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令和３年

成人式
１月10日、コスモアイル
羽咋で羽咋市成人式が行われ
ました。
今 年 の 成 人 式 は、 新 型 コ
ロ ナ ウ イ ル ス 対 策 の た め、
交 歓 会 は 行 わ ず、 ビ デ オ レ
タ ー 上 映 と 式 典 の み 実 施。
YouTubeを活用したライブ
配信も行い、式典に参加でき
なかった人へ動画が配信され
ました。
例年は該当者のうち８割程
度 が 出 席 し ま す が、 今 年 は
67 ％（215人 中144人 ） に
とどまりました。
式典前には、実行委員が撮
影、編集した ｢思い出ビデオ
レター｣ が上映されました。
恩師からの祝福メッセージが
上映されると歓声が起こり、
スクリーン越しの先生の話に
聞き入っていました。
式では、新成人代表として
前口叶太さんと中野珠悠さ
んが「誓いの言葉」を述べ、
215人の新成人が、大人の自
覚と責任、希望を胸に、新た
な一歩を踏み出しました。
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の軌跡

2014(平成26)年度
● ６月〜有識者・公募委員からなる

2015(平成27)年度
● ５月

● ２月

委員会開催（計６回）

● ８月

千里浜IC周辺観光交流拠点

● ８月〜基本設計案策定開始

づくり基本構想策定

● 10月

国交省「重点道の駅」に選
定

● ６月

づくり基本計画策定

観光交流拠点づくり推進

● 10月

千里浜IC周辺観光交流拠点

2016(平成28)年度

● 10月

駅長候補に野間仁氏を選定

管理運営法人設立準備会設

公募により「道の駅のと千
里浜」に名称決定

● ７月

運営法人「羽咋まちづくり
㈱」を設立

● ７月〜農家と菓子店がコラボして

置

開 発 す る 農 菓 マ ッチ ン グ

基本設計案策定

事業（計３回）

● ３月〜千里浜IC周辺観光交流拠点

● ８月

指定管理候補者を選定

づくり基本計画パブリッ

● ９月

地鎮祭・起工式

クコメント実施

● 10月 「道の駅のと千里浜」登録
証伝達式
● １月〜市民ワークショップ開催
（計５回）

道の駅のコンセプト
人と自然が生み出す、
魅力・活力・つながりの場の創出
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基本設計案で、外観はほぼ現在の
姿に。

市民ワークショップでは、どんな道
の駅にしていきたいか、多くの市民
が集まり、意見を出し合いました。

今年度、開業３周年を迎えた道の駅のと千里
浜。
羽咋市の玄関口の一つとして、観光・産業な
どにおいて大きな役割を果たしています。
新型コロナウイルスの影響もありましたが、
11月28日には新米まつりと併せて、３周年祭
を実施することができました。
ここで、これまでのあゆみを振り返ります。

2017(平成29)年度
● ６月

竣工式

● ７月

プレオープン

2018(平成30)年度
● ５月
● ６月

● ７月
● ９月

開業

● ９月

いしかわ広告景観賞で県
知事賞を受賞

● ９月

レジ通過者数10万人

● 10月

道の駅を起点としたまち

● ９月
● ９月

なか再生を考える「まち

● １月

づくりシンポジウムin羽

● 11月

咋」開催

● １月

レジ通過者数20万人

７月７日、ついに開業！開店と同時
に多くのお客さんが店内に入り、大
にぎわい。オープニングイベントは
３日間行われました。

2019(令和元)年度
2020(令和２)年度

2019年度
ホットドッグの軒下販売 ● ８月 レジ通過者数60万人
開始（６月〜野菜を販売） ● 10月 香林坊大和へ出店。市内
菓子店の商品などを販売
レジ通過者数30万人
● １月 レジ通過者数70万人
めいてつエムザへ出店。
● ２月 大阪「羽咋グルメ」出店。
唐戸山、のとししジャー
お酒、紅はるかチップス
キーが好評
が好評
道‑1グランプリ出場
2020年度
全国道の駅シンポジウム ● ５月 駐車場で弁当のドライブス
in三条でパネリストとし
ルーを実施（６店舗参加）
て参加
● ７月 大型砂像にタイムカプセ
土曜魚市で鮮魚販売を開始
ル埋設
● 11月 開業３周年祭を開催
レジ通過者数50万人

羽咋の魅力・多くの皆さんの想いを一つの焦点に
収束させたものが、道の駅のと千里浜です。羽咋を
中心とした地域の皆さまの夢・希望が、道の駅とい
う舞台を通して結びつくことで、大きな力になって
います。
現在コロナ禍で苦しい面もありますが、駐車場に
停まる大多数の県内ナンバーの車を見て、地元の
野間駅長
方々に支えられているのを改めて感じます。また、
GWに実施したお弁当ドライブスルーにより、事業者や生産者との
新たなつながりも生まれ、新たな特産品が芽吹いてきました。
皆さんの力を借りながら「ここにしかない魅力的なもの」で満た
していけば、より多くの人に来てもらえます。そういう場であり続
けることで、新たな仕事を生み、能登になくてはならない道の駅と
なり、能登・羽咋へと全国の人を惹き付けられる磁石になれるもの
と考えています。
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英検合格者の生徒を表彰
12月23日、英検２級と準２級を取得した市内中学生16人が、羽咋市役所で表彰を受けました。
この表彰は、市教育委員会が英検で優秀な成績を収めた生徒をたたえ、市内の英語教育のさらなる充
実につなげることを目的に開催されているもので、今回で３回目になります。
式では、八島和彦教育長が「これからの時代は、英語力が必要になってくる。市が英語教育に力を入
れて３年経った。皆さんの合格をうれしく思うとともに、さらに後輩たちが皆さんの後を追い、それが
大きな成果になると考えている。今後も自らのキャリアとして、ますます英語力に磨きをかけ、高みを
目指してほしい」と激励。英検２級取得者４人に教育長表彰を、準2級取得者12人に奨励賞を贈りました。
生徒を代表し、西野宏平さん（羽咋中３年）が「２級取得のためたくさん勉強してきた。医者になる
という夢を実現するため、これからも勉強していきたい」と英語で謝辞を述べました。

八島教育長から表彰を受ける西野さん(右)

（敬称略）
受賞者の皆さん
１ 教育長表彰（英検２級取得者）
西野宏平、越智充、千田一乃（羽咋中３年）
中山善仁（羽咋中２年）
２ 奨励賞（英検準２級取得者）
池田茉結、関軒萌々花、島谷聖菜、中橋晴世、北野ひより
（羽咋中３年）
松本彩花（羽咋中２年）
小澤明季、蓮本望乃（羽咋中１年）
九笹結衣子、竹屋祐輝、寺井碧泉、山本拳己（邑知中３年）

ご寄付ありがとうございます
石川サンケン株式会社から、子ども用マスク7,600枚が寄付されました。
同社は従業員用として購入したマスクのうち、使用しなかった分を能登
地区の自治体に寄付しており、羽咋市へは、小中学生用5,600枚、未就学
児用2,000枚が寄付されました。
12月22日に、同社堀松工場の永長克浩氏が市役所を訪れ、市長に手渡
しました。
寄贈されたマスクは、市内の小中学校や保育園などで、マスクを忘れた
子やマスクを汚損した子のためのストックや行事などで活用されます。

ご意見(パブリックコメント)を募集

マスクを岸市長に手渡す
永長工場長(左)

羽咋市災害廃棄物処理計画

市では、災害発生時に生じる災害廃棄物の適正かつ円滑な処理を行えるよう「羽咋市災害廃棄物処理
計画」の策定を進めています。
このたび、計画（案）がまとまりましたので、市民の皆さんからのご意見を募集します。
１ 募集期間 ２月３日㈬〜３月４日㈭
２ 閲覧場所 市役所１階談話室、各公民館および市ホームページ
３ 応募方法 住所、氏名、電話番号をご記入のうえ、直接持参いただくか、郵送、FAX、メール（様
式は自由です）でご提出ください。市ホームページのパブリックコメントからも応募できます。

問い合わせ・応募先
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市環境安全課 環境資源係（〒925‑8501 羽咋市旭町ア200番地
☎22‑7137、FAX 22‑0240、Mail post@city.hakui.lg.jp）
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｢第６次羽咋市総合計画｣の答申
12月25日、羽咋市総合計画審議会が、現在策定中の第６次羽咋市総合計画に関する事項について、
岸市長へ答申しました。
同審議会は、有識者や市民代表の25人で構成されており、令和元年12月から８回にわたりワーク
ショップ形式で意見を交わしてきました。
答申の当日は、塩谷伸一会長と浅野由美子副会長が市役所を訪れ、
「歴史・文化」、
「自然・生活環境」、
「福
祉・まちづくり」
、「産業・交流」
、「教育・都市基盤」の各分野で180に及ぶ意見をまとめた答申書を市
長に手渡しました。
答申書には、「産後ケア・産後ヘルパー事業の実施」や「AI
やRPAなど先端的情報通信技術の導入・活用」などが含まれ
ており、市民が主体となった共創による「ひと・まちづくり」
を主軸に、少子高齢化などの諸課題に対応するための市民サー
ビスの向上を求めています。
この意見を踏まえて市が作成した計画素案については、今
後、パブリックコメントや議会全員協議会で意見をいただいた
上で、市議会３月定例会に上程し、令和3年度から計画を実行
していきます。

