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新型コロナウイルス

ワクチン接種についてのお知らせ
国からのワクチン配布が決まったら、優先接種対象である高齢者（65歳以上）の方からワクチン接種
を始めます。高齢者の方には、ワクチン接種を受ける際に必要となる接種券や案内チラシを４月以降に発
送する予定です。接種券がお手元に届いたら、接種を希望する方は以下の手順で予約を行ってください。
注１

予約の方法は、「電話予約」と「ＷＥＢ予約」の２通りがあります。

注２ 「電話予約」ではコールセンターを利用していただきますが、混み合うことが予測されます。インター
ネットを使える方は、ＷＥＢでの予約をお願いします。
注３

接種券を紛失された場合は、コールセンターへお問い合わせください。

注４

ワクチン接種は、住民票所在地で受けてください。ただし、長期入院、遠隔地で下宿している学生、
単身赴任者などのやむを得ない場合は、例外的に住民票所在地以外でワクチン接種を受けることがで
きます。詳しくは、コールセンターへお問い合わせください。

１

接種券などが届きます

同封するご案内などもご覧ください。

２

予約方法は２通り

接種を受けるためには予約が必要です。
電話またはＷＥＢ、いずれかの方法で予約してください。

スタッフが入力
コール
センター

接種希望者

３‑①

②ＷＥＢ予約

予約システム

①
①電話予約

電話予約の方法（手順）

１ お手元に接種券、ペン、メモ用紙を準備する。
２ コールセンター ☎０１２０−９８４−９０３ へ電話する。
３ コールセンタースタッフの案内に従い、
「住所」「氏名」「性別」「生年月日」「券番号」
「接
種の方法（集団/個別）」「希望する会場」「希望する時間帯」などを伝える。
４ 自分の予約した会場、日時をメモしておく。
（予約完了の通知などはありませんので、ご自身で予定管理をお願いします）
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３‑②

画像は、３月18日時点のものです。
実際の画面と異なる場合があります。

ＷＥＢ予約の方法（手順）

１ お手元に接種券を準備する。
２ 接種券に同封のチラシに記載されたＷＥＢサイト（市ホームページにもリンクを掲載し
ます）に接続し、以下のとおり作業する。
５ 予約者情報の確認

３ 接種券番号を認証
接種券に記載された「市区町村コード」
と「券番号」、ご自身の「生年月日」を

４で入力した内容に誤りがないか十分確

入力し、認証を行います。

認して次に進んでください。

６ 会場・日時を選択

４ 予約者情報を登録

表示された会場の中から、接種を希望す
る会場を選んでください。
※予約可能な会場のみ表示されています。

カレンダーから予約可能な日時を選んで
予約してください。

設問に従い、「氏名」「生年月日」「住所」
「電話番号」「メールアドレス」などを入

予約完了後、登録したメールアドレスへ、予約内
容の確認メールが届きます。

力し、利用規約をご確認の上、次に進ん
でください。
次のページもご覧ください⇒
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４

接種前日

電話で予約した人へは、コールセンターから確認の電話がかかります。
ＷＥＢで予約した人へは、予約時に登録したメールアドレスへ、確認のメールが届きます。

５

接種当日の注意点

持病のある方は、ワクチン接種を受けても大丈夫か、症状をよく知る「かかりつけ医」へ事
前に必ず相談・確認の上、お越しください。
持ち物

・接種券（クーポン券）…… 切り離さず、台紙ごとお持ちください。
・予診票 …… あらかじめご自宅で記入の上、お持ちください。
・本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、保険証など）

服

装

その他

肩を出しやすい服装でお越しください。
・ご自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合は、接種を控
え、羽咋市新型コロナワクチンコールセンターへご連絡をお願いします。
・ワクチンの効果を十分得るために、同じ種類のワクチンを一定の間隔をあけて２
回接種する必要があります。２回目の接種については、１回目の接種が終わって
から、予約可能になります。

詳しくは、接種券に同封するご案内チラシをご覧ください。

＜ワクチン接種に関するコールセンター＞
接種の手続きに関する相談（予約、接種可能な医療機関、住所地外接種の手続きなど）
羽咋市 新型コロナワクチンコールセンター

☎０１２０−９８４−９０３（平日・土曜日

8:30 〜 18:00）

医学的知見が必要となる専門的な相談（副反応、ワクチンの効果、接種の可否など）
石川県 発熱患者等受診・コロナワクチン副反応相談センター

☎０１２０−５４０−００４（平日・土日・祝日

24時間対応）

施策に関すること
厚生労働省 新型コロナワクチンコールセンター

☎０１２０−７６１−７７０（平日・土日・祝日

9:00 〜 21:00）

この記事に関する問い合わせ
市健康福祉課 健康推進係（羽咋すこやかセンター内 ☎22‑1112）
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ワクチンについて皆さんに知ってほしいこと
発症を防ぐ効果が認められています
今回新たに承認された新型コロナワクチンは2回の接種によって、95％の有効性で、発熱やせきなどの症
状が出ること（発症）を防ぐ効果が認められています。
※インフルエンザワクチンの有効性は約40 〜 60％

あなた自身のためだけでなく、医療機関の負担を減らすための重要な手段にもなります
新型コロナウイルスは、まだまだ未知のことがあります。このウイルスの感染により、令和３年１月末ま
でに６千人以上の方が亡くなり、３万人以上の方が入院されています。特効薬も開発中の段階です。
こうした中で、多くの方に接種を受けていただくことにより、重症者や死亡者を減らし、医療機関の負担
を減らすことが期待されます。

どんなワクチンでも、副反応が起こる可能性があります
一般的にワクチン接種後には、ワクチンが免疫をつけるための反応を起こすため、接種部位の痛み、発熱、
頭痛などの「副反応」が生じる可能性があります。治療を要したり、障がいが残ったりするほどの副反応は、
極めて稀ではあるものの、ゼロではありません。
※予防接種による健康被害は、救済制度の対象です。
今回新たに承認されたワクチンの国内治験では、ワクチンを２回接種後に、接種部位の痛みは約80％に、
37.5度以上の発熱が約33％、疲労・倦怠感が約60％の方に認められています。
ワクチンに含まれる成分に対する急性のアレルギー反応であるアナフィラキシーの発生頻度は、市販後米
国で100万人に５人程度と報告されています。日本での接種では、ワクチン接種後15 〜 30分経過を見て、
万が一アナフィラキシーが起きても医療従事者が必要な対応を行います。

ワクチンの承認後も、継続的に安全性を確認します
アナフィラキシーや医師が予防接種との関連を疑う重篤な症状が発生した場合は、法に基づき報告を受け、
専門家が評価します。こうした報告の中には、ワクチン接種後の持病悪化・死亡のように、ワクチンとの因
果関係が直ちに評価できない事例も含まれますが、幅広く収集し、評価を行うこととしています。
加えて、１〜２万人の先行接種者を含め、延べ約300万人の方々について、ワクチン接種後の症状などの
調査を予定しています。
このように、ワクチンの安全性を継続して確認し、情報を提供していきます。

誰もが全額公費（無料）で受けられます
外国人も含め、接種の対象となるすべての住民に全額公費で接種を行う見込みです。接種の時期が近づい
たら、接種のお知らせや無料で受けられるための接種券をお送りする予定です

ワクチンについて、正しく知ったうえで、判断しましょう
新型コロナワクチンを承認し、接種をお勧めするにあたって、国内外の数万人のデータから、発症予防効
果などワクチン接種のメリットが、副反応といったデメリットより大きいことを確認しています。
市民の皆さまが納得して判断をしていただけるよう、県とともに情報提供に努めていきます。
参考：「新型コロナワクチンについて皆さまに知ってほしいこと」 首相官邸・厚生労働省
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予算のあらまし
令和３年度当初予算の総額

