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市民の皆さまへ

輝く羽咋を目指して
羽咋市長

岸

博一

あけましておめでとうございます。皆様方におかれましては健やかに新年をお迎え
のこととお慶び申し上げます。市長に就任し最初の年頭のごあいさつをさせていただ
きます。
昨年は、新型コロナウイルス感染症により多くのことが抑制されました。市民生活
をはじめ経済活動も影響を受け、生活様式の変化をもたらした年でした。今年は、ポ
ストコロナの時代に向けて、柔軟で持続可能な社会の構築を目指し、スタートを切り
たいと思います。
まずは元気を取り戻すため、まちなかの賑わい創出を目指します。本市の玄関口の
一つであるＪＲ羽咋駅周辺の整備として、官民連携を柱とした賑わい交流拠点施設、
周辺道路の整備や二級河川の長者川整備に速やかに着手できるよう進めていきます。
また、隣接する商店街とも連携し活性化を目指します。
そしてもう一つの玄関口である、のと里山海道千里浜インターチェンジ周辺の賑わ
い創出です。千里浜インターチェンジ周辺は道の駅のと千里浜や宿泊施設などがあり
多くの方が利用されます。また、千里浜インターチェンジを利用して金沢へ通勤する
には大変便利な場所であります。若者定住を進めるため千里浜インターチェンジ周辺
や他の地域も含め若者への魅力ある住宅環境整備を進めていきます。
本市の小中学生の学力は全国トップクラスにあります。教育環境を充実させるとと
もに、切れ目のない子育て支援にも力を注ぎ、若者定住を推し進めていきます。二つ
の玄関口の賑わい創出により、「輝く羽咋」を目指してまいります。
一方で人口減少、少子高齢社会に入り、地域では多くの課題があります。これらの
課題解決には、市民と行政が同じ立場、同じ目線に立って共に知恵を出して解決して
いかなければならないと考えています。
結びに、皆様にとりまして、本年が明るく素晴らしい一年になるようお祈り申し上
げます。
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年頭 のごあい さ つ
ウイズコロナ
新しい時代を生きる
羽咋市議会議長

寺井

哲也

あ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。
昨年は、年明けからの新型コロナウイルス感染症の影響で全国的にスポーツ大会や
祭礼、行事等が中止となったり縮小して行われたりするなど、市民生活や経済活動に
大きな影響がでました。また近年、異常気象による大型台風や大雨などが全国各地に
災害をもたらしています。本市においても、毎年のように農地等の被害が発生してお
り、災害のなかった年は皆無になってきています。
今年は、延期となった東京オリンピック・パラリンピックの開催や経済の復活を期
待すると共に、コロナとの共存時代とし、正しい情報に基づき冷静な行動を心がけ、
人類がこの難局を乗り越えていかなければなりません。
本市においては、新型コロナウイルス感染症対策の課題や、急速に進む少子高齢化・
人口減少から起こる様々な課題等の解決に向け議論し、そしてまた、古きよき伝統文
化と美しい自然環境を継承しながら、より安全で心豊かな住みよい都市を目指してい
かなければなりません。市議会といたしましても、市執行部と議論を重ね市民のご期
待に応えられますよう取り組んでまいりますので、今後とも市議会に対し、なお一層
のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
結びにあたり、市民の皆さま方のご健勝とご多幸を心から祈念申し上げ、年頭のご
あいさつといたします。
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年末年始を安心して過ごすために
新型コロナウイルス対策

｢新しい生活様式｣を実践しましょう

年末年始を中心に、帰省や旅行などをされる人が増えることが予想される中、感染症のまん延を防ぐ
ため、改めて、
「新しい生活様式」の一部をご紹介します。地域の感染状況を確認しながら、慎重に行
動しましょう。

感染防止の３つの基本

（参考）厚生労働省「新しい生活様式」

マスクの着用

ソーシャル・ディスタンス
人との距離は、できるだけ
２ｍあける。

会話をするときや外出時、
屋内にいるときは、症状が
なくてもマスク着用。

石鹸で手洗い
まめに手洗い・手指消毒を
する。

場面別の感染対策
移

動

会

食

〇感染が流行している地域との行き来は控える。

〇多人数での会食は避ける。

〇混んでいる時間帯は避ける。

〇発熱や風邪症状がある場合は参加しない。

〇マスクの着用、可能なら窓開け換気を。

〇席の配置は斜め向かいに。

〇発症したときのため、誰とどこで会ったかメモ

〇大皿は避けて、料理は個々に。

する。

〇おしゃべりは控えめに。
〇お酌や、グラスなどの回し飲みは避ける。

冬場の換気

（参考）厚生労働省ホームページ

2003年７月以降に着工した住宅などは、常時換気設備（24時間換気システム）により、室温を大きく
変動させることなく換気を行うことができます。常時換気設備や換気扇を常時運転し、最低限の換気量を
確保しましょう。ただし、寒いからと換気口を閉めてしまうと、効果が弱まります。
常時換気設備が設置されていない建物でも、台所や洗面所などの換気扇を常時運転することで最小限の
換気量は確保できます。
窓開けによる換気を行う場合は、18℃を目安に室温が下がらないように、暖房器具を使用しながら、
窓を少しだけ開けて換気してください。また、湿度は40％以上を維持するよう努めてください。

問い合わせ
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新型コロナウイルス感染症対策コールセンター（☎22‑1112）
（市健康福祉課 健康推進係（羽咋すこやかセンター１階)）

窓開け換気のコツ

２段階換気の例

窓開けを行うと、一時的に室内温度が低くなってしまいます。
暖房器具を使用しながら、換気を行ってください。
暖房器具の近くの窓を開けると、入ってくる冷気が暖められる
ので、室温の低下を防ぐことができます。

人がいない部屋

短時間に窓を全開にするよりも、一方向の窓を少しだけ開けて
常時換気を確保するほうが、室温変化を抑えられます。この場
合でも、暖房によって室内・室外の温度差が維持できれば、十
分な換気量を得られます。
人がいない部屋の窓を開け、廊下を経由して、少し暖まった状

人がいる部屋

態の新鮮な空気を人がいる部屋に取り入れる（２段階換気）こ
とも、室温を維持するために有効です。
室温を18℃以上に維持しようとすると、窓を十分に開けられ
ない場合は、窓からの換気と併せて、HEPAフィルタによるろ
過式の空気清浄機を併用することが有効です。

中学校スクールバスの運行を拡充
安全・安心な通学を確保するとともに、利便性の向上を図るために、中学校スクールバスの運行を拡
充します。
羽咋中学校スクールバスについては、現在の運行形態の見直しを行い、令和３年１月４日㈪から越路
野・鹿島路地区の生徒を対象とし新規路線を開設します。
邑知中学校スクールバスについては、12月１日㈫から、中学校の部活動の時間にあわせ、平日の下
校時と土曜日の登下校時に増便しています。

問い合わせ

市教育委員会 学校教育課（☎22‑7131）

表晋太郎さんが県消防職員意見発表会で優秀賞
11月30日に開催された第39回石川県消防職員意見発表会で、羽咋郡市広域圏事
務組合消防本部の表晋太郎消防士が優秀賞を受賞しました。
この意見発表会は消防業務に対する提言や、取り組むべき課題などについて発表
し、消防業務の諸問題に関するより一層の知識の研さんや意識の高揚を図ることを
目的に開催されているものです。
表消防士は、
「進みゆく時代とともに」と題し、装備のAI化が進む中で、機械に
は読み取ることができない人の 心 を知るために必要なことを、自分の経験をも
受賞した表さん
とに訴えました。
表さんは、４月に奈良県で開催される全国消防長会東近畿支部消防職員意見発表会に石川県代表とし
て出場します。
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もうつくりましたか？

マイナンバーカード
１．くらしを便利に！
顔写真付き身分証明書になります！
運転免許証と同じく、公的な
顔写真付きの身分証明書に
なります。

各種証明書をコンビニで
で
取得できます！
休日や夜間でも、証明書
などを取得できます！

免許返納後も身分証明書は
詳しくは
こちら▶

これでＯＫ！

今なら

マイナポイントがもらえます！

マイナポイント申込み後に、登録したキャッ

健康保険証として使えるようになり
ます！

シュレス決済サービスでチャージまたはお買い

ト予定
令和３年３月末からスタート予定！

物をすると、

ピッとかざすだけでＯＫ！

詳しくはこちら

上限5,000円分
もらえる

とっても便利に！

マイナポイント申込みやコンビニ交付には、マイナンバーカード取得時に
登録した４ケタの暗証番号（利用者証明用電子証明書）が必要です。

２．セキュリティは大丈夫なの？
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顔写真付きなので、なり

ICチップには、プライバシー性の高い税

マイナンバーを見られ

すましはできません

や年金などの個人情報は入っていません

ても悪用は困難
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３．つくってみよう！マイナンバーカード
申請方法については

こちらからもご覧い

ただけます

マイナンバーカードは簡単に申請できます。

４．マイナンバーカードの申請をサポートします
通知カード【見本】

「申請方法がわからない」「難しくてできない」という人には、マイナンバー
カードの申請を市職員がお手伝いします。
窓口で申請のお手伝いをします
マイナンバーカードの申請を市民窓口課（⑥番窓口）で
お手伝いします。
無料で顔写真を撮影し、インターネットで申請まで行います。
＜お持ちいただくもの＞
身分証明書（運転免許証など）、個人番号カード交付申請書
市職員が出張し申請受付を行います