答申書を岸市長に手渡す
塩谷会長(中央)と浅野副会長(左)

ご意見(パブリックコメント)を募集

第６次羽咋市総合計画(素案)

羽咋市では、現在「第６次羽咋市総合計画」の策定を進めています。
本計画は、令和３年度から令和12年度までの10年間を計画期間とする、羽咋市のまちづくりの指針
を示す最上位計画です。
このたび、計画の素案がまとまりましたので、市民の皆さんのお考えをお聞きしたく、次のとおりご
意見（パブリックコメント）の募集を行っています。
1

募集期間

１月８日㈮〜２月12日㈮

2

閲覧場所

市役所１階談話室、各公民館および市ホームページ

3

応募方法

住所、氏名、電話番号をご記入のうえ、直接持参いただくか、郵送、FAX、メール（様
式は自由です）でご提出ください。市ホームページのパブリックコメントからも応募
できます。

※いただいたご意見については、氏名、住所、連絡先を除き、概要と市の考え方について、後日、市ホー
ムページなどで公表します（ご意見に対して、個別の回答はいたしませんので、ご了承願います）。

問い合わせ・応募先
市企画財政課（〒925‑8501

羽咋市旭町ア200番地

☎22‑7162、FAX 22‑7135、Mail post@city.hakui.lg.jp）
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税の申告､お忘れなく
２月16日㈫〜３月15日㈪
申告と納税の期限

所得税・復興特別所得税
消費税及び地方消費税

３月15日㈪
３月31日㈬

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

令和３年度 市県民税の申告受付を行います。申告の必要な人は忘れずに申告をしてください。
申告は、市民税・県民税だけでなく、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定資
料となるほか、福祉、年金、児童手当などの受給手続きに必要な資料となる重要な手続きです。
申告書の提出期限は令和３年３月15日㈪です。期限間近になると窓口が大変混雑しますので、必要な書
類は事前に準備して早めの申告をお願いします。

【市県民税申告相談の日程と会場】
常設会場

月

（土･日･祝日を除く）

日

２月16日㈫
〜３月15日㈪

時

間

対象地区

9:00 〜 11:30
13:30 〜 16:30

市内全地区

会

場

市役所２階203会議室

巡回会場

月

日

２月18日㈭
２月24日㈬
２月25日㈭
２月26日㈮
３月 ２日㈫
３月 ３日㈬
３月 ４日㈭
３月 ９日㈫

時

間

13:30 〜 16:00
13:30 〜 16:00
13:30 〜 16:00
13:30 〜 16:00
13:30 〜 16:00
13:30 〜 16:00
9:00 〜 11:30
13:30 〜 16:00
13:30 〜 16:00
9:00 〜 11:30

３月10日㈬
13:30 〜 16:00

対象地区
上甘田地区
一ノ宮地区
鹿島路地区
神子原地区
富永地区
粟ノ保地区
酒井町、四柳町、下曽祢町
大町、金丸出町
越路野地区
千代町、垣内田町、四町、上江町、
千田町、円井町、本江町
飯山町、宇土野町、白瀬町、上白瀬
町、福水町、中川町、白石町、尾長町、
志々見町、菱分町、堀替新町

会

場

上甘田公民館
一ノ宮公民館
鹿島路公民館
邑知公民館神子原分館
富永公民館
粟ノ保公民館
余喜公民館
越路野公民館

邑知公民館

※羽咋、千里浜地区の人は、常設会場（市役所203会議室）で申告相談を受け付けています。
夜間申告

月

日

３月 ５日㈮

時

間

17:30 〜 19:30

対象地区
市内全地区

会

場

市役所２階203会議室

新型コロナウイルスの感染防止対策にご協力をお願いします
○以下の場合は、来庁を見合わせ、後日改めて来庁
いただきますようお願いします。
・37.5℃以上の発熱(または平熱比１℃超過)が
ある
・風邪の症状（咳、息苦しさ、倦怠感）がある
・新型コロナウイルス感染症陽性と診断された人
との濃厚接触がある
○申告を受け付ける際、検温を実施します。
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○咳エチケット、手洗い・手指消毒の徹底をお願い
します。
○マスク着用の徹底をお願いします。
（マスク着用のない人は申告受付できません）
○会場内はこまめに換気と消毒を実施します。
○申告会場（203会議室）と別に、申告控室（205
会議室）を設けます。※混雑具合により、後日改
めて来庁いただく場合があります。

税の申告

■税務署で申告相談が必要な人
市の申告相談では受付できません。
１
２
３
４

青色申告をしている人
収入金額1,000万円以上の事業所得がある人
土地や家屋を売った人
配当、株式の譲渡や先物取引による所得また
は損失がある人

５
６
７
８
９

住宅借入金等特別控除を初めて受ける人
相続等生命保険年金の支払いを受けた人
雑損控除の申告をする人
過去の年分の申告をする人
亡くなった人の確定申告をする人

七尾税務署の申告相談会場は２月16日㈫開設です。
※公的年金を受給されている人は、２月１日㈪から申告を受け付けます。
税務署１階で「入場整理券」を配布し、申告相談を受け付けます。
詳しくは、広報１月号や国税庁ホームページをご覧ください。
整理券は、国税庁公式LINEアカウ
ントで事前発行もしています。
また、確定申告に必要な用紙は、市税務課にも置いてあります。

■申告が必要な人（令和３年１月１日現在羽咋市に住んでいる人）

※次の人は、所得税の確定申告をする必要はありませんが、市県民税の申告をする必要があります。
●給与所得者で、給与所得以外の所得金額が20万円以下の人
●公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の人

No.824 2021年２月 広報はくい
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税の申告

■申告に必要なもの チェックリスト
確定申告書提出のため
□ 印鑑（認印）
□ 本人確認ができるもの

(例)マイナンバーカード、運転免許証など

所得確認のため
□ 給与、公的年金などの源泉徴収票
※源泉徴収票を紛失した場合、給与の人は勤務先に、公的年金などは七尾年金事務所(☎0767‑53‑
6511)､ またはその他の支払機関に再発行を申し出ください。

□ 収支内訳書（営業・農業・不動産の収入がある人）
※事前に作成が必要です。作成がない場合受付できません。

□ 収入金額と必要経費のわかる帳簿、領収書、出荷証明書（農業所得がある人）
□ 保険満期の通知や個人年金の受取金通知など
※生命保険等の満期返戻金や個人年金等の支払いを受けた人は、郵便局や保険会社等から交付され
た通知書などを持参ください。

控除確認のため
□ 社会保険料（国民年金保険料など）の領収書や証明書など支払金額の分かるもの
□ 生命保険料、地震保険料の控除証明書
※保険会社などが発行する控除額の証明書を持参ください。

□ 医療費控除の明細書（医療費通知など）
※事前に作成が必要です。作成がない場合受付できません。
※医療費控除の明細書に記載した領収書は、自宅で５年間保管する必要があります。
※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細書の記載を省略できます。

□ 障害者控除対象者認定書、障害者手帳など証明できるもの
※認定書は、１月下旬に、地域包括ケア推進室 介護高齢者係から送付しています。

□ 寄附金領収書
※一定の要件にあてはまる寄附を行った人が、寄附金控除の対象となります。
※ふるさと納税をした人で、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した場合であっても、ふ
るさと納税先が５カ所を超える場合や医療費控除等確定申告される場合には、すべての寄附金領収
書の提出が必要となります。

還付を受けるため
□ 口座番号がわかるもの（本人名義） 所得税の還付申告をする人は必要です
「障害者控除対象者認定書」を交付します
介護認定を受けており、市が定める障がい者に準ずる状態の人は、税の申告により、本人または扶養親
族などが一定金額の所得控除を受けることができます。税の申告には認定書が必要です。
令和２年12月31日現在で介護認定を受けており、障害者控除対象者となる人には認定書を１月下旬
に郵送しています。年の中途で亡くなった人の認定書が必要な場合はご連絡ください。
問い合わせ