令和２年度２月･３月補正予算分繰越予定額を含むと

117 億 1,000 万円
前年度比

（ 一 般 会 計 ）

122億79万円
（前年度比

+7億1,000万円(+6.5％ )

＋10億819万円）

【主な増額要因】
・都市づくり推進事業費

＋１億7,156万円

・新型コロナウイルスワクチン接種事業費

＋5,647万円

・緊急地域経済支援地域商品券発行事業費

＋5,500万円

・道路メンテナンス事業費

＋１億円
【主な減額要因】

・産地パワーアップ事業費

△7,150万円

■特別会計では、前年度と比較して4,240万円の
増額、率にして0.8％の増加となりました。
主な理由は、国民健康保険事業費納付金などの
減少により国民健康保険特別会計予算が1,700万
円、後期高齢者医療広域連合納付金の減少などに

令和３年度
会計名

会計別予算
当初予算額

より後期高齢者医療特別会計予算が900万円、千

一般会計

117億1,000万円

＋ 6.5%

里浜運動公園トイレ整備の完了に伴い、千里浜財

特別会計

56億7,010万円

＋ 0.8%

23億5,900万円

△ 0.7%

3億7,100万円

△ 2.4%

29億2,600万円

＋ 3.5%

1,410万円

△67.7%

27億2,430万円

＋ 4.0%

9億4,740万円

＋13.5%

17億7,690万円

△ 0.4%

産区特別会計予算が2,960万円それぞれ減額する
ものの、介護サービス給付事業の増加などにより

国民健康保険

介護保険特別会計予算が9,800万円増額するため

後期高齢者医療

です。

介護保険
千里浜財産区

■企業会計のうち、水道事業会計では、予算総額
９億4,740万円であり、建設改良費の増加などに

企業会計

より、前年度と比較し、１億1,250万円の増額と

水道事業

なりました。

下水道事業

下水道事業会計では、予算総額17億7,690万円
であり、企業債利息の減少などにより、前年度と
比較し、790万円の減額となりました。
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合

計

201億

440万円

＋ 4.5%

一般会計予算の内訳
市税

24.6億円（5.5％減）

地方交付税
38.3億円（1.9％増）

歳出

歳入

国県支出金
19.7億円（15.3％増）

扶助費

17.1億円（1.5％増）

公債費

15.9億円（9.2％増）
物件費
15.2億円（7.1％増）

普通建設事業費
14.7億円（18.5％増）

13.2億円（4.0％減）

その他

15.9億円（1.7％増）

補助費等
24.7億円（2.4％増）

地方譲与税、交付金
7.8億円（17.0％増）
市債

人件費

13.5億円（52.2％増）

その他 13.6億円（11.2％増）

前年度比増減の主な理由
■歳入

■歳出

【市税】
市民税個人分やコロナ関係の減免による固定資産税の
減少により、全体では前年度と比較し､１億4,200万
円の減額となる見込みです。
【地方交付税】
38億3,000万円を計上。臨時財政対策債３億円を合
わせた実質的な地方交付税総額は、41億3,000万円
となり、前年度と比較し､１億5,000万円の増額とな
りました。
【国県支出金】
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金、駅周
辺整備・道路橋梁整備等に伴う都市構造再編集中支援
事業費補助金及び、道路メンテナンス事業補助金の増
加などにより、前年度と比較し､２億6,097万円の増
額となりました。
【地方譲与税、交付金】
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交
付金として１億1,000万円を見込んだことなどにより、
前年度と比較し､１億1,250万円増額となりました。
【市債】
臨時財政対策債をはじめ、河川整備事業債や学校整備
事業債などの増加はあるものの、前年度実施の旧マル
シェ解体工事などに伴う駅周辺整備事業債や、唐戸山
駐車場整備、道の駅のと千里浜駐車場整備などに伴う
観光交流施設整備事業債などの減少により、前年度と
比較し、5,520万円の減額となりました。

【人件費】
会計年度任用職員の報酬や職員手当などの増加に伴い、
前年度と比較し、2,640万円の増額となりました。
【公債費】
ほっと石川観光プラン推進事業債の償還などにより、
前年度と比較し､１億3,405万円の増額となりました。
【補助費】
産地パワーアップ事業などの事業完了に伴う減額があ
るものの、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済
対策として、緊急地域経済支援地域商品券発行事業や
緊急地域経済支援事業などの措置により、前年度と比
較し、5,694万円の増額となりました。
【普通建設事業費】
唐戸山駐車場整備事業や道の駅のと千里浜駐車場整備
事業などの建設事業費が減少となったものの、羽咋駅
周辺賑わい交流拠点などの整備に係る都市づくり推進
事業や、学校給食施設管理運営事業などの建設事業費
の増加により、前年度と比較し､２億2,918万円の増
額となりました。
【その他】
介護サービス給付などの増加による介護保険特別会計
繰出金の増額や、駅周辺整備に伴う、まちづくり基金
から土地開発基金への繰り出しなどにより、前年度と
比較し､１億3,724万円の増額となりました。

用語解説
人件費：議会議員・職員(特別職含む)・各種委員会の委員
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
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総合戦略に基づく主な取り組み（令和３年度当初予算）
❶魅力あるしごとを創出
新規 女性のテレワーク支援事業
220万円
女性向けテレワーク
スキルアップ講座を
開催し、テレワーク
環境を生かした就業
の機会を創出する。

継続 企業合同就職説明面接会等開催
事業
54万円
市内企業・事業所・商店を対象とした
「羽咋市企業合同就職説明面接会」を
開催し、UIJターン希望者への就職支
援や、市内企業の人手不足の解消、雇
用創出拡大を図る。

新規 千里浜IC及び南羽咋駅周辺開発

❷羽咋への新たなひとの流れを創出
拡充 ユーフォリア千里浜改修事業
7,170万円
源泉井戸孔内、プール棟非常用電源装
置等を改修する。
拡充 ちりはまホテルゆ華改修事業
１億5,085万円
ちりはまホテルゆ華の老朽化した空調
設備を改修する。

新規 地域おこし企業人交流事業
660万円
都市圏に所在する民間企業等の社員を
一定期間受入れ、そのノウハウや知見
を生かし、地域独自の魅力や価値の向
上を図る。

❸若者の生活、子育てを切れ目なく支援
拡充 第３子以降及び中学３年生給食
費無償化事業
1,799万円
第３子以降に加え、R3から中学３年
生の給食費を現物給付方式で無償化す
る。

拡充 子育て応援事業
2,000万円
第１子10万円、第２子20万円、第３
子30万円、第４子40万円、第５子以
降50万 円 の 出 生 祝 い 金 を 支 給 す る。
R3から未就学の子どものいる転入世
帯には、２万円の応援券を支給する。

拡充 避難所機能強化・備品整備事業
1,154万円
避難所用のパーティション等購入に加
え、避難場所表示看板の設置や、災害
対策本部整備による災害発生時の機能
の強化を図る。

❺人口減少時代に対応した持続可能なまちづくり
拡充 老人福祉センター床等改修事業
286万円
老人福祉センター床及び外壁を改修
し、利用者が安全に利用できる環境整
備を図る。