職場や町内会、趣味の教室などの集まりの場に、市職員が出張し、マイナンバーカードを作るための写真
撮影や申請の手続きを行います。詳しくは市民窓口課（☎22‑5940）へお気軽にお問い合わせください。
市職員が
写真撮影

書類確認

出張

市役所でカード受取
約一カ月後

申請

市職員がお伺いします

問い合わせ

市市民窓口課 市民窓口係（☎22‑5940）

No.823 2021年１月 広報はくい
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七尾税務署
からのお知らせ

令和２年分

確定申告

七尾税務署での受付期間
令 和 ３ 年 ２ 月 1 6 日 ㈫ 〜 ３ 月 15 日 ㈪
午前９時〜午後４時

土日・祝日は除く

※今年の確定申告では、会場の混雑を回避するため、入場の際に、
「入場整理券」が

必要となります。「入場整理券」の配布状況によっては、後日の来場をお願いすること
があります。
※公的年金を受給されている人の確定申告について、２月１日㈪から申告相談をお受けし
ています。
※ご自身で作成された還付申告書は、１月から受付をしています。

確定申告会場を利用される人へ
七尾税務署の確定申告会場では、国税庁ホームページ「確定申告書等作成

国税庁ホームページ
「令和２年分
確定申告特集」

コーナー」を利用して、ご自身のスマートフォンまたは申告会場のパソコン
を使って、ご自分で申告書を作成いただきます。操作方法などについて職員
がアドバイスをさせていただく体制となりますので、ご理解とご協力をお願
いします。
詳しくは、国税庁ホームページ「令和２年分確定申告特集」をご覧ください。
なお、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」は、スマートフォ

「確定申告書等
作成コーナー」

ンや自宅のパソコンからもアクセス可能です。ぜひ、ご自宅からアクセスし
ていただき、申告書の作成・提出をお願いします。

確定申告会場内での感染防止対策
新型コロナウイルス感染防止のため、次のことにご理解とご協力をお願いします。
・来場者のマスク着用とアルコール消毒液の利用をお願いします。
・来場者の検温を実施します。
・少人数でご来場ください。
・職員はマスク・フェイスシールドを着用します。
・会場内はこまめに換気と消毒を実施します。

問い合わせ
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七尾税務署（☎0767‑52‑3381）

今年の確定申告は

で
スマホ
と！
サクッ

ンで
パソコ
と！
ポチッ

自宅で申告！
３密を避けるため、簡単・便利な自宅などからのオンライン申告（e‑Tax）をぜひご利用
ください。

自宅からのe‑Taxを利用した申告
①マイナンバーカードと、
「ICカードリーダライタ」または「マイナンバーカード対応のスマートフォン」
があれば、e‑Taxを利用して申告書の作成・提出ができます。
②また、事前に税務署でＩＤ・パスワードを取得すれば、マイナンバーカードを持っていなくてもe‑Tax
を利用できます。
ＩＤ・パスワードは、税務署へご本人が顔写真付きの本人確認書類(運転免許証など)をお持ちいただけ
れば、すぐに発行できます。
詳しくは、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）をご覧ください。

スマートフォンを利用した申告
給与所得のある人、年金収入や副業などの雑所得がある人などは、24時間いつでもスマートフォンを
使って申告書を作成して税務署へ提出できます。

こんなメリットがあります！
①質問に「はい」か「いいえ」でお答えいただき、画面の案内どおりに金額を入力する
だけで、自動計算で申告書が作成できる
②税務署などの申告会場へ行く必要・順番待ちをする必要がない
③申告期間中、24時間いつでもどこでも申告書の作成ができる
④申告書のデータはスマートフォンに保存できるので、いつでも中断・再開ができる
⑤マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォンを持っていれ
ば、マイナポータルとの連携で申告書作成がより簡単に

詳しくは
こちら

⑥多くの書類などの添付が不要
⑦還付金の振込が３週間程度とスピーディー
⑧そのままe‑Taxで税務署へ送信（申告）できる
まだマイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応スマートフォンを持っていない人も、
ＩＤ・パスワードを取得すれば、⑤以外のメリットを受けられます。
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令和２年 第５回

市議会
定例会

説明に立つ岸市長

令和２年第５回羽咋市議会定例会は、11月30日から12月15日ま
で開かれ、各会計の補正予算や各種条例の一部改正などが審議され、
市長提出議案20件、報告２件、認定７件、議員提出議案１件が可決・
承認・認定されました。
岸市長は、11月30日、提出議案の説明に先立ち、今後の市政へ
の取り組みについて述べるとともに、令和３年度予算の編成方針や、
新型コロナウイルス感染症対策などについて報告しました。
主な内容は次のとおり。

た「新しい生活様式」の徹底をお
願いします。
さらに、高齢者の重症化予防対
策として、予防接種に係る個人負
担を1,500円から500円に軽減し
ました。
早めに予防接種を受け、流行に
備えるようお願いします。

総合戦略の効果検証・評
価結果

第１期「がんばる羽咋創生総合
戦略」（平成27年度策定）で設定
した、令和２年10月１日時点の
短期目標人口20,600人に対して、
人口見込では、目標人口を500人
近く下回っており、人口減少に歯
止めがかかっていない状況です。
要因としては、出生数の減少や
型コロナウイルス感染拡大に伴う
令和3年度予算編成方針
仕事、住宅事情を理由とした転出
景気の悪影響が懸念され、減収が
新型コロナウイルス感染拡大に
の増加が挙げられることから、今
見込まれます。
伴う社会変化に加えて、中長期の
さらに、地方交付税についても、 後は住環境の整備と併せて、しご
社会情勢や経済状況の変化を見据
と・子育て・教育の一体的な魅力
人口減少などにより、増加が見込
えながら、
「第２期がんばる羽咋
強化を図っていくことが重要だと
めない状況であり、財政の健全化
創生総合戦略」など各種計画に基
考えています。
が求められる状況に変わりはあり
づく事業の実施を積極的に推進し、
また、去る10月14日には、市
ません。
人口減少対策を図りながら「輝く
民代表も含めた有識者会議「羽咋
引き続き、事業の選択と集中を
羽咋」の実現に取り組んでいきます。
市まち・ひと・しごと創生総合戦
高めるとともに、国・県などの交
具体的には、羽咋駅周辺整備に
略会議」の代表者から、第１期総
付金の活用をはじめ、ふるさと納
よる「まちなか」の賑わい創出や
合戦略に対する効果・検証報告書
税の推進などによる自主財源の確
移住定住の推進、子育て支援の充
が提出されています。
保にも努め、一層の創意工夫を図
実、さらには地域公共交通計画の
市として、この報告結果を新年
りながら、健全財政の維持に努め
策定による市民生活の利便性の向
度の予算編成にもしっかりと反映
ます。
上や、生活支援体制の構築などに
し、新たなまちづくりにつなげて
より、引き続き人口減少対策や地
いく方針です。
域経済の好循環の推進を図ります。 新型コロナウイルス対策
さらに、国土強靭化や羽咋市公
市では、感染症に対する不安な
羽咋駅周辺整備
共施設等総合管理計画による社会
どに応えるため、一元的な相談窓
市民の皆様とともに作り上げた
インフラの整備、ポストコロナ時
口として健康福祉課内に新型コロ
基本構想と基本計画をもとに、今
代の「新たな日常」を踏まえたデ
ナウイルス感染症総合相談窓口を
後も（仮称）賑わい交流拠点施設
ジタル化の推進にも取り組み、将
設置するとともに、感染症対策や
や駅周辺整備周遊連絡道路、都市
来にわたって活力ある持続可能な
経済対策に関する専用ダイヤルを
計画道路川原町線、二級河川長者
地域経済や社会の構築につなげて
設けました。
川の整備に取り組んでいきます。
いきます。
また、季節性インフルエンザと
交流拠点施設については、サウ
また、予算編成については、国
の同時流行を防ぐためにも、市民
ンディング型市場調査の結果を踏
の補正予算の活用を図りながら、 の皆様には流行前の季節性インフ
まえ、交流機能は、民間運営事業
切れ目のない事業の実施を目指し
ルエンザ予防接種に加え、引き続
者による視点を取り入れた設計に
ていきます。
き手洗いなどの手指衛生、マスク
取り組み、交付金や起債の組み合
歳入面では、市税については新
の着用、３密の回避をはじめとし
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わせによる市の実質負担が少ない
と考えられる事業手法を検討して
いきます。また、商業機能につい
ては、民間の活力や資金を最大限
活用するとともに、自由度が高い
運営が可能な事業手法を検討して
います。
いずれの機能についても、利用
者や運営の視点を第一に考えた施
設となるよう官民連携を図りなが
ら事業を進めていきます。
周遊連絡道路については、順次、
地権者と交渉を行っており、土地
開発基金を活用しながら、年度内
を目途に必要な用地の取得を進め
ていきます。
川原町線については、現在、接
続する道路の管理者である石川県
や地元関係者などと協議しながら
基本設計を進めており、令和３年
の事業認可を目指していきます。
長者川の整備については、事業
主体である石川県の基本設計と交
流拠点施設整備にかかる敷地造成
との調整を図っており、事業実施
に向け着実に取り組んでいるとこ
ろです。