市地域包括ケア推進室 介護高齢者係（☎22‑5314）

この機会にマイナンバーカードを作りませんか
市県民税の巡回申告会場で、マイナンバー
カードの申請受付を行います。無料で顔写真を
撮影し、その場で申請まで行うことができます。
実施場所 市県民税巡回申告会場
持参するもの 本人確認書類（運転免許証など）
※市役所の申告会場をご利用の人は、市市民窓
口課（１階⑥番窓口）までお越しください。
問い合わせ
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＜マイナンバーカードの申請書が送付されます＞
マイナンバーカードをお持ちでない人に、１月から３月に
かけて、国から交付申請書が順次送付されています。
なお、以下のいずれかに該当する人には送付されません。
・令和２年10月31日時点で75歳以上の人
・令和２年中に出生、転入などで個人番号通知書
または通知カードの送付を受けた人
・在留期間に定めがある外国人住民の人

市市民窓口課（☎22‑5940）

税の申告

■市・県民税の税制改正（令和３年度から適用）
令和３年度から適用される市・県民税の主な改正についてお知らせします。

◆給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げるとともに、どのような所得にで
も適用される基礎控除の控除額が同額の10万円引き上げられました。

※給与所得と年金所得の双方を有する人については、負担増となることを防止するため、
給与所得から最大10万円を控除する「所得金額調整控除」の措置があります。

◆未婚のひとり親に対する税制上の措置と寡婦（寡夫）控除の見直し
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子（前年の総所得金額等が48万円以下）を有す
る単身者について、同一の「ひとり親控除」（控除額30万円）が適用されます。
※所得制限（合計所得金額が500万円以下）あり。
なお、ひとり親控除に該当しない寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円が適用さ
れます。また、子以外の扶養親族を持つ寡婦については、所得制限（合計所得金額が500万円以下）が
設けられます。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記載がある場
合は適用対象外。

◆人的非課税措置の見直し
人的非課税措置が次のとおり変更されました。
改正前
障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、
前年の合計所得金額が125万円以下の人

改正後
障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、
前年の合計所得金額が135万円以下の人
詳しくは、市のホームページをご覧ください。

No.824 2021年２月 広報はくい
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いつまでも元気で過ごせるように、通いの場に参加してみませんか？
市内各地には通いの場があります。体操を中心にしているところ、談話を楽しんでいるところ、頭の
体操や趣味や簡単な工作をしているところなど、それぞれに工夫して取り組まれています。
参加を希望される人は、市地域包括ケア推進室までお問い合わせください。

＜住民主体の介護予防活動を紹介します＞
【喫茶愛会】毎週木曜日13:30 〜 柴垣町会館
代表の渡辺さんが「誰でも気軽に集まれる喫茶のような場を
つくりたい」と提案し、令和元年９月に上甘田公民館内に『喫
茶愛会』ができました。コロナ禍により一時休止後、柴垣町会
館で令和２年12月に活動を再開しました。季節に応じたおや
つが用意され、おしゃべりを楽しんでいる人、鍋敷きを作って
いる人、ショールを編んでいる人など、自由に過ごされていま
した。再開にあたり、渡辺さんは、「訪問販売車が来る日に合
わせたことで、地域との交流の機会となり、輪が広がっていけ
ば」と話しました。

【千路町なごやかカフェ】 毎週水曜日10:00 〜 千路町会館
令和２年２月、地域の有志の強い思いで『千路町なごやかカ
フェ』ができました。コロナ禍のため、感染防止策について話
しあい、椅子を使ったソーシャルディスタンスや、密にならな
いプログラムの工夫などをしています。お世話係の人が演じる
寸劇はとても楽しく、みなさん声を出して笑っていました。景
品のかかったスカットボールはみんな真剣です。訪問日は雪が
積もっていましたが、たくさんの人が来場しており、
「近くに
楽しめる場所があるから有難い」と、参加者の声が聞かれました。

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

筋トレ かなめの体操 のご紹介

外出しづらい時期でも、自宅でプラス10分
体を動かしませんか♪

外出がしづらい時期は運動不足になりがちです。自宅で体を動か
すきっかけになるよう、筋力トレーニング教室のメニューから、体
力維持の『かなめ』となる体操を動画にまとめました。
動画は、
「膝痛予防」
「腰痛予防」
「良い姿勢の維持」の3種類があり、
立位・椅子・床の３つの姿勢で紹介しています。各動画は約10分
間です。ちょっとした隙間時間に行ってみませんか？
動画は市ホームページに掲載しています。また、サロンなどの集まりで活用できる
ようDVDの配布も行っておりますので、気軽にお問い合せください。
転倒や認知症、うつの予防には人とのつながりも大切なことが知られています。こ
の機会に市内の筋力トレーニング教室に参加し、仲間と一緒に体力作りを始めてみま
せんか！

問い合わせ
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市地域包括ケア推進室（☎22‑0202）

動画はこちら
（市ホームページ）

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りながら
健康寿命を延ばしましょう
人との交流は健康のために大切な機会です。
新型コロナウイルスの影響下でも、皆さんが安心して通い続け、健康を保てるよう、感染拡大防止の
ためのポイントをご紹介します。
一人ひとりが感染防止を心がけて、通いの場への参加を続けましょう。

【高齢者が集う場合のチェックポイント】
１

健康チェック（参加者・お世話役ともに）
□

毎朝、体温を測り、健康チェックする習慣をつけましょう。

□

普段より体温が高かったり（平熱＋１℃以上）、風邪（せき・のどの痛み・鼻水・体がだるい）
の症状があったりする場合は、ムリせず自宅で療養しましょう。

２

感染防止
□

症状がなくても集団の場に参加するときはマスクを着用し
ましょう。

□

石けんを使い 30 秒程度かけて手を洗いましょう。または、
手指消毒薬を使用しましょう。

＜感染防止の３つの基本＞
①身体的距離の確保
②マスクの着用と咳エチケット
③手洗い

□

十分な換気をしましょう（１時間に２回以上）。

□

みんなが集う場所や触れるものはこまめに消毒をしましょう。

□

人との間隔は、できるだけ空けましょう（２ｍ空けることが推奨されています）。

□

会話をする際は、可能な限り真正面を避けましょう。

□ 「３密（密集・密接・密閉）」が重ならないようにしましょう。
３

運動・体操・歌など
□

運動中は、間隔を十分に空けましょう。

□

マスクを着用したまま、運動したり歌を歌ったりしたときは、こまめに水分を摂りましょう。

４

家に帰ったら
□

家に帰ったらまず手や顔を洗いましょう。

【日々の健康を維持するために
１

〜コロナとともに生きる〜】

運動をしましょう
→ 筋肉の質や量などの低下を防ぎましょう。

２

食生活・口腔ケアをしっかりとしましょう
→ 低栄養を予防し、免疫力を低下させないことが大切です。

３

人と交流をしましょう
→ 認知機能の低下やうつ状態を予防しましょう。

問い合わせ

市地域包括ケア推進室（☎22‑0202）

No.824 2021年２月 広報はくい
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オンライン婚活はじめました
◇婚活セミナー 参加無料
婚活パーティーの進め方や、オンラインならではのアピール
ポイントなど、講師がわかりやすくお伝えします！
オンラインが初めての人にも、わかりやすくお教えします。
お気軽にご参加ください！
区分

男性限定セミナー

日程

２月６日㈯、７日㈰
各日 14:00 〜 14:45

内容

・男女の思考について
・会話を盛り上げる会話術
・オンラインパーティーのポイント
・オンラインパーティーのスケジュール

※男女ともに、[パーティー参加者反省会] に参加できます。
日時：２月27日㈯

16:00 〜 16:45

◇婚活パーティー
パソコン、スマートフォンなどのネット環境があれば、自宅などリラックスできる場所で気軽にご参
加いただけます。
日程
参加費
定員

申込締切

２月13日㈯、14日㈰、21日㈰
各日 14:00 〜 16:20
1,000円（男性のみ）
羽咋在住者と羽咋市移住予定者は500円引き
男女各10人
申し込み多数の場合は抽選
男性は、セミナー受講者を優先
各パーティーの２日前

申込み・問い合わせ
フィオーレパーティー

アプリ事前取得のお願い

（電話）050-1744-6111
（WEB）https://www.ﬁore-party.com/pref/
pref̲ishikawa#partyStyle QRコード⇒
受付時間
平日/11:00 〜 20:00、土/10:00 〜 20:30、日祝/10:00 〜 19:00

本事業は、オンラインミ
ーティングツール「Zoom」
を使用します。
Zoomアプリをお持ちで
ない人は、事前にアプリの
取得をお願いします。

定休/水曜日

問い合わせ
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市健康福祉課 子育て支援係（☎22‑1114）