拡充 公民館改修事業
1,775万円
羽咋公民館空調熱源等を改修する。
新規 遠隔手話通訳事業

事業
8,700万円
千里浜IC及び南羽咋駅周辺の土地利
用についての調査設計等を行う。
新規 体験型観光推進事業 1,111万円
地域の観光資源を活用した、
SUPやサーフィンなどの体験
型観光の拠点となる地域づく
りを行う。
新規 小学校入学祝金給付事業
420万円
小学校入学時に3万円の祝い金を支給
する。
拡充 こどもインフルエンザワクチン接
種助成事業
455万円
インフルエンザワクチン接種に対し
1,500円/回を助成する。R3から対象
を18歳以下まで拡充。
拡充 非常備消防管理事業

❹安全・安心・快適な環境の整備
新規 島出定住促進住宅改修事業
1,150万円
島出定住促進住宅１号棟及び２号棟の
改修にむけて、R3は改修に必要な調
査や実施設計を行う。

拡充 自然栽培等普及事業
１,901万円
生産支援を行うとともに、R3から自
然栽培農業者の収入安定を図る保険の
加入を促進するため、掛捨保険料にか
かる費用助成を設け、自然栽培農業者
支援を拡充。

7万円

病院受診などでタブレット端末を活用
し、遠隔で手話通訳を行う。

692万円

ジェットシューターや防火衣
等の消防団装備品の充実を図
る。また、消防団活動服を新
基準の活動服に更新。

拡充 農村地域防災減災事業 1,349万円
耐震対策が必要と診断されたため池につ
いて対策を実施する。R3は盆田新堤、神
子原ダム、松川堤、大町長池を改修予定。

拡充 家族介護支援事業

1,349万円

在宅で介護をしている家族が継続して
介護を続けられるよう支援する。R3
からクーポン券の対象者を要介護２ま
で拡充し、未就学児と同居する要介護
２〜５認定者を介護するダブルケア世
帯には50,000円/年分の商品券を支給
する。

※総合戦略では、人口減少を和らげるとともに、人口減少に対応した新たなまちづくりを進めるため、5つの基本目標を掲げています。
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〜輝く羽咋創生へ〜

令和３年度当初予算

継続 生きがいづくり農業参入支援事業
932万円
農業参入支援センターを拠点として、
農業に興味ある方への栽培指導、農機
具の貸出及び操作指導、生きがいづく
りの推進を図る。

継続 新規就農総合支援事業
1,575万円
若者の新規就農及び定着の推進を図る
ため、青年就農者へ農業次世代人材投
資資金（国補助分）を支給する。

新規 七尾市・羽咋市・中能登町広域
連携事業
750万円
移住・定住促進をより効果的に実施す
るため、３市町が共同で都市圏イベン
トへの参加や移住プランナーの設置な
どに取り組むほか、ワーケーシ
ョンなどの関係人口拡大を図る。

拡充 住まいづくり支援事業
4,000万円
新築住宅の取得や三世代同居世帯の増
築・改修費用の一部を支援する。R3
からは、居住誘導
区域加算を追加し、
最高額230万円補
助する。

新規 地域おこし協力隊体験型情報発
信事業
952万円
地域おこし協力隊を活用した、市の観
光情報及びサーフィンやSUPなどの体
験型情報発信事業を行う。

拡充 母子健診事業
1,935万円
妊婦健診費を最高17回まで助成する。
R3から新生児聴覚スクリーニング検
査費の助成を行う。妊娠中の精密検
査費の助成回数を１回から無制限に拡
充。また、妊婦健診時等のタクシー利
用における助成を行う。

拡充 小中学校就学援助事業 1,682万円
就学援助費等の給付による就学援助
を行う。R3からインターネットを利
用した家庭学習等に対応するための
Wi-Fiルーター貸出しを実施する。

新規 漢字能力検定助成事業 20万円
漢字能力検定料の一部を助成し、学習
意欲の向上を図る。

拡充 河川防災対策整備事業
6,800万円
出水期の水害に備え河川内の堆
積土砂の除去、河川監視カメラの増設
を行い、近年の豪雨災害に対する対策
を実施する。

拡充 羽咋駅周辺整備事業
５億5,097万円
羽咋駅周辺の賑わい創出に向けて交流
拠点の整備を図る。R3年度は、羽咋
駅周辺賑わい交流拠点、市道羽咋101
号線、都市計画道路川原町線の整備等
を行う。

新規 防災システム整備事業 43万円
ドローンを配備し、災害箇所の早期把
握、迅速な災害対応を図る。
拡充 地域敬老会開催補助事業
230万円
地区敬老会の開催費用の一部を補助す
る。R3から350円/人→500円/人へ補
助額を拡充する。
新規 協働による地域づくり事業 20万円
SDGsの理念を取り入れた講座等を開
催し、地域活力の維持のための地域づ
くりに取り組む。

継続 有害鳥獣捕獲対策事業
1,020万円
イノシシ捕獲奨励金や狩猟免許取得、
更新などに助成し、農作物被害の抑制
を図る。
拡充 世界農業遺産活用推進事業
304万円
世界農業遺産ＰR活動、里山里海の保
全活動を行う。

拡充 市内公園整備等事業 4,800万円
羽咋運動公園をメイン公園とし、遊具
を増設し機能の拡充を図る。また、そ
の他公園の遊具の改修等を実施する。

新規 中山間地域における持続可能な
拠点づくり事業
500万円
神子の里を核として、中山間地域にお
ける買い物弱者支援や高齢者の見守り
を兼ねた配食サービス等を行い、持続
可能な拠点づくりを図る。

拡充 新婚世帯新居費用助成事業
60万円
夫婦の合計所得が400万円未満（39
歳以下）の場合、新居への引越費用な
どを助成する（最大30万円）。

新規 ＩＣＴ支援員配置事業
480万円
教員のICT活用をサポートすることに
より、ICTを活用した授業をより円滑
に進める。

新規 公共交通計画策定事業
972万円
実証実験等を行い、地域公共交通計画
を策定する。

新規 市民体育館・羽咋運動公園弓道
場照明LED化事業
1,270万円
市民体育館及び弓道場照明のLED化
を実施する。
拡充 人口ビジョン・総合戦略事業

213万円

金沢大学等と共同研究を実施して、健
康寿命の延伸、外出支援等本市将来像
の分析につなげる。R3はコロナ禍の
状況変化調査を実施する。

当初予算もその基本目標に基づき、重点化しています。
No.826 2021年４月 広報はくい
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新型コロナウイルス対策に係る事業
総 額

５ 億 1, 865 万 円

（うち、３億6,618万円は令和２年度２月、３月補正）

新規 新型コロナウイルスワクチン
接種事業

新規 テレワーク推進事業
【R2年度３月補正】

【R2年度２月専決を含む】
１億4,247万円
新型コロナウイルスワクチンの接種

継続 緊急地域経済支援事業
【R2年度３月補正含む】

2,175万円

8,000万円

テレワーク事業を行う事業者に対し

コロナ禍で収入が減少した企業に対

て施設改修費などを補助する。

し、20万円を上限とし補助を行う。

新規 テイクアウト商品券発行支援

継続 ＵＦＯカードポイント付加事業

体制の確保及び接種を推進する。

事業

【R2年度３月補正含む】

【R2年度３月補正】

740万円
6,409万円

緊急地域経済対策として、ＵＦＯ

テイクアウト専用商品券を新たに作

カードにチャージする際、20％の

成し、100％のプレミアムを付与し

プレミアムを付加し、地元商店街の

（5,000円 で10,000円 分 ）
、地元飲

活性化を支援する。

食店の経営安定及び消費喚起を行う。

継続 子育て世帯生活支援地域商品

継続 緊急地域経済支援地域商品券

券給付事業

発行支援事業

【R2年度３月補正】

【R2年度３月補正を含む】
5,200万円

1億1,000万円

平成15年４月２日〜令和３年３月

20％プレミアム付き地域商品券を

31日の間に生まれた子どもに対し、

発行し、コロナ禍における地域で

２万円分の地域商品券を支給する。

の消費喚起及び市民の生活を支援す

新規 タクシー利用助成事業
【R2年度３月補正】

る（市商工会へ発行総額の20％を
補助）。

1,000万円
タクシー利用1,000円に対し使用で
きる500円クーポンを発行し、運輸

新規 コロナ禍における高齢者外出

事業者支援及び市内消費喚起を支援

支援事業

する。

【R2年度３月補正】
1,264万円
市内65歳以上のみの在宅高齢者世
帯に市内タクシークーポン券を支給
し、外出機会を創出するとともに市
内の消費喚起を図る。
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継続 その他事業
【R2年度３月補正】
1,830万円
感染症対策の消耗品などを購入する。