羽咋市高度無線環境整備
推進事業
整備事業者である西日本電信電
話株式会社金沢支店に対し、11
月26日に国の補助金の交付決定
がなされ、来年２月中の完成を目
指す方針であるとの説明を受けて
います。
市としても、市内の情報通信基
盤の整備促進が図られるよう支援
していきます。

電子入札の導入
令和３年１月から電子入札の導
入を行います。対象案件は、予定
価格が130万円を超える建設工事
と、予定価格が50万円を超える
測量、建設コンサルタント業務な
どに関する入札です。

地域包括ケアの推進

については、現在の運行形態の見
直しを行い、越路野・鹿島路地区
の生徒を対象とした新規路線を１
月４日から開設する予定です。

令和２年11月現在で５カ所の
第２層生活支援協議体が設立され
ており、各協議体では、地域にお
ける高齢者などに必要な支援や活
神子原農林水産物加工
動の担い手の掘り起こしについて
販売施設
協議を重ね、身近な通いの場の創
出や、粗大ごみの搬出、買い物な
本施設は、特産品の神子原米や
どの支援活動に繋げています。
地元農家の野菜が人気で、売り場
市としては、今後も、地域の課
が手狭になっていたことや開業か
題抽出や、担い手の発掘、必要な
ら13年が経過し老朽化が目立ち
生活支援活動について、地域の
はじめていたことから、販売所な
方々とともに考え、活動を支援し
ど134平方メートルを増築しまし
ていきます。
た。
第２層生活支援協議体の未設置
また、乾燥機などの設備更新も
地域については、誰もが住み慣れ
行い、コスト削減や品質の向上を
た地域でいきいきと役割を持って
図ることで、神子原米のブランド
暮らし続けることができるまちづ
力向上につなげていきたいと考え
くりについて、地域の方々ととも
ており、今後も直売所が農業の継
に考える地域懇談会を感染症予防
続や地域の活性化に寄与する拠点
に努めながら開催していきたいと
としての役割を担えるよう指定管
考えています。
理者との連携を図っていきます。
また、令和３年度から５年度ま
でを計画期間とする「第８期羽咋
市高齢者福祉計画及び羽咋市介護
保険事業計画」については、策定 【可決された議案】
委員会を設置し、介護ニーズ調査 〈市長提出分〉
◆一般職の職員の給与に関する条
などの結果や現状の分析、評価を
例等の一部改正について
行い、素案の作成に取り組んでい
るところです。
◆令和２年度羽咋市一般会計補正
国の動向を見据えながら、本市
予算（第12号）
の人口推移や介護認定者の状況
◆令和２年度羽咋市介護保険特別
などの社会的な環境変化を予測し、
会計補正予算（第１号）
必要なサービスや支援体制、介護
◆常勤の特別職の職員の給与に関
保険料の基準額などについて協議
する条例の一部改正について
しながら、計画を策定していきます。
〈議員提出分〉

中学校スクールバスの
運行拡充

◆防災・減災、国土強靭化対策の
継続・拡充を求める意見書の提

出について
安全、安心な通学を確保すると
など
ともに、利便性の向上を図るため、
中学校スクールバスの運行を拡充
します。
邑知中学校スクールバスについ
【一般質問】
ては、12月１日から、中学生の
質問内容や市長はじめ執行部から
部活動にあわせ、平日の下校時と
の答弁内容は、
近く発行される『市
土曜日の登下校時に増便します。
議会だより』をご覧ください。
また、羽咋中学校スクールバス
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健康福祉課

4
掲載内容については、新型コロナウイルスの感染状況によって変更となる場合があります。
各施設を利用する際は、検温、手洗い、マスク着用などにご協力をお願いします。

子育てふれあい広場

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29年８月生)
１月13日㈬ 13：00〜
●１歳６か月児健診(令和元年６月生)
１月14日㈭ 13：00〜
●４か月児健診(令和２年９月生)
１月26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。

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（予定）
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)： R３.３月までお休みします。
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が、
新型コロナウイルス感染症対策のため、利用する人は事前にご連絡をお願いします。

と

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 横
時 間 午前９時30分〜正午
午後１時〜５時
お休み 年末年始、日曜日、祝日

８日㈮
12日㈫
14日㈭
15日㈮
15日㈮
18日㈪
19日㈫
22日㈮
25日㈪
26日㈫

制限して行います。参加を希望する
人は事前予約をお願いします。
☆育児講座 １月６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」
定員８組
講師：杉浦 幸代 さん

27日㈬
28日㈭
29日㈮

☆育児相談 １月13日㈬
午前10時〜正午（受付11時まで）
保健師・栄養士が相談にのります。

☆お楽しみデー １月27日㈬
午前10時30分〜11時30分
定員８組
担当：千里浜保育所

こすもす保育園親子育児講座
19日㈫ 10時〜 11時
「冬でも素敵な花の寄せ植え ✿ 」
講師：こすもす保育園
要予約
定員３組
菊田 智加子 さん
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内

１月 ５日㈫
８日㈮

催 し 物 感染症対策のため人数を

☆お誕生会 １月20日㈬
定員８組
午前10時30分〜

き

容

ところ

プチ！書初め大会！
今年も良い年になりますように
〜だるまちゃんを作ろう〜
新年お楽しみ会
みかん湯でぽっかぽか！
新年お楽しみ会
鬼さんイテテテ逃げちゃった！
新聞あそびをしよう
いっしょにあそぼう！
★冬でも素敵な花の寄せ植え ✿
劇あそびをしよう
節分グッズを作っていっしょにあそぼう
鬼さん変身グッズを作ろう！
✿ 大きくなったね（身体計測）
鬼をやっつけよう
新聞紙で遊ぼう！
オニのお面をつくろう

こすもす保育園
とき保育園
羽咋白百合幼稚園
こすもす保育園
千里浜保育所
とき保育園
羽咋白百合幼稚園
邑知保育園
こすもす保育園
羽咋白百合幼稚園
邑知保育園
こすもす保育園
西北台保育所
千里浜保育所
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
利 用 時 間 平日：午後１時〜６時 土曜日：午前10時〜午後６時 無料
お
休
み 毎週日曜日、祝日
10分間ドッヂボール大会
毎 週 月 曜 日 午後４時〜
毎 週 水 曜 日 午後４時30分〜
かんたん工作教室
トランポリン体験
第１･３金曜日 午後４時30分〜
と

１月

9日㈯
16日㈯
23日㈯
30日㈯

き

午後２ 時
午後３ 時
午後２ 時
午後２ 時

内

容

わくわく広場
お茶クラブ
牛乳パックでべこ作り
なわとび大会

参加費など

講師：辻森正美さん

■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)
今月はお休みします。

■１月の休館日

12日㈫・19日㈫・26日㈫
＊休館日は毎週火曜日です。
■よちよちおはなし会(0歳〜3歳)
(火曜日が祝祭日の場合はその翌日です) 日時 １月25日㈪

■年末年始休館日
12月29日㈫〜１月５日㈫

■連絡先

場所

午前11時〜11時30分
コスモアイル羽咋・研修室

☎22‑9777

今月の本棚

子どもの本棚

シンプルでていねいな暮らし

ことばあそび

「50歳からはじまる、あたらしい暮らし」
広瀬 裕子/著 ＰＨＰ研究所

「江戸を楽しむ！絵ときなぞなぞ」
岩崎 均史/監修 ＰＨＰ研究所

40代 を 迎 え る 時 と50代 に な る 時 と
は、気持ちが違っていたと広瀬さんは
言います。40代には見えなかったこと
が、経験により身につき、
「あたらしく」
年を重ねていきたいと・・・。心地よ
いと思う生き方、暮らし方を写真とと
もに綴ってあります。

江戸時代、今のなぞなぞのような「判
じ絵」がありました。絵から推理して
答えをみちびきます。この本では、動
物や野菜などジャンルに分けて出題さ
れています。目で見るなぞなぞの「判
じ絵」をみんなで楽しんでみましょう。

新着図書のご案内
一般向け

よもやま話(瀧井朝世)ハンド
メイドのリボンBOOK(山口

子ども・ティーン向け

井明子)アンデルセンの夢の
旅(ハインツ•ヤーニッシュ)ず

もっこすの城(伊東潤)デリバ 路子)多肉植物の水栽培(米原 拝啓パンクスノットデッドさ かんウイルス(武村政春)スタ
リールーム(西尾維新)隣はシ 政一)けものが街にやってく ま(石川宏千花)科学者になり ジオジブリのいろんなくらし
リアルキラー(中山七里)始ま る(羽澄俊裕)未来のサイズ(俵 たい君へ(佐藤勝彦)おとうと (スタジオジブリ)マンガでよ
りの木(夏川草介)われもまた 万智)ご利益別仏像おまいり のたからもの(小手鞠るい)オ くわかるバドミントン(城戸
天に(古井由吉)自転しながら 入門(松島龍戒)新危機の20年 オハシ•キング(当原球樹)猫 友行)うごきません。(大塚健
公転する(山本文緒)暗闇にレ プーチン政治史(下斗米伸夫) 町ふしぎ事件簿(廣嶋玲子)ク 太)ゆめぎんこう(コンドウア
ンズ(高山羽根子)煉獄の獅子 なんでもハーブ284(山下智 リスマスの小屋(ルース•ソー キ)ウィルとふゆのおきゃく
たち(深町秋生)湖の女たち(吉 道)働くセーター(保里尚美)腸 ヤー)くまのこのるうくんと さん(リンダ•アシュマン)せと
田修一)とわの庭(小川糸)空 活メソッド(ウンログ)本物の おばけのこ(東直子)海底2万 うちたいこさん ふじさんの
洞のなかみ(松重豊)わたしの 「上司力」(前川孝雄)警察の マイル 新訳(ジュール•ベル ぼりタイ(長野ヒデ子)いろん
もう一つの国(角野栄子)「グ 階級(古野まほろ)政治家の覚 ヌ)消えたレッサーパンダを なたまご(クララ•コルマン)
レート•ギャツビー」を追え 悟(菅義偉)浪花千栄子(青山 追え!(たけたにちほみ)子ども もりのおふとん(西村敏雄)カ
(ジョン•グリシャム)ほんの 誠)