令和３年度

羽咋市会計年度任用職員募集

１．募集職種と人員など
職種
人員
職務内容・応募資格など
①一般事務
若干人 パソコンを利用した事務（表計算、文書作成など）ができる人
②一般事務
若干人 障害者手帳※をお持ちの人で、事務や軽作業ができる人
（障害者手帳保有者）
介護支援専門員または看護師資格を有する人
③介護認定調査員
１人
介護福祉士資格を有する人
特定保健指導または高齢者に関する相談支援業務など
④保健師
若干人
保健師または看護師の資格を有する人
⑤学校支援員
若干人 小中学校で支援を必要とする児童生徒の学習活動などにおける支援
⑥学校図書館事務員
１人 小中学校における図書の貸し出し及び整備など
⑦スクール・サポート・
若干人 小中学校における印刷業務、教材製作、採点業務など
スタッフ
※障害者手帳……身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
２．勤務条件など
勤務時間は原則１日７時間（各勤務場所におい
て別に指定）
。ただし、⑤は６時間30分、⑥は
５時間、⑦は４時間。
３．採用方法 ２月下旬に面接試験を実施予定
４．採用予定 令和３年４月

申込み・問い合わせ

〒925‑8501

５．受付期間

２月１日㈪〜２月12日㈮
（土日・祝日を除く、８:30 〜 17:15）
６．募集要項・申込用紙
総務課（市役所３階）または市民窓口課（市役
所１階）において交付。市ホームページからも
取得可。
報酬額など詳しくは、募集要項をご覧ください。

羽咋市旭町ア200番地

市総務課 人事係（☎22‑7161）

羽咋市持続化給付金(前期分・後期分）締切間近

２月15日㈪まで

新型コロナウイルスの影響で事業収入が減少した事業者へ給付している持続化給付金について、申請
期限が迫っています。該当する事業主は、忘れずに申請してください。
概

要

事業収入が、前年同月比で一定※以上減少した事業者へ、20万円を上限に給付
※前期（令和２年１〜 ６月）：前年同月比30％以上50％未満
後期（令和２年７〜 12月）：前年同月比20％以上50％未満
（ただし、後期分については、前期の期間中に国の持続化給付金を受給した事業主は、50％以上でも対象）
対象者 市内に本店登記地を有する法人または住所を有する個人事業主で、今後も事業を継続する意思
のある人
用意するもの 申請書に必要事項を記載・押印の上、以下書類を添付し提出してください。
⑴ 2019年の確定申告書の写し（法人の場合、該当月の直前の事業年度）
税務署などの受付印のあるもの。※受付印のない場合は、所得証明書（法人は納税証明書）を用意。
⑵ 2020年１月から申請月前月までの月間事業収入がわかるもの
※経理ソフト・エクセル・手書きの経理台帳など
⑶ 運転免許証や保険証など、申請者を確認できるものの写し
⑷ 営業に係る必要な許可等の写し
⑸ 申請者名義の振込先通帳の写し（口座番号などの口座情報が記載された箇所）
申込み・問い合わせ

〒925‑8501 羽咋市旭町ア200番地 市商工観光課（☎22‑1118）
Mail kyufu@city.hakui.lg.jp

No.824 2021年２月 広報はくい
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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９月生)
２月３日㈬ 13：00〜
●１歳６か月児健診(令和元年７月生)
２月４日㈭ 13：00〜
●４か月児健診(令和２年10月生)
２月16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）

催 し 物 感染症対策のため人数を

☆育児講座 ２月３日㈬
午前10時30分〜11時30分
「手作りバルーンでたのしもう！」
講師：田辺 ひとみ さん 定員８組
☆育児相談 ２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。

こすもす保育園親子育児講座
９日㈫ ９時30分〜 10時30分
「園長先生と手作りおもちゃを作ろう！」
講師：こすもす保育園
要予約
定員３組
鹿島 雅代 園長

16
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容

ところ

雪あそびごっこを楽しもう！

こすもす保育園

４日㈭

ボールで遊ぼう！

千里浜保育所

５日㈮

おはなしを楽しもう

羽咋白百合幼稚園

８日㈪

いっしょにあそぼう！

邑知保育園

９日㈫

★園長先生と手作りおもちゃを作ろう！ こすもす保育園

12日㈮

風船ふわふわ ど〜こだ！？

とき保育園

12日㈮

ゲームをしよう

羽咋白百合幼稚園

16日㈫

手形のひな祭ガーランド作り！

こすもす保育園

✿ 大きくなったね（身体計測）

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。

☆お楽しみデー ２月24日㈬
午前10時30分〜11時30分
担当：ゆりかご保育園 定員８組

内

２月 ２日㈫

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

☆お誕生会 ２月17日㈬
定員８組
午前10時30分〜

き

18日㈭

おひなさまを作ろう

千里浜保育所

19日㈮

ひな人形をつくろう

羽咋白百合幼稚園

22日㈪

大型絵本を楽しもう！

邑知保育園

24日㈬

ひな飾りを作ろう

西北台保育所

26日㈮

おひなさまになっちゃった♥

とき保育園

羽咋市立

千里浜児童センター（☎22‑6318)

多彩な遊びが楽しめ、どこの地区のお子さんでもご利用できます。
乳幼児のお子さんは、必ず保護者と一緒にご利用ください。
利用料
利 用 時 間 平日：午後１時〜午後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
トランポリンクラブ
第１･３金曜日 午後４時30分〜
と

２月

き

内

容

13日㈯ 午後２ 時

ひな飾り作り

20日㈯ 午後３ 時

お茶体験

27日㈯ 午後２ 時

自由工作

備考

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。

■２月の休館日
１㈪〜９日㈫、16日㈫、24㈬
■よちよちおはなし会(0歳〜3歳)
＊休館日は毎週火曜日です。
(火曜日が祝祭日の場合はその翌日です) 日時 ２月22日㈪

■連絡先

☎22‑9777

場所

午前11時〜11時30分
コスモアイル羽咋・研修室

今月の本棚

子どもの本棚

家族

やっぱり犬が好き

『うちのレシピ』
『う
ピ』
瀧羽 麻子/著
新潮社

『はらぺこニードル』
ド 』
西村 敏雄/著 童心社

家族で経営しているフレンチレスト
ラン「ファミーユ・ド・トロワ」
。一人
娘の真衣と料理人としてそこで働く啓
太。それぞれの家族にはいつも、どん
な時も美味しい料理があった。その料
理を引き継ぎ、啓太と真衣は、新しい
家族をつくっていく物語。

やせっぽちの「のらいぬニードル」は、
おなかがペコペコでした。まちはずれ
までやってきたニードルはヌードルさ
んの麺のお店でごちそうになりました。
おいしかったのですが、お店はガラガ
ラでした。そこで、ニードルはいいこ
とを思いつきます。

新着図書のご案内
一般向け

女たち 上•下(スティーヴン•
キング)口•のどのがん(三谷浩

子ども・ティーン向け

太郎(佐和みずえ)しゅくだい
なかなおり(福田岩緒)あした

アンダークラス(相場英雄)冬 樹)今すぐ作りたいビーズリン アレクサンドロス大王(澤田 のことば(森絵都)ねこの町の
の狩人(大沢在昌)白日(月村了 グ187点(奥美有紀)渋沢栄一 典子)大切な人は今もそこに 小学校 たのしいえんそく(小
衛)小麦の法廷(木内一裕)伊達 「生き方」を磨く(渋沢栄一) いる(千葉望)探検!いっちょか 手鞠るい)かいけつゾロリの
女(佐藤巖太郎)そして、海の 逃げて勝つ投資の鉄則(田中泰 みスクール 魔法使いになる まいにちおもしろクイズ１年
泡になる(葉真中顕)壺の中に 輔)押井守のニッポン人って誰 には編(宗田理)へんくつさん 分(土門トキオ)世界史探偵コ
はなにもない(戌井昭人)カラ だ!?(押井守)棚からつぶ貝(イ のお茶会(楠章子)ぼくの席が ナン1大ピラミッドの真実(青
売り屋、日本上陸(黒木亮)い モトアヤコ)

え(花田鳩子)江戸の空見師 嵐 山剛昌)日本の歴史366(小和

つの空にも星が出ていた(佐藤
多佳子)完全犯罪の恋(田中慎
弥)きのうのオレンジ(藤岡陽
子)見果てぬ花(浅田次郎)りん
語録(谷村志穂)またいつか歩
きたい町(森まゆみ)眠れる美

田哲男)ぼくたち、わるもの?