疋津清美さんが厚生労働大臣表彰を受賞
疋津清美さん（旭町）が、障害者自立更生等厚生労働大臣表彰を
受賞し、２月10日に市役所を訪れ岸市長に報告しました。
この表彰は、自らの障がいを克服し長年にわたり活躍した人や、
障がいのある人の自立支援や社会参加の促進に大きく寄与した人に
対し、贈られるものです。
疋津さんは羽咋郡市ろうあ協会の会長などを務めており、手話の
普及について、「あいさつをしてもらえるだけでもありがたい」と
述べました。

申請書の押印省略・電子申請を導入

行政手続きの簡素化へ

これまで、市の行政手続きは書面・対面による申請などを前提とし、申
請の際には本人の意思確認の手段として押印を求めてきました。
令和３年４月から、市の行政手続きのうち、法令により押印が義務付け
られているものや登録印の照合が必要なものを除いて押印を省略し、行政
手続きの簡素化に取り組むことで、市民の皆さまの負担軽減と利便性の向
上に努めていきます。
あわせて、市民の皆さまに時間や移動の制約なく行
政サービスの提供を可能とするため、市の行政手続き
の電子申請化を進めていきます。
４月からは、水道の使用開始・休止届や介護認定の
申請の手続きなどについて電子申請が可能となります。
手続きについては、市のホームページからご利用くだ
さい。

問い合わせ

市総務課（☎22‑7161）

羽咋市議会議員選挙のお知らせ
令和３年９月29日の任期満了に伴う羽咋
市議会議員選挙の日程を、右のとおり決定し
ました。
詳細は、後日お知らせします。

問い合わせ

告 示 日

令和３年８月２９日㈰

投 票 日

令和３年９月

５日㈰

市選挙管理委員会（☎22‑7191）

No.826 2021年４月 広報はくい
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令和３年 第１回

市議会
定例会

説明に立つ岸市長

令和３年第１回羽咋市議会定例会は、２月26日から３月19日まで
行われました。令和３年度一般会計予算案をはじめとする議案など
が審議されました。
岸市長は、２月26日、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、当面の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。

新型コロナワクチン
国から具体的なワクチン供給ス
ケジュールなどが示され次第、ワ
クチン接種を開始できるよう、関
係機関と協議を進めています。
接種体制については、市内の公
共施設などを会場とした集団接種
を主として、あわせて市内の医療
機関による個別接種での対応を想
定しています。
また、無料接種券等の個別発送
にあわせて、羽咋郡市の１市２町
共同で、ワクチン接種会場と日程
の予約受付を行うコールセンター
を開設するとともに、広報紙など
で情報の周知に努めます。

羽咋駅周辺整備
本事業は、本市の持続可能なま
ちづくりに大きな役割を果たす最
重点施策であり、今後の経済状況
や社会情勢を考慮しながら、
（仮
称）賑わい交流拠点施設や駅周辺
整備周遊連絡道路、都市計画道路
川原町線と二級河川長者川の整備
に取り組んでいきます。
交流拠点施設の事業手法につい
ては、交流機能部分である公共施
設の設計や管理運営の提案、民間
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どが移住定住につながることから、
千里浜IC周辺や南羽咋駅周辺を
候補地として選定しました。
今後、道路と宅地分譲地の整備
により、利便性の高い住環境とす
ることで、本市の玄関口の一つで
ある千里浜IC周辺の賑わい創出
と、周辺の適正な土地利用や開発
誘導を図りたいと考えています。
また、南羽咋駅周辺についても、
通勤・通学など交通の便が良い立
地を生かし、宅地分譲地としての
調査・設計を実施するとともに、
駐車場やトイレなどの整備につい
ても検討します。

移住推進・関係人口拡大
に関する広域連携事業
商業機能部分の公有地活用事業の
提案を一括して公募する方式とし
ました。
令和３年度には、事業者の公募、
選定を行い、実施設計や造成工事
に着手します。
なお、交流機能部分の工事につ
いては、実施設計終了後、後年度
に競争入札で実施することとし、
令和６年夏の開業を目途に進めま
す。
周遊連絡道路については、道路
設計と橋梁設計を行い、交流拠点
施設の造成と一体的に道路改良工
事を実施する予定です。
川原町線については、実施設計
に着手するとともに、速やかに補
償算定と確定測量を実施し、必要
な用地の取得を進めていきます。
また、長者川の整備については、
事業主体である石川県から令和３
年度に整備着手する予定とお聞き
しています。

定住促進宅地造成
定住促進に向けた宅地造成につ
いては、若者や子育て世代が魅力
を感じる利便性の高い立地条件で
の分譲候補地について検討した結
果、通勤・通学の便が良いことな

２月12日に七尾市、中能登町
と締結した「移住推進・関係人口
拡大に関するパートナーシップ協
定」は、人口減少対策やコロナ禍
での新たな人の流れについて、広
域的に連携しながら対応していく
ことを目的としています。
今後は、中能登地域においてそ
れぞれの独自性や強みを持つ３市
町が協力し、互いの魅力を横断的
に発信し、３市町の移住に係るア
ドバイザーを務める「移住プラン
ナー」の設置や、地方においてテ
レワークにより働きながら余暇を
過ごすワーケーションの推進など、
ポストコロナを見据えた移住者の
受入環境の整備を図ります。

地域公共交通計画
昨年８月に設置した羽咋市地域
公共交通協議会では、これまでに
現状の整理や課題抽出、基本方針
などについて協議を重ねてきまし
た。令和３年度には、具体的なア
クションプランやこれらを踏まえ
た羽咋市地域公共交通計画を策定
します。
さらに、デジタル社会にも対応
するため、国の新型輸送サービス
導入支援事業を活用し、AIオン

第１回羽咋市議会定例会

デマンド交通システムの実証実験
を行い、実装への可能性調査や課
題の洗い出しも行います。
また、内閣府の地方創生人材支
援制度を活用し、民間事業者か
らデジタル人材を派遣いただき、
地域公共交通の最適化をはじめ、
ICT技術を用いた地域課題の解決
に向けた支援をいただけるよう調
整していきます。

自然栽培
令 和 ２ 年 産 の 自 然 栽 培 米 は、
15.5㌶で約26.8㌧の収穫があり、
ふるさと納税の返礼品や道の駅、
JAはくいなどでの販売により完
売する見込みです。令和３年産米
については、病害虫の被害を最小
限にとどめ、27㌧を超える生産
となるよう作付計画を進めます。
また、市として、新規就農者へ
の支援をはじめ、栽培技術の向上、
農産物の加工や販路拡大など就農
者の自立に向けた支援を引き続き
行います。