のためのスポーツ食トレ(亀 レーのおうさま(山本祐司)
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込山 利志栄さん
（旧姓：波木、55歳）
（中川町出身、
滋賀県東近江市在住)

いつか故郷に恩返し
羽咋を離れて37年。ここ滋賀で
の生活が、故郷で過ごした日々より

見る風景は、今も私にエールを送っ

す。その副作用を抑えるために、さ

てくれます。

らに薬が増えていきます。特に生活

長くなりました。しかし故郷は忘れ

私は石川県では環境衛生の仕事を

習慣病の薬は、その体質が変わらな

られない場所であると同時に、私の

し、結婚を機に滋賀に来てからは、

い限り、一生飲み続けなければなり

心のふるさとです。それは私に限っ

子育てをしながら25年間、病院薬

ません。薬の増加は、身体に大きな

たことではないでしょう。

剤師として医療の現場で働きました。 負担となるばかりではなく、医療費
その中で西洋薬中心の現状に疑問を

の増大にもつながります｡現在､日本

にあった望湖台があります。現在、 抱き、漢方薬と中医薬膳学を学びは

は、医療費に占める薬剤費の割合も

その校舎は取り壊されましたが、邑

じめました。そして､２年前に｢養生

世界有数となっています。これは将

知平野と邑知潟を一望できる望湖台

を学ぶ会｣を設立し､講演活動をして

来、子や孫たちにも大きな負担とな

は現存しています。

います。その内容は薬膳茶をのみな

ります。私がこれからの子供たちの

そのひとつに旧邑知中学校の前庭

中学３年のとき、生徒会の一員と

がら、東洋医学を基本に、免疫力の

ためにできること、それは、年齢を

して文化祭準備に明け暮れていまし

向上を目指して、薬に頼らず健康に

問わず、薬に頼らない、元気で明る

た。本番前日の夕方、仲間と文化祭

過ごすための養生について講演して

い地域づくりだと思っています。私

の成功を祈願し、その望湖台に立ち、 います。病院で処方されている薬は

が育った羽咋の人たちが、少しでも

大声で校歌と応援歌を歌ったことが

ほとんどが化学合成された西洋薬で

心身ともに元気で明るく過ごすため

忘れがたい思い出です。望湖台から

あり、それには必ず副作用がありま

に、いつか恩返しできれば幸いです。

輪を広げよう
手話の
・・・・・・
・・・

ひとこと手話
ひとこと手話
今月の手話

「お疲れさま」
右手の拳で、
左手首を２
回トントン
と叩きます。

藤田勝博さん（立開町）

障がいのある人へのコミュニケーション手段

点字
点字とは

とつてん

点字は、手で触って読むことができるように、凸点を組み
合わせた、目の不自由な人のための文字です。縦３点・横２
点、合計６点の点の組み合わせで文字や数字を表します。
横書きで、書く（打つ）ときは右から左へ、読むときはそ
れを裏返して、左から右へ読みます。

身のまわりの点字
駅の券売機、エレベーター、家
電製品などにも点字が表示されて
います。身のまわりの点字をもっ
と探してみませんか。

エレベーターの点字
「シメ」

問い合わせ 市健康福祉課 援護係
（☎22‑3939、FAX22‑1048）

市では、視覚や聴覚に障がいのある人、文字が見えにくい人のために、点訳・音訳・手話による
「広報はくい」を提供しています。健康福祉課・援護係へお問い合わせください。

14

広報はくい No.823 2021年１月

藤島

健一さん
(41歳、津幡町)

農福連携で羽咋初のワイナリー
栽培するブドウの品種は５種で、
一ノ宮町出身の藤島さん。専門学
校を出て、金沢市で作業療法士とし 赤はヤマ・ソーヴィニヨン、マスカッ
トベーリーＡ、カベルネ・ソーヴィ
て12年働いていました。
その後、34歳で障がい者の就労 ニヨン、白はシャルドネとアルバリ
支援を行う事業所を立ち上げ、７年 ーニョを予定しています。
間勤務。農福連携の魅力を知る中で、 このうち、藤島さんが特に力を入
自身が農業にどっぷり取り組みたい れるのがアルバリーニョ。 海のワ
イン とも呼ばれる主にスペインの
と思うようになりました。
中でも好きなワインを自分の手で 海岸沿いで栽培される品種で、ミネ
作りたいと思い、地元羽咋で土地を ラルが豊富で、魚介類との相性が良
いワインができ上がります。
探し始めました。
今後藤島さんは、この場で障がい
そして現在、羽咋初のワイナリー
整備に向けて、ひと月かけて粟生町 者のサポートも行いたいと考えてお
り、福祉事業所を立ち上げ、障がい
で1.2㌶の砂丘地を開墾しました。
のある人たちにブドウ栽培に従事し
てもらう農福連携の取り組みを構想
しています。
「近年、海外では日本ワイン ※ の
価値が上昇している。ここが有名
開墾した土地に立つ藤島さん

になれば、障がいのある人たちが、
海外の異なる価値観を持った人と
交流できる可能性も秘めている」
と藤島さんは話します。
また、将来的に、ワイナリーを
中心にレストランや宿泊施設が集
まる ワインビレッジ を夢見て
おり、「いいワイナリーの周りには、
自然とレストランなどの商業施設
が集まってくる。ここもそうなっ
て、人口減少の抑制や交流人口の
拡大の一助となれば」と展望を語
ってくれました。
今後、今年の３月下旬から４月上
旬には、苗の植え付けを行い、試行
錯誤を重ねながら、順調にいけば
2022年には委託で醸造、2025年
には自社での醸造を予定しています。

※「日本ワイン」：国産ブドウ100％を使用して国内製造されたワイン
「国産ワイン」：海外から輸入したブドウや濃縮果汁を使用して国内で製造されたワイン

新年のあいさつ
〜藤岡市長 新井雅博〜
に感じてもらうとともに、 り越え、羽咋市民の皆さまにとっ
明けましておめでとうございま
喜び申し上げます。

て幸多い一年となることをご祈念

きたのではないかと思っておりま

申し上げ、新年のあいさつと致し

す。

ます。

本年は、姉妹都市提携35周年

羽咋市と本市は昭和61年３月

の記念となる年です。昨年は新型

に姉妹都市提携を結んで以来、毎

コロナウイルス感染症の影響で例

年幅広い分野で市民交流を重ねて

年通りの交流ができたとは言い難

まいりました。

い状況となりましたが、11月に

藤岡市では昨年「花と緑のぐん

就任された岸市長の新たな体制の

まづくり2020 in藤岡」を開催い

もとで、今後も引き続き皆さまと

たしました。その中で、メーン会

活発な交流ができますよう、市民

場である「ふじの咲く丘」に千里

一同楽しみにしております。

浜をイメージした花壇を作成させ

結びに、両市の友好関係が末永

ていただき、市民に羽咋市を身近

く続きますことと、この難局を乗

本年もよろしく
お願い申し上げます

す。令和３年の幕開けを心よりお

心の交流を図ることがで

No.823 2021年１月 広報はくい
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公立羽咋病院 会計年度任用職員募集
職

種

人

員

応募資格・職務内容

①看護師

22人程度 看護師免許を有する人

②看護補助員(ケア担当)

24人程度

③看護補助員(書類サポート担当）

患者介助、看護業務補助
（早出・遅出勤務、休日勤務、希望する人で状況により２交代夜勤あり）

4人程度 看護業務補助、物品管理など
医師の指示のもとに行う事務補助
（電子カルテ操作、書類作成、患者呼込みなど）

④医師事務作業補助員

17人程度

⑤健診室作業補助員

１人程度 電子カルテ操作、書類作成など

⑥社会福祉士

１人程度 社会福祉士免許を有する人

⑦作業療法士

１人程度 作業療法士免許を有する人

⑧薬剤科業務補助員

２人程度 薬剤師の補助、調剤の補助、薬剤管理の補助など

⑨中央材料室業務補助員

１人程度 医療器材の洗浄・消毒業務、院内の物品集配送などの運搬業務

⑩眼科補助員

２人程度 視力測定・視野測定など眼科検査、診療補助、事務業務補助

⑪臨床検査科業務補助員

３人程度 臨床検査の補助、検体の運搬など

⑫厨房調理業務員

20人程度 病院厨房内での調理など（早出・遅出勤務あり）

⑬厨房洗浄業務員

２人程度 病院厨房内での食器洗浄など（遅出勤務あり）

⑭事務補助員（医事管理室）

１人程度 外来患者の呼込み、診療録の入出庫作業、消耗品管理など

⑮事務補助員【障害者採用】

１人程度 書類作成・配布、物品管理などの事務補助

⑯患者送迎用自動車運転手

２人程度

普通自動車第一種免許を有する人
（患者送迎、駐車場の誘導整理など）

※詳細は、公立羽咋病院ホームページ（https://www.hakuihp.jp）をご覧ください。
◆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８:30 〜 17:15