＜特別整理休館のお知らせ＞
２月１日㈪から２月９日㈫まで、
蔵書点検と整理のためお休みします。
ご不便をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いします。

(ソフィー•コリガン)まるごと
サメ事典(菅原嘉子)５回で折
れるかざれる!あそべる!おり
がみ１妖怪(いしかわまりこ)
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山口 慎子さん
（旧姓：松本、49歳）
（四町出身、
東京都文京区在住)

今、私のこころを埋めるもの
80歳近い母と要介護の父の二人 子の里」、道の駅「のと千里浜」が
「はぁ、羽咋に帰りたい……」
。た
め息のように口からこぼれます。そ だけの生活には心配がつきませんが、 大好き。
羽咋のおいしい が詰まったこ
んなことを毎日のように思う日がく 介護サービスの方々やご近所とのつ
ながりの中、母も頑張ってくれてい れらの場所は、足を踏み入れたらも
るなんて。
関東にきて13年、現在は東京で るようです。介護サービスのホーム うワクワクが止まりません。帰省時
夫と小学５年生の息子と暮らしてい ページでは時折父の楽しそうな表情 にはこの３カ所は外せず、東京への
ます。近くには東京ドームがあり、 を見ることができ、涙がこぼれます。 お土産は必ずここでと決めています。
すっかり家族でジャイアンツファン。 羽咋の人々の温かさが身にしみます。 おあずけ状態の今は、それぞれの道
「羽
子どものころ、父にテレビを独占さ そして母は野菜大好きな私たち家族 の駅のホームページを訪問して、
れてあんなに嫌いだったナイター中 のために、近所の農産物直売所で購 咋に帰りたい」こころの穴を埋めて
継も、今は私が一番楽しんでいるか 入したたくさんの新鮮野菜を送って います。
も。両親を連れて野球観戦に行きた くれます。帰ることのできない今は、 ほかにもミルキィな大粒岩がき、
キラキラ輝く地元のお刺身、黄昏の
かったな。しかし、３年前に父が脳 そのお野菜たちから 羽咋の香り
梗塞で要介護となり、東京に来ても と 羽咋とのつながり を感じてい 千里浜、演歌な冬のどんより空……。
再び、私の 羽咋の好き たちに会
らうことが難しくなりました。加え ます。
「羽咋に帰りたい」思いを募らせ えたら、季節ごとに思う存分楽しん
てこのコロナ危機。昨冬以降は、私
が羽咋に帰ることもできなくなって るもう一つのこと。それは、私の 羽 で、 羽咋の好き で私のこころを
しまいました。「羽咋に帰りたい」 咋の好き がおあずけになっている いっぱいにします！
こと。私は近所の農産物直売所、
「神
思いは募るばかりです。

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

「ありがとう」
①両手の指先
を伸ばし、左
手の甲の上に
右手をのせま
す。
②手の甲にの
せた手を、上
にあげます。

藤田千枝子さん（立開町）

学ぼう！語ろう！サークル紹介③

羽咋市点訳ボランティア「点灯虫」
私たちは、目が不自由な方のために、活字や手書きの資料
などを点字に翻訳（点訳）するボランティアです。
広報はくいなどの公文書や、個人依頼の健診結果などを点
訳しています。
また、社会福祉協議会の福祉学
習に協力したり、目の不自由な皆
さんとのバス旅行などをしたりし
て交流を大切にしています。
点訳してほしい文書がありまし
たら、どなたでもご相談ください。 パソコンで広報点訳作業
活 動 日
活動場所

毎週火曜日 13:30 〜 16:00
羽咋市ボランティアセンター
（羽咋市社会福祉協議会内）

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。
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吹奏楽を楽しみながら地域文化の発展を
羽咋市には、羽咋郡市唯一の吹奏
楽団、 はくい吹奏楽団☆

有志のメンバーで発足しました。
団の名称に「市」を入れず「はく

張演奏も行ったこともあり、「依頼

い」としたのは、羽咋市だけではな

があればどこでも駆けつける」と

があり

ます。

はくい吹奏楽団☆
（市民音楽祭での演奏の様子）

団長の本多由貴さん（千里浜町） く羽咋郡市在住者も歓迎する意味が

言う本多さん。「今後も活動を続け、

は、羽咋小学校出身。
「羽咋小には、 込められています。

地元に根付いた楽団となりたい」

県内の小学校としては珍しく吹奏楽

同楽団は、発足した翌年の市民音

と思いの丈を語ってくれました。

クラブがあるので、市内の吹奏楽人

楽祭で初めて単独演奏を行いました。

口は多いはず。しかし、大人になっ

当初中心メンバーは６人でしたが、

団員も募集しています
活動日

てから吹奏楽を楽しむ場がない」と、 現在、活動している人は20人前後
平成26年11月、自ら吹奏楽団を立

まで拡大し、中学生から60代まで、

ち上げました。

幅広い年齢層の構成となっています。

きっかけとなったのは、同年の市

吹奏楽を楽しみ、音楽活動を通し

民音楽祭。合同バンドとして演奏し

て技術の向上を図るとともに、地域

た中から、「子ども連れや忙しい人

文化の発展・向上に貢献することを

でも活動できる楽団を作りたい」と

目的に、市民音楽祭、キッズコンサ
ート、羽咋まつりといった各種イベ
ントなど、市内を中心に活動してい

ます。
活動の様子などを
また、保育所や老人ホームへの出
facebookで発信中

第１水曜日､第２木曜日、
第３金曜日､第４土曜日

時

間

19:00〜21:00ごろ

場

所

羽咋公民館

会

費

月額500円

◇練習の途中入退室も可。
◇まずは体験からでもOK ！
◇楽器のない人も相談に応じま
す。
問い合わせ

22‑7287(本多)
22‑1034(中谷）

新たな時代へ二十歳の誓い
〜藤岡市成人式〜
として、地域社会に生き
る成人としてペナルティ
１月10日、色鮮やかな晴れ着

ーのない世界であっても、規範意

や真新しいスーツに身を包んだ新

識を持つことが一番大切です」と

成人479人が、みかぼみらい館で

言葉を贈りました。

藤岡市成人式に参加しました。今

新成人代表の髙橋さんと神山さ

年は新型コロナウイルス感染拡大

んの２人は「取り巻く日常は大き

防止のため、マスクを着用し、午

く変化しましたが、これからの日

前と午後の２部制で行うなど、例

本の社会を担っていく世代として、

年とは少し違った形での開催とな

責任ある行動を取っていきます」

りましたが、久しぶりに友人と会

と力強い決意を述べました。

う喜びの顔や記念撮影する風景は、

大きく変化していくこれからの

いつもの年と変わりない二十歳の

時代を担う新成人たちの、更なる

姿でした。

成長と活躍が期待されます。

式典で新井雅博市長は「社会人
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２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

２月18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

申込締切

ズ代が必要になる場合があります）
内

容

師

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、

２月17日㈬

①生活習慣病予防のための食事のワン
【注意事項】

ポイントと運動効果のお話

感染症拡大防止のため、３密を避け、人と人と

（内容：バランスの良い食事について）
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）

両親学級のご案内

要予約

産前・産後のママを対象に下記のクラスを開催します。パパも育児に協力できるよう、この機会に一
緒に参加してみませんか。どうぞ、お気軽にご参加ください。
クラス名

プレパパプレママクラス

フレッシュママクラス

対象

妊娠中の夫婦
（ママだけ、パパだけの参加もＯＫ）

産婦と乳児
（生後4カ月ごろまで）

月日

２月７日㈰

２月17日㈬

時間

９:30 〜 11:45（受付

羽咋すこやかセンター

２階

内容

・妊娠中の身体のこと
・分娩、母乳育児のこと
・パパの妊婦体験
・沐浴練習

・お子様の体重測定
・育児、母乳、ママに必要な栄養の話
・ママ同士の交流

・母子健康手帳
・飲み物

・母子健康手帳
・お子様のお世話グッズ
・飲み物

申込み・問い合わせ

広報はくい No.824 2021年２月

２月４日㈭

健診室

13:15 〜）

羽咋すこやかセンター

申込期限

２階

13:30 〜 15:00（受付

場所

持ち物

20

９:15 〜）

和室

２月15日㈪

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）

介護予防サポーター養成講座のご案内
「介護予防サポーター」は、地域の皆さんが元気に過ごせるようお手伝いするボランティアです。
ご自身のできることを地域に生かしてみませんか？地域活動に関心のある人、自分自身の生きがい
づくりや健康維持に関心がある人、どうぞ気軽にご参加ください。
サポーター登録者のうち、約１割が男性です。
男性の受講もお待ちしております。

都合が悪くて全部参加できない場合は、
次回の開催に調整可能です。
開催日時・場所
第１回

２月17日㈬
13:00 〜 16:00
羽咋市老人福祉センター

第２回

２月19日㈮
13:00 〜 16:00
羽咋すこやかセンター

第３回

後日調整

内容
・市の現状について
・高齢者の特性について
・羽咋はつらつ体操の講義・実技
・高齢者との接し方と傾聴について
・介護予防サポーターの役割について
・羽咋はつらつ体操体験（地域サロンなどに参加）
職員が現地まで同行します。