神子原農林水産物加工販
売施設（神子の里）
令和元年度から老朽化した施設
の更新を行い、今年度は乾燥機や
精米機の更新と販売所の増改築工
事を行い、昨年11月にリニュー
アルオープンしました。
令和３年度は、本施設を拠点と
した移動販売車での見守り活動な
ど、地域住民が安心して地域に住
み続けられる取り組みについて更
なる支援を行います。

防災体制の充実
消防団員の安全性向上を目的と
して全団員の活動服を更新すると
ともに、火災や災害発生時におけ
る迅速な情報伝達手段の更なる確
保として、携帯型MCA防災無線
機を増設します。
また、避難所における感染症対

策として、パーティションなどを
学校給食費の負担軽減
昨年度に引き続き追加するととも
本市では、保護者の経済的負担
に、市内の公園などの指定緊急避
の軽減と子育て支援を目的として、
難場所10カ所に、避難場所がど
昨年４月から、第３子以降の学校
の災害に対応しているかについて、
給食費を無償化しています。
分かりやすい図や記号を使った避
令和３年度から、さらに、無償
難場所表示看板を設置します。
化の対象者を中学３年生にも拡大
するとともに、助成方法について
在宅介護者支援
も、これまでの償還払い方式から、
現在、在宅介護支援事業として、 学校給食費を保護者から徴収しな
い現物給付方式で助成を行います。
在宅の要介護３以上の認定者に対
して、介護用品助成クーポン券を
課税区分に応じて支給しています
が、新たに、要介護２の認定者に
対してもクーポン券を支給し、在
宅介護の支援を拡充します。
また、令和３年４月１日現在で、
未就学児と同居する要介護２以上
の認定者を介護する世帯に対して
５万円分の地域商品券を上乗せし、
育児と介護のダブルケアを行う世
帯への経済的支援を行います。

千里浜海岸の浸食
現在、宝達志水町地内において、
砂浜が消失し通行不能の状態が続
いていますが、今後、関係自治体
や関係機関と連携し、国や県に対
し、一日も早い砂浜の回復を求め
る要望を行っていきます。

介護保険
令和３年度から３カ年を計画期
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、介護保険事業計画策
定委員会を６回開催し、第７期の
施策評価や各種調査結果、サービ
ス量の推計などをもとに、施策の
方向性や指標などについて協議し
てきました。
計画では、「支え合い 安心して
暮らし続けるまち はくい」を基
本理念とし、健康寿命の延伸と地
域共生社会の実現に向けた地域包
括ケアシステムの推進に取り組む
こととしています。
また、第１号被保険者の介護保
険料については、コロナ禍による
経済情勢に鑑み、基金を活用する
ことで令和３年４月からの１カ月
あたりの基準額を現在と同額の
5,900円に据え置くこととしまし
た。

【上程された主な議案】
〈市長提出分〉
◆令和３年度羽咋市一般会計予算
◆令和２年度羽咋市一般会計補正
予算（第15号）
◆羽咋市情報通信技術を活用した
行政の推進に関する条例の制定
について
◆羽咋市子ども基金条例の制定に
ついて
◆羽咋市いきいき市民活動推進条
例の一部改正について
◆第６次羽咋市総合計画の策定に
ついて
など

【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。
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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11月生)
４月７日㈬ 午後１時〜
●１歳６か月児健診(令和元年９月生)
４月８日㈭ 午後１時〜
●４か月児健診(令和２年12月生)
４月27日㈫ 午後１時〜
※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)、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

き

内

はじめまして・イ−スターの卵探し

千里浜保育所
羽咋白百合幼稚園

12日㈪

保育園って

邑知保育園

13日㈫

★はじめまして！園長先生と一緒に遊ぼう！ こすもす保育園

９日㈮

どんなとこ？

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

16日㈮

園長先生と一緒に遊ぼう！

とき保育園

16日㈮

イースターうさぎさん

羽咋白百合幼稚園

催 し 物 感染症対策のため人数を

21日㈬

ようこそ！はくいようちえんへ

羽咋幼稚園

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。

22日㈭

ボールで遊ぼう！

千里浜保育所

23日㈮

くじらのぼりのくうちゃんと遊ぼう！ とき保育園

☆育児講座 ４月７日㈬
午前10時30分〜11時30分
「親子で楽しむ絵本タイム」
講師：ぼちぼちいこか 定員８組

26日㈪

こいのぼりを作ろう！

27日㈫

ママ大好き♥手作りブーケのプレゼント！ こすもす保育園

28日㈬

ハッピーバースデーおしゃかさま！

☆育児相談 ４月14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。

30日㈮

☆お誕生会 ４月21日㈬
定員８組
午前10時30分〜
☆お楽しみデー ４月28日㈬
午前10時30分〜11時30分
担当：とき保育園
定員８組

こすもす保育園親子育児講座
13日㈫ 午前９時30分〜 10時30分
「はじめまして！園長先生と 要予約
定員５組
一緒に遊ぼう！」
講師：こすもす保育園
園長 鹿島 雅代 さん

14

ところ

せんせいとおともだち♪

４月 ８日㈭

はくい子育てサロン（☎22‑1518）

容
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※要予約

20日㈫

こんにちは

こいのぼりガーランド作り！

こすもす保育園

✿ 大きくなったね(身体計測)

邑知保育園
羽咋幼稚園

お誕生会
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
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
毎 週 月 曜 日 午後４時30分〜 かんたん工作教室
毎 週 水 曜 日 午後４時30分〜 10分間ドッヂボール大会
第２･４金曜日 午後４時30分〜 トランポリンクラブ
と

４月

き

内

容

備考

３日㈯ 午後２ 時

わくわく広場（イースター）

17日㈯ 午後２ 時

手形こいのぼり作り

17日㈯ 午後３ 時

お茶体験

17日㈯〜24日㈯

ジャンボこいのぼり作り

講師：辻森正美さん

■開館時間
午前９時30分〜午後６時
■４月の休館日

■おはなし会
会場の都合により、９月までお
休みいたします。

6日㈫、13日㈫、20日㈫、27日㈫
＊休館日は毎週火曜日です。
(火曜日が祝祭日の場合はその翌日です)

■連絡先

☎22‑9777

今月の本棚

子どもの本棚

体の部位ごとに健康になる

身を守るために

『名医が教える足のお悩み完全解決バイブル』
高倉義典／著
誠文堂新光社

『ぜったいについていかないよ！』
嶋崎政男/監修 すみもとななみ／絵 あかね書房

トップアスリートも頼りにする名医
が、足に関するケガや病気、不調の治
し方はもちろん、毎日のお手入れ方法
や靴の選び方、正しい歩き方などを解
説しています。正しい知識を身につけ、
元気な足でたくさん歩きましょう。

道や場所が分からなくて困っている
人を助けてあげることは、いいことで
す。しかし、そういう振りをして、み
んなを怖い目にあわせる大人がいるこ
とも事実です。
「自分で自分の身を守る」
ためには、どうしたらいいのかを考え
てみましょう。

新着図書のご案内
一般向け

図説英国貴族の令嬢(村上リ
コ)ロッキード(真山仁)自宅学

子ども・ティーン向け

(枡野浩一)町にきたヘラジカ
(フィル•ストング)昔のくら

ばあさんは15歳(阿川佐和子) 習の強化書(葉一)野鳥と木の 女の子はどう生きるか(上野 し昔の道具これなあに?(春風
バイター(五十嵐貴久)さのよ 実ハンドブック(叶内拓哉)減 千鶴子)団地のコトリ(八束澄 亭昇太)宇宙に行ったらこう
いよい(戌井昭人)じょかい(井 塩より減糖