◆採用予定

令和３年４月１日

◆任用期間

１年

◆採用試験

２月上中旬予定
（受験者に別途ご案内します）

（ただし、所属によっては早出・遅出勤務、休日
勤務、２交代夜勤があります。※各種手当あり）
。

◆必要書類 履歴書（市販のもの）
、写真（６カ

⑯の職種については、８:15 〜 12:00（金曜

月以内に撮った写真を履歴書に貼
付）

日のみ７:15 〜 12:00）の隔日勤務（週２〜３

※有資格者は、免許証の写しを添付してくだ

日）になります。
交通費を支給するほか、有給休暇や社会保険
制度（一部の職種を除く）があります。
問い合わせ
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さい。
◆受付期間

１月４日㈪〜１月18日㈪必着

〒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）

らぶ♥はくい基金活用しませんか？
助成金の申し込みを募集します
１ 助成対象 羽咋市市民憲章の実践活動を
自発的に展開する団体や個人

２ 助成金額 １件当たり 標準金額５万円
（限度額20万円）

３ 活動基準
次のいずれかの事項に関する研究､ 出版､ 製作
活動および団体・指導者の育成、そのほかの羽咋
市市民憲章の普及推進活動が羽咋市民の自主的参
加により行われ、営利を目的としないもの。
⑴歴史を尊重し、教養を高めること

いい人いいまち実践します。みんなのちかい
羽咋市市民憲章は、昭和48年に羽咋市市制15周
年を記念して制定されました。
起草委員会を組織し、話し合いを重ねてより多く
の市民が参画して作り上げるという理念の下、休
日や夜間を利用して当時の青年・女性団体の有志が、
無作為に選んだ千人の市民に面接調査しました。
その結果、「こんな市民になろう」「こんなまちを
つくろう」という希望や意見を「市民共同のちかい」
としてまとめられたものが、羽咋市市民憲章です。

皆さんの活動をバックアップ
（らぶ♥はくい基金の実績）

⑵自然を保護し、環境美化を推進すること
⑶社会を浄化し、家庭教育を推進すること
⑷ボランティア精神を高め、地域コミュニティ
を振興すること
⑸その他⑴〜⑷に準ずること

４ 申請書 次の受付窓口でお受け取りください。
市ホームページからもダウンロード
できます。

５
６
７
８
９

市民憲章とは・・・

市民憲章のちかいを実践している団体や個人を側
面的(経済的)に援助するため、羽咋市市民憲章推進
基金協会が昭和57年に設立されました。これまで
に、羽咋市市民憲章推進基金(らぶ♥はくい基金)か
ら168件（総額1,768万円）の助成金を交付しました。

会員を募集します

受付窓口 市生涯学習課 または 市内各公民館
受付期間 １月４日㈪〜１月29日㈮
選考と発表 ３月下旬予定
贈呈式 ５月下旬予定
その他 備品購入や実施済の事業については
助成対象となりません。
問い合わせ

羽咋市市民憲章推進協会の趣旨に賛同される
人(会員)を募っています。運営会費は年額1,000
円です。同協会事務局（市生涯学習課内）までご
持参くださるか口座振込でお願いします。
北國銀行 羽咋支店（普通）№147604
（羽咋市市民憲章推進協会）
※振込手数料がかかります

市生涯学習課（☎22‑9331）

ひとり親世帯臨時特別給付金の申請はお済みですか？
ひとり親世帯で、次に該当する人は、申請により国の給付金を受けることができます。まだ申請され
ていない人はお早めに申請してください。
対象者 (1)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象と
同じ水準となった人
(2)公的年金などを受給していることにより、令和２年６月分の児童扶養手当を受給していない人
給付額 １世帯５万円（第２子以降の子ども１人につき３万円を加算）
申請先 市健康福祉課 子育て支援係「ひとり親世帯臨時特別給付金」窓口（⑩番窓口）
申請期限 ２月26日㈮
問い合わせ 「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター（☎0120‑400‑903）
市健康福祉課 子育て支援係「ひとり親世帯臨時特別給付金」窓口（☎22‑1114）

No.823 2021年１月 広報はくい
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１月 栄養・運動教室のご案内

参加者にはUFOカードの
ポイント引換券を進呈！

要予約

市では毎月、食事や栄養のワンポイントアドバイスと有酸素運動の実技を取り入れた教室を開催し、
生活習慣病予防のサポートをしています。
生活習慣を改善したい人や運動不足を解消したい人はぜひお申込みください。
開 催 日

１月21日㈭

講

時

間

13時30分〜 15時（受付：13時〜）

持 ち 物

会

場

羽咋すこやかセンター３階ホール

マスク（着用）

１回100円（参加費のほかに、運動グッ

運動しやすい服装でお越しください。

参 加 費

ズ代が必要になる場合があります）
内

容

師

申込締切

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、

１月20日㈬

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
（内容：腎臓を守るために）

【注意事項】
感染症拡大防止のため、３密を避け、人と人と

②身体をほぐす運動

の距離をとって運動実技を行います。会場準備の

③音楽に合わせて楽しく有酸素運動

ため、事前申込みにご協力をお願いいたします。

④筋肉づくりの運動

当日は自宅で検温をし、発熱や、体調がすぐれ

※運動強度は、心拍数が上がり、汗を

ない場合は参加をご遠慮ください。また、対面で

じんわりかくレベルです。現在治療

の会話や運動中の不必要な会話は避けていただく

中の人は主治医に相談の上、お申込

よう、お願いいたします。

みください。
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）

プレミアム付きUFO商品券 使用期限迫る！
地域経済を活性化するため、昨年８月に販売したプレミアム付UFO
商品券（緑色）の使用期間が、令和３年１月31日で終了します。
まだ使用されていない人は、お早めにご使用ください。
なお、使用期限が過ぎたものは無効となりますので、ご注意ください。

問い合わせ

広
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市商工会（☎22‑1393）、市商工観光課（☎22‑1118）

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（最高気温が０℃未満の日）が続くと、

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、汚水が流れる管

水道管が凍結し破損しやすくなりますので、屋

やポンプが詰まって流れなくなることがありま

外の蛇口などに保温材を巻くなどして漏水に備

す。

えてください。

汚水が流れなくなると、汚水がマンホールか

なお、蛇口を開いていない

ら溢れ出すことや、接続しているお客様のトイ

のに水道メーターのパイロッ

レや排水口などに逆流してしまう場合がありま

ト（こま）が回っている場合

す。

は、漏水の可能性があります。

異物や、水に溶けないものは下水道へ流さな

水道工事業者に修理などを依

いようにしてください。

頼してください。
問い合わせ

市地域整備課 上下水道管理係（☎22‑7193）

３「上水道・下水道水量のお知らせ」の広告主募集
（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

116,400円

※毎月、約9,700枚が広告として市内に配布されます
（4）掲載期間 令和３年４月から12カ月間
（5）申込期限 １月25日㈪まで
※応募が複数の場合は抽選となります。

掲載例
○□食 堂 ・ はくい店
羽咋市旭町ア200番地

問い合わせ

広

告

市地域整備課
企業経理係（☎22‑7133）

電話 0767-22-××××
FAX 0767-22-

広告欄

欄

No.823 2021年１月 広報はくい

19

羽咋消防署からのお知らせ

羽咋消防署からのお知らせ

積雪時の消火栓除雪にご協力をお願いします！
冬になり消火栓や防火水槽の上に雪が積もると、正確な位置が
分からなくなってしまい、火災の際に、消防活動の遅延の原因と
なる可能性があります。
そのため、消防署では積雪があると、市内を巡回し除雪を行っ
ていますが、大雪の場合、すべての消火栓を除雪することは困難
です。
積雪時には、以下のことにご理解とご協力をお願いします。

１ 自宅の近くに消火栓があれば、除雪をお願いします
２ 除雪時に消火栓、防火水槽の上に雪を捨てないでください
３ 消火栓の近くに車両の駐停車をしないでください

1月26日は文化財防火デー
１月26日は、法隆寺金堂壁画が焼損した日（昭和24年）に
当たり、この日を「文化財防火デー」と定め、文化財に対する
防火・防災意識の高揚を図ることを目的とし、全国的に文化財
防火運動を展開しています。
羽咋市では、文化財建築物などを火災から守るため、以下の
４カ所で、火災防ぎょ訓練を実施します。
【予定】１月23日㈯
１月24日㈰