※すべての講座が終了後、市が認定した介護予防サポーターとして登録することができます。
●持ち物 筆記用具
※動きやすい服装でお越しください。
●参加費 無料
●募集締切 ２月10日㈬

新型コロナウイルス感染症の状況によっては、
本講座は延期または中止する場合があります。

申込み・問い合わせ

羽咋市社会福祉協議会（☎22‑6231）

UFO商品券(橙色)の使用期限をご確認ください
新型コロナウイルス感染症による経済的影響を緩和するため、昨年
10月に市民全員へ配布した5,000円分の地域商品券（UFO商品券：橙色）
の使用期間が、令和３年２月28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

告

市商工観光課（☎22‑1118）、市商工会（☎22‑1393）

欄
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スポーツ安全保険に入りませんか
スポーツ安全保険は、スポーツ・文化・ボランティア活動などを行う４人以上のグループを対象と
して、遠征時などの往復途上も含めた活動中の傷害事故や賠償責任を負う事故を補償する保険です。
加入区分・掛金
加入対象者

補償対象となる団体活動
スポーツ活動、文化・ボランティア・地域活動
子ども
（中学生以下） 上記団体活動に加え、個人活動中も対象
64歳以下
スポーツ活動（指導・審判含む）
大人
65歳以上
（高校生以上）
文化・ボランティア・地域活動、団体員の送迎、応援など
全年齢
危険度の高いスポーツ活動
対象となる事故 グループ活動中の事故、往復途上の事故
受付期間 令和３年３月２日〜令和４年３月30日
保険期間 令和３年４月１日〜令和４年３月31日
問い合わせ

年間掛金（一人あたり）
800円
1,450円
1,850円
1,200円
800円
11,000円

※４月１日以降の申し込みは、
加入手続きの翌日から有効。

市生涯学習課 スポーツ推進係（☎22 3312）

国民年金保険料の納付は 口座振替 が便利でお得です
■早割は月々 50円割引！
通常の口座振替の振替日は翌月末日ですが、申し
出により、早割（当月末振替）にすると１カ月あた
り50円割引されます。
① 早割（当月末振替） → 50円割引
② 通常（翌月末振替） → 割引なし
※月末が休日の場合は、翌営業日が引落日となります。
■前納にするとさらにお得！
その年の６カ月分、１年分、２年分の保険料をま
とめて引き落とす口座振替の前納にすると、納付書
（現金）で前納するより割引額が多く大変お得です。
※口座振替の前納は申し込み期限が決まっておりま
すので、ご注意ください。
６カ月前納上期（４月〜９月分）、１年前納、2年前納…２月末まで
６カ月前納下期（10月〜翌年３月分）
…８月末まで

広
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口座振替が開始されるまで、お申し込み後
２カ月程度かかります。日本年金機構年金事
務所への事前登録が必要となりますので、お
早めにお申し込みください。
手続きに必要なもの
・年金手帳（基礎年金番号）
・金融機関の預貯金通帳
・通帳の届出印
申込先
・口座振替を行う口座のある金融機関
・年金事務所
注意 一部免除（４分の１、半額、４分の３）
の承認を受けている人は、早割・前納での
口座振替をご利用いただけません。
問い合わせ 七尾年金事務所（☎0767‑53‑6511）

水道管の凍結・破損による漏水にご注意ください
真冬日（最高気温が０℃未満の日）が続

＜漏水の確認手順＞

くと、水道管が凍結し破損しやすくなりま
す。屋外の蛇口などに保温材を巻くなどし
て凍結予防対策をお願いします。

①

敷地内のメーターボックスの位置を確認する

②

宅内の蛇口をすべて閉める

③

メーターボックス内にあるメーターのパイロッ

平成30年の寒波では、市内の多くの家

トを確認する

庭で宅内給水管などの凍結・破損に伴う漏
蛇口を開いていないのに

水が発生しましたが、積雪により漏水に気
付かないケースが多数報告されましたので
ご注意ください。

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。水道工事業者に修理な

問い合わせ

市地域整備課
上下水道管理係(☎22‑7193）

地域安全ニュース

パイロット

どを依頼してください。

羽咋警察署・羽咋郡市防犯協会連合会からのお知らせ

〜特殊詐欺被害防止には通話録音警告機が有効！〜

ハク太郎
ク太郎

石川県警では、特殊詐欺の被害防止のため、通話録音警告機の無
料貸出しをしています。
通話録音警告機は、電話の着信時に「この電話は振り込め詐欺な
どの犯罪被害防止のため、会話内容が自動録音されます」とアナウ
ンスが流れ、通話内容を自動録音する装置です。
アナウンスで警告を行い、通話内容を録音することで、特殊詐欺
の犯人からの電話をシャットアウトし、特殊詐欺被害を防止します。
申込方法
羽咋警察署 生活安全課（☎22‑0110）に電話してください。
設置方法
警察署員が設置します。その際、使用方法もご説明します。

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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国民健康保険運営協議会委員を募集
市の国民健康保険運営に関し意見交換や審議などを行う協議会（国民健

歴史民俗資料館
企画展「はくい獅子ペディア」 康保険運営協議会）の委員を募集します。
期間
時間

２月１日㈪〜 28日㈰
９:00 〜 17:00
(入館は16:30まで)
主催 はくい獅子舞保存活性化
実行委員会
歴史民俗資料館（☎22‑5998）

募集人数

１人（委員数12人中）

応募要件

羽咋市在住で、国民健康保険の運営に関心のある人
（ほかに市の各種委員会の委員をしている人を除く）

任

期

３年（令和３年４月〜令和６年３月）

会

議

年２〜３回程度

報

酬

5,000円/回

(税込)

応募方法 申込書に応募の動機など所定事項を記入し、市民窓口課へ提出

図書館 映画上映会

してください。

日時 ２月13日㈯ 14:00 〜
場所 コスモアイル羽咋 小ホール
上映作品 『映画ひつじのショーン
UFOフィーバー！』
（約86分）
参加費 無料
申込み 不要
図書館（☎22‑9777）

（申込書は、市ホームページからダウンロードまたは電話で請
求してください。
）
応募締切

３月15日㈪

※応募多数の場合は、応募の動機などを審査し決定します。
市市民窓口課 国保年金医療係（☎22‑7194）

市民農園利用者を募集
「邑知の郷公園」の中にある市民農園（貸し農園）の利用者を募集します。

環境審議会委員を公募
公害問題やごみ問題などについて
市へ提言していただきます。
募集人数 若干名
応募資格 羽咋市在住で、公害やご
みなどの環境問題に関心
のある人
任期 令和３年４月１日〜
令和５年３月31日（２年間）
応募締切 ３月15日㈪
申・
市環境安全課
（☎22‑7137）
広

告

農園場所

邑知の郷公園内（中川町）

利用期間

令和３年４月１日〜令和４年３月31日
（原則１年間。更新可能）

募集区画

一部空き区画（全体60区画）
（申し込み多数の場合は、抽選により決定）

区画面積

１区画40㎡（５ｍ×８ｍ）

利用料金

１区画につき1,000円/年

対 象 者

羽咋市に住所があり、野菜づくりに興味のある人

施設内容

用水は井戸水で、いつでも使用できます
（園内にトイレ・駐車場があります）

申込期限
申・

３月12日㈮
市農林水産課・耕地整備係（☎22‑1116）

欄
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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）

ハローワーク羽咋からのお知らせ
◆「ハロートレーニング」を活用して希望の就職を目指しませんか？

ユーフォリア千里浜
オリジナル特製カレー

〜「新しい分野に進みたい」「今までの技術をスキルアップしたい」
あなたが目指す就職のために〜

ユーフォリア千里浜オリジナル特
製カレーを作りました！

「ハロートレーニング」は、職業スキルや知識などを習得できる公的

通常価格650円のところ、期間限
定でどこよりもお安く350円で販売
します。トッピング（料金別途）と

制度で、求職者を対象に再就職の実現に必要な訓練を行うものです。
１

してサラダやメンチカツ、ハンバー

訓練の種類
⑴公共職業訓練（対象者：雇用保険を受給している人）

グなどをつけることもできます。

「ポリテクセンター石川」や「石川県立産業技術専門校」などの施

期間限定価格 ３月31日まで

設内で行う訓練と、民間の訓練実施機関に委託して実施する訓練があ

ユーフォリア千里浜

ります。

(☎22‑9000)