人生を変える!血 子)あおいの世界(花里真希)あ だった!(山崎直子)空を飛ぶミ

上宮)羊は安らかに草を食み 圧の新常識(有馬佳代)こっそ らいぐまのせんたくもの(大 ジンコのなぞ(星輝行)できる
(宇佐美まこと)天を測る(今野 りマスク内美容(川上愛子)一 久保雨咲)くもとり山のイノ かな?人体おもしろチャレン
敏)水葬(鏑木蓮)天下一のへり 肉一菜スパイス弁当(印度カ シシびょういん(かこさとし) ジ(坂井建雄)パイナップル(竹
くつ者(佐々木功)メイド•イン リー子)
京都(藤岡陽子)フシギ(真梨幸
子)ぼく自身のノオト(ヒュー•
プレイサー)マイ•シスター、
シリアルキラー(オインカン•
ブレイスウェイト)日本はこう
してつくられた(安部龍太郎)

【2021年・第63回

みんなふつうで、みんなへん。内誠人)山をつくる(菅聖子)ゆ

こどもの読書週間】

４月23日㈮〜５月12日㈬
標語「いっしょに よもう、いっぱい よもう」
図書館では、子どもたち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。

らゆらくるくる ゆれる•まわ
るおもちゃ(まるばやしさわ
こ)響け、希望の音(田中宏和)
会いたくて会いたくて(室井
滋)いぬのせんせい(ジェーン•
グドール)
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金氏 香織さん（49歳）
（旧姓：寺島、
旭町出身、
神奈川県横浜市在住)

海を想う
羽咋を離れて30年。人生の半分
以上を故郷以外の場所で暮らしてき
ました。
それでも、私の根っこは羽咋にあ
る…。今回の原稿の話をいただいて
改めて感じています。
先日、テレビで「なぎさドライ
ブウェイ」に関する番組を見まし
た。いろんな想いを抱いてあの海岸
に立っている人たち。私も帰省する
ときは必ず足を運んでいます。今住
んでいる横浜からも海は見えるので
すが、私にとっての海は、やはり千
里浜から臨む日本海です。
そこでの思い出と言えば、子ども
の頃の海水浴はもちろんのこと、な
んといっても学生時代のマラソン大
会でした。どれだけ走っても走って

も景色が変わらない砂浜。中学生の が、片言でもロシア語を話せるよう
頃は陸上部のキャプテンとしての意 になると、氷が溶けていくかのよう
地を抱えて走るなど、私の負けん気 に親切に接してくれました。なかな
か感情を表に出さないが実は信義に
の象徴的な場所でした。
高校生になると、この海の向こう 厚い…。そんなところに、故郷の人
へ行ってみたいという気持ちが強く たちに通じる一面を感じ取っていた
なっていきました。その後、高校二 気もします。
今は、戦後ソ連から帰国できな
年生で一年間アメリカに交換留学を
させてもらうという機会を得ました。 かった残留邦人の一時帰国をサポー
日本のことも地元のことさえもわ トする事業に携わっています。歓迎
かっていないのに、若さゆえの無謀 会の際には日本語で「ふるさと」を
さ、先生方のアドバイス、そして親 合唱するのですが、私は羽咋の海に
の理解のおかげで貴重な経験をさせ 想いを馳せています。
そこで想像していた広い広い世界。
てもらったと感謝しています。
結婚後は夫の仕事の関係で、モス そのほんの一部を覗いてきただけで
クワで四年間暮らしました。表情は すが、その意欲や好奇心を育ててく
一見冷たく、人見知りが多いロシア れたのは、私の大好きな故郷の海で
人。最初の頃は戸惑いもありました した。

学ぼう！語ろう！サークル紹介④

輪を広げよう
手話の
・・・・・・
・・・

ひとこと手話
ひとこと手話

声のボランティア「そよかぜ」
「そよかぜ」は平成元年に立ち上げた音訳グループです。
音訳は仕事を持っていても、空いた時間を利用して自宅でで
きます。作業は一人でも、マイクの向こうの利用者を想いな
がらマイクに向かい作業を行っています。
また、目の不自由な方や他のボラ

今月の手話

ンティアグループの方々との年に１

「元気」

回の小旅行も楽しみの一つとなって
います。

両肘を張り、

◯音訳物を利用希望の方はご相談ください！

腕前で作っ

◯音訳・パソコン編集に興味のある人大歓迎！

た 両 拳 を、

◆活 動 日：毎週金曜日

下に２回振

◆活動内容：ダビング・発送・コーヒータイム

り下ろしま
す。

疋津

長城さん（旭町）

13:30 〜 15:00

（社協内羽咋市ボランティアセンター ☎22‑9315）

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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柳橋こども食堂、
健康友の会

地域主体のセーフティーネット
柳橋こども食堂は、令和元年９月 活が困難な人に食事を提供しようと
に立ち上げられ、有志の７人の会員 始めましたが、現在は幅を広げて子
が毎月第４土曜日に食事を提供(子ど 供だけで食事をする子、一人暮らし
も無料、大人300円)しています。ま の高齢者、子育て中のママなど、誰
た、会員の中には元教員もおり、子 もが参加してホッとできる場にした
どもの勉強のお手伝いもしています。 いとの思いで運営しているとのこと
代表の谷川なをみさん（東川原町） です。
は、
「もともと料理を作るのが好きで、 ２月27日の活動は、コロナ禍での
地域のために提供できる機会はない 対応として、皆で食事をとることは
かと模索していた」と立ち上げの経 控え、お弁当の配布を行いました。
緯を話してくれました。当初は、生
この取り組みの延長で、このたび、
同グループ内の団体・健康友の会能
登中部ブロックでは、
「フードバンク」
の取り組みを行うことになりました。
フードバンクとは、企業からまだ
食べられるのに捨てられる食品など
を募り、それらを生活困窮者へ配布
する取り組みです。
食料を提供する企業にとっては、
自社製品のおいしさを広く知っても
２月27日に配布された弁当
らう機会になることや、自社利益を
（メニューは、ちらし寿司、
求めるだけでなく社会福祉にも貢
鶏のから揚げ、おはぎなど）

献するCSR活 動、国連が 提唱する
SDGsに取り組んでいることをアピ
ールできるというメリットがありま
す。
また、ゴミの削減や、市民の食品
ロスや福祉への意識向上、地域住民
によるセーフティーネットの構築な
ど、地域にとってもメリットの多い
取り組みです。
この食料品無料配布会は、４月に
羽咋公民館で実施される予定です。

＜開催概要＞
日時 ４月24日㈯ 10:00〜
場所 羽咋公民館 １階ホール
主催 柳橋子ども食堂、
健康友の会 能登中部ブロック
食料品募集 賞味期限が１カ月以上あ
る食品、未開封で常温保存でき
る食品など。４月９日㈮まで
受取予約 ４月９日㈮まで
問い合わせ ☎22‑5731