永光寺、豊財院
妙成寺、気多大社

問い合わせ

広
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羽咋消防署 警防係（☎22‑7812）

漂流・漂着木造船の情報提供のお願い
冬季は、石川県西部沿岸では朝鮮半島からのものと思わ
れる漂流・漂着木造船や木片が増加します。
金沢海上保安部では、海上での監視を強化していますが、
もしも木造船などを見かけた場合は、不用意に近づくよう
なことは避け、海上保安庁へ通報していただくようお願い
します。
「１月18日は、118番の日」です。
通報先

緊急ダイヤル（☎１１８ 局番なし）
または
金沢海上保安部（☎076‑266‑6118）

地域安全ニュース

羽咋警察署・羽咋郡市防犯協会連合会からのお知らせ

〜１月10日は110番の日〜

ハク太郎
ク太郎

110番は、緊急の事件・事故の電話です。もし、事件や事故に遭ってしまった場合は、落ち着いて
110番しましょう。
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）・最寄り
の交番、駐在所までお問い合わせください。

〜１１０番通報のポイント〜
◆ 何があったか

事件・事故・ドロボウなど

◆ いつあったか

何時ごろ

◆ どこであったか

町名や番地、目立つ建物など

◆ 犯人は？

性別・年齢・身長体格・服装・逃走方向・車のナンバー

◆ 今の様子

被害状況・事故の様子

◆ あなたは？

事件・事故との関係

問い合わせ

広

告

羽咋警察署（☎22‑0110）、羽咋郡市防犯協会連合会（☎22‑4970）
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金沢刑務所
法務技官 作業専門官募集

図書館 映画上映会

被収容者に対する作業教

石川県では平成18年にふぐ条例

育や、職業訓練などの指導、作業

が施行され免許制となりました。こ

の安全衛生、企画など

れに伴い、受験者を対象とした事前

担当業務

日時 １月16日㈯ 14:00 〜
場所 コスモアイル羽咋 小ホール
上映作品 『スモールフット』
（約96分）
参加費 無料
申込み 不要
図書館（☎22‑9777）

採用施設

準備講習会を開催します。

金沢刑務所

日時

職種・募集人員
洋裁、金属または機械

⑴日本国籍を有している人
⑵国家公務員法第38条に該当し

分列行進や一斉放水を行います。
※当日午前10時ごろ、会場周辺で消
防車両がサイレンを吹鳴する予定。
日時 １月９日㈯ 9:00 〜
場所 羽咋すこやかセンター
市環境安全課（☎22‑7176）
羽咋消防署（☎22‑7812）

１月26日㈫
・実技 ９:00 〜 12:00

１人

応募資格

羽咋市消防出初式

令和２年度 石川県ふぐ処理
資格者試験準備講習会

・学科 13:00 〜 17:00
場所

（金沢市北安江）
受講料

ない人
⑶公募職種に関連する職業能力開

金沢勤労者プラザ
31,000円

（テキスト代含む）
定員

24人

発促進法に定める技能士である

※定員になり次第、締め切ります。

人

申込方法

⑷公募職種に関連する職業訓練指
導員免許を所持している人
金沢刑務所 庶務課 人事係
（☎076‑231‑4291）

申込書に受講料を添えて

（公社）石川県調理師会まで送付
してください。
※申込書は（公社）石川県調理師会
または県薬事衛生課、最寄りの保
健福祉センターにあります。
申・

県立七尾産業技術専門校
訓練生追加募集

（☎076‑236‑2012）

募集科名（訓練期間）
普通課程 生産設備保全科（１年）
普通課程 自動車整備科（２年）
応募資格
令和３年３月高校卒業見込者また
は高校既卒者（概ね35歳以下）
申込期限 １月22日㈮
選考日
２月５日㈮
合格発表 ２月12日㈮
石川県立七尾産業技術専門校
（☎0767‑52‑3159）
広

告

（公社）石川県調理師会

オンラインによる婚活セミナー・婚活イベントを実施します
市では、１〜２月にオンラインによる婚活セミナー＆イベントを実施し
ます。
詳細については、後日、市ホームページでお知らせします
ので、希望される人は、右下のメールアドレス（またはQR
コードを読み取り）に「婚活セミナー・イベント情報希望」
とご記入のうえ、送信してください。
市健康福祉課 子育て支援係（☎22‑1114）

メール送信先
hakui@h-staﬀ.jp

欄

▼ᕝ┴▱චチື⏘ᴗ
市役所の連絡先
（代表：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）

ユーフォリア千里浜
感謝の木キャンペーン

ハローワーク羽咋からのお知らせ

ユーフォリア千里浜では、感謝を
伝えるサンキューカードキャンペー
ンを行っています。
「ありがとう」
を伝えたい人に渡し、伝えられた人
がカードをフロントに提出すると、
１人１回、温泉かプールを無料で利
用できます。
カードは、館内の「感謝の木」に
吊るします。普段はなかなか言えな
い感謝の言葉を伝えてみてはいかが
ですか。

◆ハローワーク羽咋は、皆さまの ｢働く」ことへの支援を行っています
新しい年を迎え、皆さまも新たな気持ちや思いで、毎日を過ごしてい
らっしゃることと思います。
その中には、お仕事に関する思いはありませんか？「年も明けたし、
就職活動を始めるぞ！」
「定年後、しばらくのんびりしたけど私の経験
を生かせないだろうか」「育児休業を取る予定だけど、その間の収入は
どうなるのか」
お仕事探しをされている皆さまのために、ハローワーク羽咋では、さ
まざまな求人を公開し、事業所への紹介を行っています。
そのほかにも、介護や育児で会社を休業されている人への「介護休業
給付」や「育児休業給付」、スキルアップを目指す人への「教育訓練給付」
など、現在お勤めされている人が安心して勤め続けていけるような制度
も運用しています。
◆ハローワークインターネットサービスをぜひご利用ください！
厚生労働省インターネットサイト「ハローワークインターネットサー
ビス」では、ご自宅のパソコンやスマートフォンなどからインターネッ

期間

1月31日(日)まで
ユーフォリア千里浜
（☎22‑9000）

トを通じて、日本全国のハローワークで受理した求人情報をご覧いただ
けます。

ハローワークインターネットサービス

司法書士
月イチ休日電話相談会
１月10日㈰
13:00 〜 16:00
内容 新型コロナウイルスに起因す
る収入減少によって家賃等が払え
ない など
相談方法
⑴電話相談 ☎076‑292‑1088
⑵Web相談 Microsoft Teamsを
利用した相談
※要予約
石川県司法書士会
(☎076‑291‑7070)

求人や就職について、わからないことがあったり、悩んだりしたとき

日時

広

告

には、気軽にハローワーク羽咋へご相談ください
◆石川労働局「ハローワーク羽咋」のホームページもご覧ください！
★「週刊求人情報」が閲覧できます！
★「面接会」「セミナー」など、各種イベント情報を
ご案内しています！
https://jisite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/
hw/hw̲hakui.html
問い合わせ

ハローワーク羽咋（☎22‑1241）

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

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

弁護士

木梨松嗣

弁護士

米田弘幸

会計課
環境安全課
農林水産課
・農業委員会

22‑7165
22‑7137
22‑1116
22‑1117

商工観光課
がんばる羽咋創生推進室

22‑1118
22‑7192
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新成人の皆さまへ

20歳になったら国民年金！
国民年金は20歳以上60歳未満の人は加入が義務付けられており、
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す。
20歳になったら、国民年金加入のお知らせが届きますので、納め
忘れのないようにしてください。
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

■市民リサイクル銀行１月分
譲ります
・座敷テーブル(1500×890×320)
譲ってください
・自転車（大人用）
・三輪自転車（大人用）
・耕運機（家庭菜園用）
・キャッチャーマスクとプロテクター
（大人用・軟硬式）
・ 申 市商工観光課（☎22‑1118）

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。

人口の動き

また、会社などにお勤めの方は、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。

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。

■人口

20,954人(−48人)

□男性

9,926人(−19人)

□女性

11,028人(−29人)

■世帯数 8,546世帯(+３世帯)
＊令和２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】

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。

老後の年金だけではありません

□出生

3人

□死亡

32人

□転入など

25人

□転出など

44人

国民年金加入中に事故や病気で障がいが残った場合は「障害基
礎年金」が支給されます。
また、死亡したとき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。

歴史民俗資料館
臨時休館のお知らせ
企画展準備作業のため、下記の
期間、臨時休館します。

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。

期間

１月12日㈫
〜１月31日㈰
歴史民俗資料館

問い合わせ

広

告

七尾年金事務所（☎0767‑53‑6511）

欄

市役所の連絡先
（代表：22‑1111）
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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

企画財政課
総務課
秘書課
監査委員事務局

22‑7162
22‑7161
22‑0771
22‑7167

選挙管理委員会
学校教育課
生涯学習課
文化財課

22‑7191
22‑7131
22‑9331
22‑7158

後期高齢者医療保険料の「口座振替納付済通知書」
羽咋市の後期高齢者医療保険では、省資源化の推進や経費削減などの理由により、保険料を口座振替
で納めている人に対して、「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など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、以下へ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。
市民の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