ハローワークでの雇用保険受給手続き後、早期に受講を開始すると
さまざまなメリットがあります。

多重債務などに関する
無料法律相談を開催します

⑵求職者支援訓練（対象者：雇用保険を受給できない人）
民間の訓練実施機関が実施する訓練で、基本的能力習得のための「基

対象 羽咋市民

礎コース」と、実践的能力習得のための「実践コース」があります。

日時 ２月17日㈬、３月19日㈮

一定の要件を満たすと、職業訓練受講給付金が支給されます。

各日13:30 〜15:30
（おひとり30分間まで）

２

場所 羽咋すこやかセンター

内容
事務系、ＩＴ、建設、介護、製造など。訓練期間も短期から長期まで

内容 弁護士による個別相談

さまざまなコースがあります。

費用 無料

予約 ２日前までに予約をお願いします。 ３ 受講料
申・
市健康福祉課 健康推進係
無料（テキスト代などは実費負担）
（羽咋すこやかセンター内☎22‑1115）
「ハロートレーニング」について、

今月の納税

詳しく知りたい人は、お気軽にハロー

納期限 ３月１日㈪
市県民税

ワーク羽咋までご相談ください。特に

随１期

固定資産税

４期

国民健康保険税

８期

４月からの入校をお考えの人はお早め
にご相談を！

※市税の納付は便利な口座振替で

問い合わせ

市税務課 収納係（☎22‑1113）
広

告

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

No.824 2021年２月 広報はくい
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児童手当

２月12日が支給日です

10月〜１月分の児童手当が２月12日㈮に指定された金融機関口座
に振り込まれます。支払通知書は送付しませんので、通帳の記帳でご
確認ください。児童一人あたりの月額は次のとおりです。

譲ってください
・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）
とうみ

・唐箕

【所得制限未満の人】

・ 申 市商工観光課（☎22‑1118）

３歳未満（一律）

15,000円

３歳〜小学生

10,000円（第３子以降は15,000円）

中学生（一律）

10,000円

人口の動き

【所得制限以上の人】
年齢区分に関係なく
問い合わせ

■市民リサイクル銀行２月分

■人口

5,000円

市市民窓口課 国保年金医療係（☎22‑7194）

20,940人(−14人)

□男性

9,919人(−７人)

□女性

11,021人(−７人)

■世帯数 8,553世帯(+７世帯)
＊令和３年１月１日現在
(

障害年金を受給しているひとり親家庭の
児童扶養手当を見直し

)内は前月比

※外国人住民を含む
【12月中の人口動態】
□出生

7人

□死亡

29人

年金などの額が児童扶養手当の額を上回る場合は、児童扶養手当を受

□転入など

50人

給できませんでした。

□転出など

42人

従来、障害基礎年金などを受給しているひとり親家庭は、障害基礎

今回の法改正により、令和３年３月分から、児童扶養手当の額が障
害基礎年金などの子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶
養手当として受給できるようになります。
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人は、原則、
申請は不要です。それ以外の人は、市健康福祉課で児童扶養手当を受
給するための申請が必要です。なお、令和３年３月１日より前であっ
ても、事前申請が可能です。

工事の発注状況
（１千万円以上）12月分
◆市道羽咋14号線改良工事(その1)
（1,254万円、富山土建㈱）
◆（仮称）邑知ふれあい広場整備工事
（3,080万円、㈱大窪工務店）

なお、障害基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関
する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれるようになります。

＊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‑

問い合わせ

広

告

市健康福祉課 子育て支援係（☎22‑1114）

欄

市役所の連絡先
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7162）で閲覧できます。
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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

市内の名所、 そしてＪＲ羽咋駅向かって左横
み

旧跡等を巡っ

されています。

に、ここも大きな木の下に「三

最後に唐戸山です。ここは窪

てみたいと急

足比咩命」の説明看板がありま

んだ中央に相撲場があり、毎年

に思いつきま

す。説明では妃の古墳があった

9月25日、命の命日に「唐戸山

した。羽咋市

と記されています。

神事相撲」が開催されます。「水

たらしひめのみこと

みこと

は歴史あるまちです。羽咋ゆか

駅前商店街を通って本念寺の

なし 塩なし 待ったなし」で知

りの石衝別命に関連した「羽咋

横にある少名彦名神社へ。この

られています。ここが窪んでい

七塚」へ行くことに。

境内に「水犬塚」の看板があり

るのは命の御陵を造るため砂を

まず、自宅から羽咋郵便局前

ます。命が射落とした怪鳥の羽

削ったためとか、昔「韓人」が

を通り、東川原町の変電所前の

に喰らいついた三匹の犬の塚と

住んでいたので、それが唐戸山

広場に「痛子塚」の説明看板が

伝えられています。

になったとかの話がありますが、

いわつくわけのみこと

す く な ひ こ な

みこと

すぐ近くに「宝塚」があり、

あります。説明では古墳は羽咋

みこと

駅近くにあったと記されていま

ここは命の遺品などが埋められ

す。

たと伝えられています。

みこと

からびと

定かではありません。
羽咋の七塚、羽咋神社、唐戸
山、 ゆ っく り 巡 って も １ 時 間

ここから羽咋神社へ移動です。 30分あれば十分です。羽咋の

次にＪＲの地下道を通り、駅
前に出ると前に大きな木が茂っ

境内には「御陵山（大塚）
」「大

歴史を学びながら、健康増進も

ています。その下に「剣塚」の

谷塚」の説明看板があります。

含めて一度いかれることをお勧

説明看板が立てられています。

それぞれ命、命の子の陵墓と記

めします。

みこと

市 民 文 芸

早苗会

はるとなり

満目の特急電車冴え返る

なご

おさだ

くりや

長田

はる

照子

道子

淳子

孝子

盛田たみ子

明

浅野

楠

オムレツによきこと包み春厨

しじま

この静寂動かして落つ寒椿

販売車囲み和むや春隣

つつが

春美

菊川あき映

法話聞く二月の堂にひざ寄せて

節分の朝日拝みて恙なく

もう誰も通らぬ道や野水仙
山本

告

雪降れり太郎も次郎もをらぬ村

北野みや子
広

みこと

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

七尾法人会が羽咋駅前に像を設置
公益社団法人七尾法人会 女性部会（七尾市三島町）が、
ＪＲ羽咋駅の東口広場に、石の像を設置しました。
同会は、正しい税知識の習得や経営者の支援を行う
とともに、地域振興やボランティアなど地域に密着した
活動を積極的に行う団体で、羽咋、七尾、中能登、志賀、
宝達志水を管轄しています。
石像は、
「親子の絆、地域の絆の大切さを見直す心の一
助になれば」と願って設置されたもので、座禅を組む仏
が彫られており、その土台部分には「人の道 親がつくっ
て 子が歩む」と文字が刻まれています。

設置された像と法人会女性部会のメンバー
（写真：同会提供）

粟ノ保小でプログラミング学習発表会

スイカをつかむ想定で制作したロボット

12月15日、粟ノ保小学校で、プログラミング学習発
表会が行われました。
今回学習に取り組んだ５年生の児童らは、１学期から
粟生町でスイカを栽培している保志場益光さんと東海美
智子さんに栽培において苦労している点などを聞き取り、
９月からプログラミングに着手。
今回の発表会で、自分たちが考案した農家の負担を軽
減するロボットを披露しました。
児童は、「もっと良いプログラムを組んで、農家さん
の負担を減らすロボをつくりたい」と感想を述べました。

福の神で特定技能外国人を採用
12月20日、ぐるーぷほーむ福の神（四柳町）で、
「特
定技能」外国人として、インドネシア人男性のトゥルム
ディさん（36歳）を迎え入れました。
受入制度は、平成31年４月から新たに始まったもの
で、一定の日本語能力や特定技能を持つことなどを要件
とした、外国人向けの在留資格です。特定技能外国人と
して、介護分野でインドネシア人を迎え入れるのは北陸
三県で初めてとのことです。
トゥルムディさんの在留期間は最大で５年。この間に、
働きながら介護福祉士の資格取得を目指します。
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先輩のチャン ティ トゥイさん(左)から歓迎の
花束を受け取るトゥルムディさん(右)

邑知中生がシアトルとオンライン交流
12月21日、邑知中学校２年生の23人が、シアトルに
住む高校生３人とオンライン交流を行いました。
交流の約80分間、会話はすべて英語で行われ、お互い
に自分たちの町について紹介し、質問を交わし、理解を
深めました。
終了後生徒らは、「いつものリスニングと違う。これ
から慣れていきたい」、「単語一つひとつはわかっても、
文章だとわからない部分もあった。もっと英語を勉強し
てシアトルについて知りたい」と感想を述べました。
シアトルの高校生（右画面内）へ
羽咋市の紹介をする生徒ら

市青協

サンタ宅配便

12月24日、羽咋市青年団協議会が、市内の子どもたち
にプレゼントを届ける サンタ宅配便 を実施しました。
この取り組みは10年以上続いている事業で、今年は新
型コロナウイルス感染予防のため、オンラインミーティ
ングツール Zoom を用いて行われました。
この日は、宅配を希望した２世帯に、サンタクロース
やトナカイに扮した団員たちが画面越しに子どもたちと
会話し、最後に、
「一年間いい子にしていればまた来年も
会えるよ」と声をかけました。
画面越しに子どもたちと話す、
サンタとトナカイに扮した団員