藤岡市の歴史がマンホールの蓋に
〜ご当地マンホール〜
関東一円に供給した拠点
だったと考えられていま
す。
その風土・文化は近現代にも受
各自治体で名所・特産物など特
色のあるデザインが採用されて け継がれ、良質な藤岡粘土を使っ
いるマンホール蓋。羽咋市のマン た藤岡瓦の産地として栄えた藤岡
ホール蓋には千里浜海岸のハマグ 市では、江戸時代から藤岡鬼面瓦
リなどがデザインされていますが、 が魔除け・災厄除けとして庶民の
藤岡市では、市の歴史を象徴した 暮らしに浸透し、屋根の上からに
埴輪、甕、鬼瓦の数珠などが焼き らみを利かせてきました。そんな
窯のイメージでデザインされてい 市の歴史を表現したマンホール蓋
にはカラー着色されたものもあり、
ます。
ななこしやま
国 指定史跡・七輿山古墳で知ら 現在市内に７カ所設置されていま
れる藤岡市には、かつて1,200基 す。
道の駅ららん藤岡では、カラー
ほどの古墳があったと伝えられ
ています。市内には多くの窯址が マンホール蓋の写真や位置、由
見つかっており、埴輪や須恵器を 来などを記載したマンホールカー

ドも無料で配布しています。全国
各地で配布されているマンホール
カードですが、藤岡市にお越しの
際は、埴輪のデザインのマンホー
ルカードを記念にいかがでしょう
か。

No.826 2021年４月 広報はくい
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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〜

■市県民税の申告はお済みですか？
市税務課 住民税係（☎22‑7130）
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。
市県民税の申告は、令和２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。
申告がまだの人は、税務課住民税係へご相談ください。
納期限

■今月の納税

４月30日㈮

市県民税

随３期、国民健康保険税 特１期

市税務課 収納係（☎22‑1113）
市税の納付は便利な口座振替で
市税の納付について忙しくてなかなか金融機関へ行けない方は、ご希望の口座から自動的に引き落と
しする口座振替の制度があります。
納め忘れがなくなるので、ぜひご利用ください。
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(種別割)､国民健康保険税

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ご捺印(通帳届出印)し、引き落
としを希望される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お申し込みください。
申込用紙は、市内金融機関または市税務課窓口に備え付けてあります。
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)

■固定資産税課税台帳を縦覧・閲覧できます
市税務課 資産税係（☎22‑6901）
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）
閲覧に必要なもの

①本人を確認できる身分証（マイナンバーカード、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

18

広報はくい No.826 2021年４月

市役所秘書課
広報広聴係

教育活性化プラン事業報告会
２月16日、市教育委員会と各学校がオンラインで教育
活性化プラン事業報告会を行いました。
これは、年度当初、学校ごとに設定した重点事業の目
標についての成果などを市教委へ報告するものです。ま
ず学校側から学習指導や学力テストの結果、英語教育の
取り組み、地域との連携、児童生徒の生活習慣、学校関
係者からの評価、学校独自の取り組みなど、多面的な視
点で報告されました。
その後、教育委員からは、報告の内容についての具体
的な質問や今後の改善点についてなど、多くの質疑・意
見が出されました。

学校へ質疑を行う教育委員ら

金沢大学と包括連携協定を締結

協定を交わした山崎学長（左）と岸市長

２月22日、国立大学法人金沢大学と羽咋市との包括連
携協定締結式が行われ、金沢大学の山崎光悦学長と岸市
長が協定書に署名しました。
本協定は、両者の緊密な連携と協力により、人的資源・
情報資源、知見を有効に活用し、羽咋市の「持続可能な
地域づくり」に向け、地域課題の解決を目指すものです。
本協定により更なる連携強化を図ることで、人口減少に
対応した社会の構築を目指し、金沢大学では学術的研究
として還元し、本市では各分野の既存事業や新規事業へ
反映していきます。

邑知中学校で卒業花火
２月26日の夜、コロナ禍で各種行事が中止・規模縮小
となった卒業生らに向けて、邑知中学校PTAが思い出に
なるようにと、邑知中学校付近で花火が上げられました。
生徒らは校舎の窓から92発の花火を観覧し、花火が終
わった後、
校舎から声を揃えて、
打ち上げ場所の方向へ「あ
りがとうございました！」とお礼の言葉を響かせました。
後期生徒会長を務める藤岡響基さん（３年）は、
「コロナ
禍で行事などが制限されていたが、辛かったことがすべ
て吹き飛んだ。PTAや先生、地域の方々に感謝している」
※学年は当時
と述べました。

校舎から花火を見る生徒ら

No.826 2021年４月 広報はくい
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高齢者肺炎球菌予防接種のご案内
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。
令和３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。

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。

定期予防接種
① 令和３年４月２日〜令和４年４月１日の間で、65,70,75,80,85,90,95,100歳になる人
② 満60〜64歳以下の人で､心臓､じん臓､呼吸器など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

対象者
接種期間
自己負担額
対象者への
案内

令和３年４月１日〜令和４年３月31日
2,000円

（生活保護世帯は無料）

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、下記へご連絡ください。

※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。

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

４､５月 栄養・運動教室のご案内

☎22‑1115)

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

４月15日㈭、５月20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、

開催日の前日

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
（４月：今年度の目標設定
５月：特定健診・がん検診について）
②身体をほぐす運動
③音楽に合わせて楽しく有酸素運動
④筋肉づくりの運動

※運動強度は、心拍数が上がり、汗をじんわりか
くレベルです。現在治療中の人は主治医に相談

【注意事項】
感染症拡大防止のため、３密を避け、人と人と
の距離をとって運動実技を行います。会場準備の
ため、事前申込みにご協力をお願いいたします。
当日は自宅で検温をし、発熱や、体調がすぐれ
ない場合は参加をご遠慮ください。また、対面で
の会話や運動中の不必要な会話は避けていただく
よう、お願いいたします。

の上、お申込みください。
申込み・問い合わせ
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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）

福祉タクシー・公衆浴場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）
高齢者

対象者

助成内容

公衆浴場

心身障がい者

要介護・要支援認定者また
は面談により、介護予防が
必要と判断された総合事業
対象者で、外出が困難な市
内在住65歳以上の在宅の、
一人暮らしまたは高齢者だ
けの世帯の人

身体障害者手帳１､２級所持 市内在住65歳以上の在宅
者のうち、下肢、体幹及び の人
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

通院のために小型タクシー 通院、会合への参加などの 市内の公衆浴場を利用す
または介護タクシーを利用 ために小型タクシーを利用 る際の助成券を交付
する際の助成券を交付
する際の助成券を交付
※こんぴら湯のみ利用可

交付枚数

１人あたり年間24枚

1人あたり年間10枚

助成金額など

基本料金（迎車料金は除く）

１回240円

交付開始日

令和３年４月１日㈭

申請手続に
必要なもの

介護保険被保険者証、
通院先の診察券

身体障害者手帳
または療育手帳

本人確認書類（マイナンバーカード、
健康保険証または運転免許証）

申請窓口
問い合わせ

市地域包括ケア推進室
⑧番窓口
(☎22‑5314､FAX22‑3995)

市健康福祉課 ⑪番窓口
(☎22‑3939､FAX22‑1048)

申 市市民窓口課

⑦番窓口
市地域包括ケア推進室
(☎22-5314､FAX22‑3995)

電動四輪車、電動車いすを利用する方へ
１
２
３
４
５

道路を通行するときは、道路の右側を通行してください。
歩道があるところでは、歩道を通行してください。
道路を渡る時は、横断歩道を渡ってください。
信号機は、「歩行者用」の信号に従ってください。
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。
問い合わせ

市健康福祉課 援護係（☎22‑3939）

鹿島路町会が祭礼用獅子舞用具を新調
鹿島路町会では、宝くじの助成を受け、秋季祭礼で
使用する獅子頭などの祭礼用具を新調しました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度
の祭礼は中止となりましたが、令和３年度には、新型
コロナウイルスに負けずに祭礼開催を目指し、地域コ
ミュニティ活動の推進と貴重な文化活動事業の継承に
祭礼用具を活用します。
問い合わせ