問い合わせ

市民窓口課 国保年金医療係 ④番窓口（☎22‑7194）

市 民 文 芸

告

俊秀流川柳ひなうた研究会

広

俊秀

(☎22‑7162)で閲覧できます。

なにも言えぬ妻の手の皺みたら

悦

しているほか、どなたでも市企画財政課

弘隆

古いパソコンもときどき小突かれる

みえ子

※入札結果は、市のホームページで公開

パソコンに記憶あずけて惚けました

試着室でると消毒まっている

哲代

（1,360万円、古沢工業㈱）

道行

ワクチンを持て余したい時がくる

幹江

延長(燃料タンク増設)工事

京都へと移すというが声ばかり

死火山を信じ込ませる元酒乱

しげ代

◆市庁舎非常用発電設備稼働時間

おかわりを欲しいのですが七分糑

（1,986万円、岡田建設工業㈱）

糸逢

◆千里浜運動公園トイレ新築工事

枕経まだ温いのでお静かに

（1,573万円、小倉建設㈱）

礼子

◆市道羽咋267号線改良工事（その１）

不透明だから飽きずにいる夫婦

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、11月分）

欄

議会事務局 22‑7160

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

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

22‑9888
22‑9777
22‑3312
22‑9000

公立羽咋病院
はくい市観光協会
シルバー人材センター
道の駅のと千里浜

22‑1220
22‑5333
22‑2700
22‑3891
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市役所秘書課
広報広聴係

邑知中でSDGs学習会を実施
11月10日、邑知中学校２年生24人を対象としたSDGs
学習会が開催されました。
学習会では、生徒らが８つのグループに分かれ、SDGs
について楽しみながら学ぶことができるカードゲームを
体験。生徒らはお金や時間のカードと引き換えに、「国
際貿易の推進」「困窮者の雇用」
「女性議員比率の上昇」
などのプロジェクトカードを使用し、グループごとに設
定された目標達成と、世界全体（経済、環境、社会）の
発展と調和を目指しました。
ゲームに取り組む生徒ら

感染症対策に配慮した避難所開設訓練

発熱者エリアのテントを設営する市職員

11月18日、国立能登青少年交流の家体育館で、国の「新
型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所開設・運
営訓練ガイドライン」に基づいた訓練を実施しました。
この訓練は、例年実施している総合防災訓練を感染症
拡大防止のため、規模縮小して行われたもので、鹿島路、
越路野地区の町会長や市職員約40人が参加しました。
訓練では、体温など健康状態の確認を行い、発熱など
の症状のある人と健康な人を分離して受け入れる手順な
どを確認したほか、段ボールやテントを活用した間仕切
りの設置などを行いました。

羽咋病院に検温用Pepper設置
11月25日、公立羽咋病院に来院者の検温を行うサー
マルPepperパックが導入されました。これは、人型ロ
ボットPepperが、人検知から発熱者への対応までワン
ストップで対応できるものです。
37.5℃以上の体温で発熱者として検知されると、看護
師のいる中央処置室へメールで連絡が届き、来院者を近
くの椅子に誘導します。
総看護師長の山中由貴子さんは、「サーマルPepper
パックを導入することで、入口でのマンパワーの削減が
でき、看護師にしかできない業務に専念できる」と話し
ました。

26
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体温を計測するPepper

道の駅 ３周年祭＆新米まつり
11月28日と29日、道の駅のと千里浜で、３周年祭＆
新米祭りが開催されました。
３周年祭は、本来ならば７月の開催ですが、新型コロ
ナウイルスの影響で延期していました。今回、自然栽培
羽咋米の新米販売開始に合わせて、感染防止対策を万全
にし、３周年祭が開催されることとなりました。
当日は、令和２年度の新米や、新米を使用した弁当が
数量限定販売されたほか、甘えび海鮮鍋や牛炙り寿司の
ふるまいが行われ、訪れた人々が舌鼓を打ちました。
甘えび海鮮鍋のふるまいの様子

NET119緊急通報システム登録説明会
11月29日、コスモアイル羽咋で、音声通報が困難な人
のためのNET119緊急通報システム登録説明会が開催さ
れました。
当日は新型コロナウイルス感染症対策を考慮し、ＤＶ
Ｄによる概要説明、携帯電話・スマートフォンの設定登録、
練習通報を各ブースに分かれて行いました。
音声通報が困難な人にとって、いつでも、どこでも緊
急時に消防への通報が可能となり、安全・安心の羽咋市
へと大きく前進しました。
登録は、健康福祉課または消防本部で随時受け付けて
います。

設定登録ブース

寺家遺跡などで発掘調査現地説明会

説明を聞く参加者ら（寺家遺跡・大型焼土遺構）

12月５日、寺家遺跡と柳田シャコデ廃寺跡で、今年度
の発掘調査に関する説明会が行われました。
寺家遺跡で過去の調査で発見された 大型焼土遺構
は、火を焚いて古代気多神社の 神まつり が行われて
いた可能性のある遺構で、将来の史跡整備で地上に詳細
復元模型を作成するため、引き続き調査を行っています。
また、シャコデ廃寺跡では、今年度の発掘調査で寺院
跡の南側に２列の柱穴列を発見。過去に発見した柱穴列
と合わせて、寺院の範囲を確定するための重要な情報と
なるとの説明がなされました。

みくじ合わせ
12月13日、気多大社で、みくじ合わせが行われ、市内
の中学生11人が巫女の衣装をまとい、おみくじを混ぜ合
わせました。
今年は、新型コロナウイルス対策のためマスクと手袋
を着用。入らずの森で参拝した後、拝殿へ向かい、約
５万体のおみくじを両手で高く放り上げました。
翌日以降、数日をかけて計20万体のおみくじを混ぜ合
わせ、初詣に備えます。
おみくじを手元に引き寄せる中学生ら

No.823 2021年１月 広報はくい
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年末年始のごみの収集日
可燃ごみ
■12月28日㈪が最後で、１月４日㈪が最初
川原町、旭町、大川町、釜屋町、西釜屋町、粟ノ保地区、越路野地区、鹿島路町
■12月29日㈫が最後で、１月５日㈫が最初
本町、中央町、南中央町、的場町、東的場町、千里浜地区、邑知地区、余喜地区
■12月30日㈬が最後で、１月６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

資源ごみの特別収集

※雪が降った場合、ごみステーション周辺や

■１月４日㈪

路地の除雪について、町会の皆さんで除雪

島出町、鹿島路町、千路町、柳田町、上中山町

作業にご協力をお願いします。

（１月１日㈮の収集が休みのため）
問い合わせ

市環境安全課 環境資源係（☎22‑7137）

引火危険物の捨て方
スプレー缶に残ったガスや携行缶に残ったガソ
リンなどが原因で、収集車や処理施設で火災が発
生し、人命に関わる重大な事故を引き起こすおそ
れがあります。
スプレー缶・カセットボンベは必ず使い切って、
穴を開けてから、資源ごみの日に「スプレー缶専
用コンテナ」に出してください。穴が小さいと、
中のガスが完全に抜けないことがあるため大きく
空けるようにしてください。
ガソリン携行缶についても、中身を必ず使い切

スプレー缶、ガソリン携行缶など

り、中身が入っていないことを確認してから出す
ようにしてください。
今一度「家庭ごみの分け方出し方減らし方」
（平
成30年度改訂版）のパンフレットを確認し、ご
みの捨て方のルールを守ってくださるようご理解
とご協力をお願いします。
※スプレー缶のガス抜き・穴開け作業は、火の気
のない風通しのよい屋外で行ってください。

問い合わせ
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市環境安全課 環境資源係（☎22‑7137）

年末年始の休業日のお知らせ
が休業日です。

施設名

電話番号

12月

１月

27日 28日 29日 30日 31日

１日 ２日 ３日 ４日 ５日

日
市 役 所： 窓 口 証 明 書 の 交 付 22‑5940

月

火

水

木

金

土

日

月

火

10:00〜15:00のみ

コ ス モ ア イ ル 羽 咋 22‑9888
図

書

各

公

館 22‑9777
民

館 22‑9331

ユ ー フ ォ リ ア 千 里 浜 22‑9000
羽
羽

咋
咋

体
市

育
武

20:00
まで

館 22‑3312

道

館 22‑6744

羽 咋 市 市 民 体 育 館
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 22‑3312
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

12/ １から２/28まで休館（トイレの使用も不可）

ち び っ 子 自 然 セ ン タ ー 22‑7799

12/ １から２/28まで休館（トイレの使用も不可）

羽 咋 す こ や か セ ン タ ー 22‑1115
歴

史

民

俗

資

料

館 22‑5998

社

会

福

祉

協

議

会 22‑6231

老 人 福 祉 セ ン タ ー 22‑5313
千 里 浜 児 童 セ ン タ ー 22‑6318
道 の 駅 の と 千 里 浜 22‑3891

10:00 〜 16:00のみ営業
（レストランは休業）

ち り は ま ホ テ ル ゆ 華 22‑7500
神

子

の

里 26‑3580

羽 咋 勤 労 者 総 合 福 祉 セ ン タ ー 22‑2700
公

立

羽

咋

病

院 22‑1220

リ サ イ ク ル セ ン タ ー
27‑1153
( ご み 処 理 施 設 )
衛
生
(し 尿

セ
ン
タ
ー
22‑0361
処 理 施 設 ）

羽 咋 斎 場・ 志 賀 斎 場

(羽)22‑0420
(志)32‑0238
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１

市民カレンダー

市 ＝市役所

月 CALENDER

日

時

市役所代表電話(☎22‑1111)