消防活動で功績のあった方々を表彰
１月９日の市消防出初式は中止となりました。定例表彰を受けた方々は以下のとおりです。
（敬称略）
◆石川県知事表彰受章者
功労章表彰
消防本部 消防司令補 内田 聖人
永年勤続功労章表彰 第５分団 団
員 上杉 孝也
退職消防団員表彰 元第１分団 団
員 森田 直人
◆羽咋市長表彰受章者
消防協力団体表彰 円井町防災会
無火災地区表彰
第１分団 粟ノ保地区、富永地区
第２分団 飯山地区、神子原地区
第３分団 余喜地区
第５分団 鹿島路地区
退職消防団員表彰
在職20年以上の者
元 団 本 部 団 長 松生喜代志
元第１分団 分団長 新田 順一
元第１分団 班 長 西屋
馨
元第２分団 分団長 酒井正比古
元第２分団 団 員 中谷 充久
元第３分団 団 員 山崎 茂博

在職10年以上20年未満の者
元第１分団 団 員 森田
元第５分団 班 長 野嶋
元第５分団 団 員 林
在職５年以上10年未満の者
元 団 本 部 団 員 備後
元第２分団 団 員 北山
元第２分団 団 員 山本
元第５分団 団 員 中西

直人
康弘
昭一
昌子
泰正
慧介
正啓

◆羽咋市消防団長表彰受章者
優良消防団員表彰
第１分団 団 員 徳和 良太、長浦
中橋 仁生、今江
第２分団 団 員 岡部 直利
第５分団 団 員 中野 浩司
第６分団 団 員 疋田 勇貴

達夫、
光良

問い合わせ 市環境安全課（☎22‑7176）
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２

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

2/2

㈫

14:30〜

3

㈬

10:00〜11:00 シルバー人材センター入会者説明会

あそびの教室

場

所

羽咋すこやかセンター

担

当

健康福祉課

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〜

３歳児健診

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

4

㈭

13:00〜

１歳６か月児健診

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

7

㈰

9:30〜11:45

プレパパママクラス

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

10

㈬

10:00〜11:00 シルバー人材センター入会者説明会

13

㈯

14:00〜15:30

16

㈫

13:00〜

17

㈬

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

13:00〜16:00 介護予防サポーター養成講座 第１回

老人福祉センター

社会福祉協議会

13:30〜15:00 フレッシュママクラス

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

13:30〜15:30 無料法律相談

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

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）

市 議会第２委員会室

市民窓口課

13:30〜16:00 総合相談（人権相談）

市 議会第３委員会室

市民窓口課

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

10:00〜12:00 健康福祉総合相談

老人福祉センター

社会福祉協議会

13:30〜15:00 栄養・運動教室

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

18

㈭

10:00〜

映画上映会『映画 ひつじのショーン
UFOフィーバー！』（約86分）
４か月児健診

こころのケアサポート

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
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

19

㈮

13:00〜16:00 介護予防サポーター養成講座 第2回

羽咋すこやかセンター

社会福祉協議会

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

24

㈬

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

28

㈰

9:30〜11:30
13:00〜16:00

献血

マックスバリュ羽咋店

健康福祉課

※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。

２月の休日当番医
(午前９時〜正午：事前連絡必要)

休日当番医

７日 岡田医院(内科)
（日） いけの整形外科
11日 池野整形外科耳鼻咽喉科医院
（木・祝） 前川医院(内科）

小児

志賀町富来領家町

42‑1921

羽咋市南中央町

22‑0254

志 賀 町 高 浜 町

32‑0040

羽 咋 市 酒 井 町

26‑0210

国立病院機構
七尾病院

七尾市 0767‑
松百町 53‑1890

公立能登総合病院

七尾市 0767‑
藤橋町 52‑6611

14日 ひよりクリニック(内科・外科) 志賀町富来地頭町 42‑2300
公立羽咋病院
（日） 西村内科胃腸科クリニック 宝 達 志 水 町 今 浜 28‑2033

羽咋市
22‑1220
的場町

21日 疋島クリニック(外科・胃腸科・内科) 羽 咋 市 旭 町 22‑1205
恵寿総合病院
（日） 松江産婦人科内科医院
羽 咋 市 島 出 町 22‑2479

七尾市 0767‑
富岡町 52‑3211

23日 おおの整形外科クリニック
（火・祝） 羽咋診療所(内科)

羽 咋 市 鶴 多 町

22‑8858

羽 咋 市 柳 橋 町

22‑5652

志賀クリニック

28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
（日） 松沼医院(内科・小児科) 宝 達 志 水 町 敷 浪 29‑3188

志賀町
32‑5307
高浜町
七尾市 0767‑
藤橋町 52‑6611

中止となった行事
以下の行事は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します。ご理解のほどよろしくお願いします。
行事名
２月
３月

問い合わせ先

令和２年度 羽咋市女性学習会

市生涯学習課（☎22‑9331）

ウインターニュースポーツ大会

市生涯学習課スポーツ推進係（☎22‑3312）

ソフトバレーはくい大会

コスモアイル羽咋・羽咋市立図書館

指定管理者を募集します
コスモアイル羽咋と羽咋市立図書館の指定管理者の指定
期間が令和４年３月31日で満了となるため、令和４年４
月１日から令和９年３月31日までの指定管理者を募集し
ます。
募集施設

コスモアイル羽咋、羽咋市立図書館

指定期間

令和４年４月１日から令和９年３月31日までの５年間

募集期間

令和３年２月26日㈮まで

募集要項

募集要項などの資料は、市のホームページからダウンロードできます。

選定方法

審査基準などの詳細については、募集要項などでご確認ください。

問い合わせ

市生涯学習課（☎22‑9331）

No.824 2021年２月 広報はくい
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利用
無料

を登録しよう

警報(大雨、暴風、大雪)、
土砂災害警戒情報など

避難情報

避難勧告、避難指示、避難所開設など

クマ、イノシシ、不審人物など

緊急情報

地震、津波、国民保護（ミサイルなど）

令和３年（2021）

危険情報

令和３年２月１日発行／月刊

防災行政無線の放送内容

№824

気象情報

２月号

羽咋市の災害発生や防災情報を
メールでお届けします。

はくい

羽咋市安全･安心メール

広報

あなたや家族の命を危険から守る第一歩！

登録方法はお手持ちのスマートフォンや携帯電話から

送信後、ご案内メールが届きますので案内にしたがって登録してください。

空メール
案内メールが届かない場合､｢＠sg-m.jp｣からのメールを受信できるように
を送信 メール受信設定の変更が必要となります。
問い合わせ

市環境安全課 地域防災係（☎22‑7176）

編 集 後 記
今月号作成にあたり、最も印象に残

遺跡編

るのは、１月８日から数日間にわたる

気多の神の源流を探る
じ

け

国史跡 寺家遺跡

大雪です。

「神｣と書かれた土器
（寺家遺跡出土）

寺家町・柳田町に位置する寺家遺跡は、奈良・平安時代
どうきょう

まがたま

さんさい と う き

さいし ぐ

９〜 11日の連休は、成人式の取材を
はじめ3日間とも仕事がありました。そ
のため、住んでいるアパートの駐車場
を何度も雪かきをしなければなりませ

道具）が豊富に出土し､「神｣「宮」などの文字が書かれた

んでした。結局成人式会場へは徒歩で

土器や神社関連とみられる施設跡も多数発見されたことか

行きましたが、着付けなどがある新成

ら、古代神社とその神まつりを考古学的に知ることができ

人やご家族の方々は、朝も早く、徒歩

る重要遺跡として国の文化財（史跡）に指定されています。

というわけにもいかないので、もっと

近くに鎮座する能登一宮気多大社と深く関わる遺跡であり、

大変だったと思います。

おおとものやかもち

天 平 20年（748年）に大 伴家持が参拝した、奈良時代の
けたのかむみや

「気多神宮」の様子を知る遺跡としても注目されています。
寺家遺跡を調べることは、羽咋の歴史の重要な部分のひ
とつと言える「気多の神の源流」を探ることであり、古代
から現代に続く羽咋の「祈りとまつり」の歴史を知ること

しかし、道路まで出ると除雪車が通っ
ており、大変助かりました。除雪作業
をしてくださった業者や町会、住民の
皆さんに感謝いたします。
ただ、雪はもうこりごりです……。
（谷村）

につながっています。
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

の銅鏡や勾玉、三彩陶器などの貴重な祭祀具（神まつりの

てん ぴょう

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

t-hakui@sg-m.jp
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QRコードは
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