指定文化財
『福水ヤシキダ古密教仏具』(個人)､寺家遺
跡出土品(羽咋市)など多数出品されます。
会場　石川県立歴史博物館（金沢市出羽町）
会期　４月27日㈯～６月２日㈰
観覧料　一般800円、大学生640円
※高校生以下は無料
問い合わせ　市文化財室(☎22-5998)

正覚院
「木造阿弥陀如来坐像」
（国指定重要文化財）
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■広報紙で表紙の次に組み込んでいる特集
㌻。広報担当者は、一番の目玉記事として
毎回‶何をテーマにしようか？"と悩むこと
になります。しかし、私はその点について
ほとんど悩んだ記憶がありません。市がこ
の４年間行ってきた地方創生に関わる大き
な試みは、毎回‶何を目玉記事にすべきか"
を私にはっきりと示してくれました。見開
きの2～3㌻をご覧いただき、市が挑戦し
てきた、この4年のストーリーを振り返っ
ていただければ幸いです。 （見附）
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　永光寺の伽藍から、さらに山中の道を進むと「五老峰」
と呼ばれる大きな塚があります。この塚には、厳しい
禅修行で知られる曹洞宗を発展させた五人の高僧「五

ご

祖
そ

」の遺品（高祖「天
てんどうにょ

童如浄
じょう

」の語録、二祖「永
えい

平
へい

道
どう

元
げん

」の遺骨、三祖「弧
こうんえじょう

雲懐奘」の血書経、四祖「徹
てっつう

通
義
ぎ

介
かい

」の嗣
し

書
しょ

、五祖「瑩
けいざんじょうきん

山紹瑾」の経典）が埋納され
ています。
　永光寺の五老峰は、鎌倉時代を生きた高僧らの遺品
を残した「中世禅のタイムカプセル」とも言うべき聖
地です。伽藍の最奥部に五老峰を配置する曹洞宗寺院
は他に無く、永光寺が曹洞宗の発展と源流を知るうえ
で欠かせない重要寺院であることを物語っています。

建造物編

永光寺の山中にある｢五老峰｣

道の駅のと千里浜（☎22-3891）