行

事

名

場

所

担

1/6

㈬

10:00〜11:00 シルバー人材センター入会者説明会

9

㈯

9:00〜

令和３年羽咋市消防出初式

羽咋すこやかセンター

環境安全課

10

㈰

13:00〜

市成人式

コスモアイル羽咋

生涯学習課

13

㈬

10:00〜11:00 シルバー人材センター入会者説明会

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

１歳６か月児健診

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

コスモアイル羽咋

生涯学習課

コスモアイル羽咋

図書館

13:00〜

16

㈯

13:30〜

14:00〜15:30

21

㈭

羽咋勤労者総合福祉センター 羽咋市シルバー人材センター

３歳児健診

㈭

㈬

羽咋勤労者総合福祉センター 羽咋市シルバー人材センター

13:00〜

14

20

式典

羽咋市少年少女発明クラブ
「静電気モーターを作ろう」
図書館の映画上映会
『スモールフット』（約96分）

当

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 羽咋市シルバー人材センター

11:00〜14:00 健康福祉総合相談

老人福祉センター

社会福祉協議会

13:30〜16:00 総合相談（登記相談）

市 101会議室

市民窓口課

13:30〜16:00 総合相談（行政相談）

市 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）

市 203会議室

市民窓口課

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

13:30〜15:00 栄養・運動教室

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

コスモアイル羽咋

図書館

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

10:00〜

こころのケアサポート

25

㈪

11:00〜11:30 よちよちおはなし会

26

㈫

13:00〜

27

㈬

10:00〜11:00 シルバー人材センター入会者説明会

30

㈯

9:00〜

４か月児健診

のどぐろ祭り（〜31日）

羽咋勤労者総合福祉センター 羽咋市シルバー人材センター

道の駅のと千里浜

道の駅のと千里浜

※各種行事については、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて、中止・延期などの措置が取られる場合があります。
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※発熱症状のある人は、診療時間について事前に医療機関へお問い合わせください。
※医療機関および診療時間が変更となる場合もあります。当日の新聞などでご確認ください。
※休日に診療した場合は、休日料金が加算されます。

１月の休日当番医
(午前９時〜正午：事前連絡必要)

休日当番医

小児

１日 森田クリニック(形成外科･皮膚科) 羽 咋 市 鶴 多 町 23‑4775
公立能登総合病院
（金・祝） 前川医院(内科)
羽 咋 市 酒 井 町 26‑0210
２日 松沼医院(内科･小児科)
（土） いけの整形外科

宝達志水町敷浪

29‑3188

羽咋市南中央町

22‑0254

七尾市 0767‑
藤橋町 52‑6611
七尾市 0767‑
富岡町 52‑3211

恵寿総合病院

３日 ひよりクリニック(内科・外科） 志賀町富来地頭町 42‑2300 さはらファミリー
（日） 西村内科胃腸科クリニック 宝 達 志 水 町 今 浜 28‑2033 クリニック

七尾市 0767‑
石崎町 62‑3765

10日 向クリニック(外科・内科） 志賀町富来領家町 42‑1151
公立羽咋病院
（日） 田村眼科クリニック
羽 咋 市 鶴 多 町 22‑0026

羽咋市
22‑1220
的場町

11日 四蔵医院(内科)
（月・祝） いがわ内科クリニック
17日 志賀クリニック(内科）
（日） 松江外科胃腸科医院

志 賀 町 仏 木

37‑1030

羽 咋 市 鶴 多 町

22‑7800

志 賀 町 高 浜 町

32‑5307

羽咋市松ケ下町

22‑7888

恵寿総合病院

七尾市 0767‑
富岡町 52‑3211

公立能登総合病院

七尾市 0767‑
藤橋町 52‑6611

羽 咋 市 島 出 町 22‑2479
24日 松江産婦人科内科医院
とどろき医院
（日） 河﨑医院(外科・胃腸科・内科) 志 賀 町 高 浜 町 32‑0019

羽咋市
22‑7855
鶴多町

31日 加藤病院(内科)
（日） 松柳医院(内科)

七尾市 0767‑
富岡町 52‑3211

志 賀 町 高 浜 町

32‑1251

羽 咋 市 島 出 町

22‑0011

恵寿総合病院

ユーフォリア千里浜の営業時間が変わります
次の期間中、ユーフォリア千里浜の営業時間を変更します。
期間

令和３年１月２日㈯〜令和３年３月30日㈫
問い合わせ

変更前
変更後
10:00 〜 22:00 ▶ 9:30 〜 21:30
最終受付 21:30
最終受付 21:00

ユーフォリア千里浜（☎22‑9000）

令和３年羽咋市成人式を開催
令和３年成人式を、コスモアイル羽咋で行います。
新型コロナウイルスの状況によっては、開催を見合わせる場合があります。
ご理解とご協力をお願いします。変更などのお知らせは、市ホームページでお
知らせしますのでご覧ください。
新型コロナウイルス感染症対策のため、成人者以
外の同伴者及び参列者は、一家族につき１名までと
させていただきますので、ご協力をお願いします。
日時

１月10日㈰
12:00 〜

受付

12:30 〜

ビデオレター上映

13:00 〜

式典開式

式典終了後
問い合わせ

地区ごとに記念撮影

市生涯学習課（☎22‑9331)

市ホームページ
「令和３年羽咋市成人式」

訂正とお願い
広報12月号で、マウスシールドを新成人に
配布する旨のお知らせをしました。
しかし、国内の新型コロナウイルス感染拡大
を受け、一般的なマスクに比べウイルスの感染
防止効果が低いとされることから、マウスシー
ルドは、配布を行わないこととしましたので、
ご理解のほどお願いいたします。
当日は、各自マスクの着用を徹底していただ
き、感染対策にご協力をお願いします。
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令和３年１月開始

羽咋市に住民票がある産後約４カ月以内の母
親と乳児で、以下のいずれかに該当する人
１ 出産後の育児不安の強い人
２ 出産後の身体的回復が遅く支援が必要な人
３ 家族から家事・育児の支援を受けられず、
子育てに不安を抱いている人
など

協力医療機関

利用料金（日額）※生活保護世帯は無料
宿泊型：10,000円

通所型：2,000円

以下へご相談ください。

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）

編 集 後 記
皆さま、あけましておめでとうござ

遺跡編

います。本年もどうぞよろしくお願い

家持も見た？羽咋の古代寺院
は い

じ

あ と

柳田シャコデ廃寺跡

いたします。

遺跡の発掘作業
古代寺院の柱あとを掘る

今 月 号 の「 ひ と こ と 手 話 」（14 ㌻）
で は、 点 字 に つ い て 紹 介 し て い ま す。
身のまわりを探してみると、郵便ポス

と考えられている能登最古級の古代寺院です。眺望の良い

トや炊飯器など、たくさんの点字が見

眉丈山丘陵の台地に位置し、柳田町の「シャコデ（釈迦

つかりました。
また、点字以外にも、シャンプーの
容器の側面や紙幣の凹凸など、たくさ

した。
これまでの発掘調査により、正面の門と見られる遺構、
かいろう

五重塔と見られる塔のあと、寺院を取り囲み区画する回廊
状の遺構などが見つかっており、古代の羽咋に本格的な
がらん

伽藍を備える仏教寺院が建てられていたことがわかってい
ます。その伽藍配置は、中央の門から見て、左に塔、右に
金堂を配置する「法隆寺式」伽藍であった可能性が高く、
天平20年（748年）に羽咋を訪れ、気多神社を参拝した

んの触覚識別表示が施されていること
に気が付きました。
触覚識別に限らず、普段の生活や仕
事などでも、一度立ち止まって多角的・
多面的に物事を捉えてみると、普段は
見落としていたものが見えてくるかも
しれません。
（谷村）

おおとものやかもち

大伴家持も、このシャコデ廃寺の塔を見たと考えられます。
広報に掲載した各種行事については、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて、中止・延期などの措置
が取られる場合があります。行事実施の有無については、お手数ですが主催者へお問い合わせください。

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

古紙配合率100％再生紙を使用しています

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

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

柳田シャコデ廃寺跡は、７世紀末から８世紀初頭の創建

堂）」と呼ばれる地区にあることから、遺跡の名前としま

発行者 石川県羽咋市(秘書課担当)
〒925‑8501 石川県羽咋市旭町ア200番地

利用方法

令和３年（2021）

・お母さんの身体的・心理的ケア、保健指導、
栄養指導
・適切な授乳が実施できるためのケア
（乳房ケアを含む）
・育児の手技についての具体的な指導、相談
・生活の相談、支援

№823

対象者

令和３年１月１日発行／月刊

支援の内容

桑原母と子クリニック（七尾市国分町）
恵寿総合病院（七尾市富岡町）
公立能登総合病院（七尾市藤橋町）
山田産婦人科医院（七尾市御祓町）

はくい

産後ケア事業

１月号

出産後、１週間程度で産院を退院し、自宅での育児が始まります。この
時期は、出産後のお母さんにとって、ホルモンの影響を受け心身ともに不
安定な時期でもあります。
市では、お母さんの心身の安定や安心して子育てができるように、お母
さんと赤ちゃんが宿泊や通いで授乳や育児の相談、支援を受けられる産後
ケア事業を始めます。

広報

お母さんの産後をサポートします