市生涯学習課 文化コミュニティ係（☎22‑9331）

No.826 2021年４月 広報はくい
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健康保険証が変わったら、届出が必要です
会社を退職し国民健康保険に加入する場合や、国民健康保険を脱退し、職場の健康保険に加入する場
合などは、国民健康保険の加入・脱退の手続きが必要となります。
健康保険の切り替えは自動には行われません。必ず切り替えの届出をしてください。
こんなとき
国保に加入するとき

必要なもの
・健康保険の資格喪失証明書または離職票など
・窓口に来られる方の本人確認書類（マイナンバーカード、免許証など）
・国民健康保険被保険者証
・新しく加入した健康保険証（コピーでも可）
・窓口に来られる方の本人確認書類（マイナンバーカード、免許証など）

国保を脱退するとき

受付窓口

市役所１階

市民窓口課④番窓口

問い合わせ

平日 ８:30 〜 18:30

市民窓口課 国保年金医療係（☎22‑7194）

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

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120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ました。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、
「すべ
て良い対応でした」などのご意見もいただきました。
新型コロナウイルス感染予防のためマスクの着用やソーシャルディスタンスの確保など、声や表情な
どが伝わりにくい面もあるかと思いますが、より一層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

Ｒ2
（今回）

120人

4.49点

Ｒ1
（前回）

120人

4.55点

説明

所要時間

利便性

4.49点

4.58点

4.49点

4.41点

4.53点

4.56点

4.44点

4.47点

問い合わせ

案内表記 回答者の属性
男 性 48人
4.34点 女 性 62人
無回答 10人
男 性 35人
4.37点 女 性 79人
無回答 6人

市市民窓口課 市民窓口係（☎22‑5940）

服部福祉基金・奨学金の申請手続き
市では母子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います。支給を希望する人は、申請をして
ください。
支給額
対象者 義務教育を除く学校（高校・大
１）高校へ入学した児童１人につき４万円
学または専門学校）へ、令和３
２）短大、大学、専門学校へ入学した児童１人につき10万円
年４月に入学する児童を養育し
ている母子家庭の母親で、羽咋
手続きに必要なもの 在学証明書、振込先口座がわかる物（通帳など）
市に３年以上（令和３年４月１
申請期限 ５月21日㈮
日現在）住所を有している人
問い合わせ 健康福祉課 子育て支援係（☎22‑1114）
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国民年金

学生納付特例制度を利用する人は申請をお忘れなく
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。
所得条件
学生本人の前年所得が、
118万円+(扶養親族等の数×38万円)以下
対象となる学校など
大学(大学院）
、短大、高等学校、高等専門
学校、専修学校及び各種学校など

問い合わせ・手続き

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）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（マイ
ナンバーカード、免許証など）が必要です。

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 ④番窓口（☎22‑7194）

市民提案型のまちづくりを支援
１

対象事業
市民の皆さんが提案し、自分たちで実施でき
る事業で、
「３年後にこういう町、こういう活
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
が期待できる下記の事業。
（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）羽咋市まち・ひと・しごと創生総合戦略
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
市内に活動拠点又は事務所があり、提案事業
を誠実かつ確実に実施できる、５人以上で構成
する市民団体等（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（修繕費と備品購入費は上限あり）

４

助成期間
最高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、修繕費と備品購入費は1/2）

６

主な対象経費
講師への謝礼、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）

７

スケジュール
説明会
日時：４月９日㈮ 19:00 〜
場所：羽咋市役所302会議室
応募締切 ５月10日㈪
申請団体によるプレゼンテーション・審査会
５月下旬（予定）

団体要件や要綱、申請方法など詳しくは、市がんばる羽咋創生推進室（☎22‑7192）へ
お問い合わせください。
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狂犬病予防注射を受けましょう
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
務付けられています。
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 3,500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

４月７日㈬､11日㈰

実施

日程
注射日

４月７日㈬

４月11日㈰

注射会場

注射時間

上 甘 田 公 民 館

9:00〜 9:15

一 ノ 宮 公 民 館

9:20〜 9:35

柳 田 町 会 事 務 所

9:45〜10:00

千 路 町 会 事 務 所

10:10〜10:25

鹿 島 路 公 民 館

10:35〜10:50

余

喜

公

民

館

11:00〜11:20

邑

知

公

民

館

11:30〜12:00

羽咋市役所体育館

9:00〜12:00

※狂犬病予防注射は、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亡した場合や飼い主に変更があった
場合は、環境安全課へご連絡ください。

〜〜〜 飼い主の皆さまへお願い 〜〜〜
■犬の放し飼いはやめましょう。
■フンの始末は責任を持って行いましょう。
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。
問い合わせ

市環境安全課（☎22‑7137）

おむつ使用世帯に｢市指定ごみ袋｣を支給
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）
。ただし、転入や出生など年度途中で対象世帯に該当となっ
た場合は、該当月に応じて一定枚数を支給します。
次に該当する人は、各窓口で申請手続きを行ってください。
①３歳未満(４月１日現在)の乳幼児がいて
対象
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
（申請の際には、介護保険証を提示してください。
）
③障害認定者で紙おむつを使用している人がいる世帯
（申請の際には、障害者手帳を提示してください。
）
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
※総合事業対象者とは、基本チェックリストにより、介護予防
が必要と判定された人
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申請窓口
①②…市民窓口課（７番窓口）
または環境安全課
③④⑤…健康福祉課（11番窓口）
申請期間

令和３年４月１日〜
令和４年３月31日

問い合わせ

市環境安全課 環境資源係
（☎22‑7137）

｢産業廃棄物｣は｢クリンクルはくい｣で受入できません
最近、次のような産業廃棄物などの持ち込みが多くみられます。廃棄物処理に関する法律に違反をし
た場合、
５年以下の懲役または1,000万円以下（法人の場合は３億円以下）の罰金となる可能性があります。

産業廃棄物の例
１．建設業などの事業活動に伴い発生した廃棄物
リフォームや解体・修理工事に伴い発生した木
材くずやプラスチックくず、壁材、柱、天井材な
どの廃棄物は産業廃棄物になるため、受け入れで
きません。
建設業には、大企業から一人で営む大工、電気
店、水道業者、板金工事店など、すべてが含まれ
ます。業者による解体・修理工事によって発生し
た廃棄物は、業者が処分する義務を負っており、
顧客に処分を依頼することは違法行為です。
なお、小さな小屋程度のものを自ら解体した場
合や小規模なリフォーム（DIY）などを行った場
合であっても、多量であったり有害なものが含ま
れていたりする場合は受け入れできません。この
ようなごみを持ち込まれる際は、解体の状況につ
いて現地を確認させていただく場合がありますの
でご了承ください。

２．その他（建設業関連以外）
次のようなものも、場合により産業廃棄物とな
ります。
・事務所・事業所などで使用した金属製の机・
キャビネットなど
・事業所で使用した設備機器など
・飲食店などで使用した食器・什器など
・繊維くず、紙くず、木くずなど（特定の事業に
伴うもの）
・ガラスくず、コンクリートくずなど
産業廃棄物以外の受け入れできないごみ
・羽咋郡市以外で発生したごみ
・家電４品目（テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯
機・乾燥機、エアコン）
・業務用の電化製品（業務用冷蔵庫やエコキュー
トなど、一般的な家電機器以外のもの）
・消火器や車のタイヤなど

ごみの自己搬入の受付時間について
昨年11月から、祝日や繁忙期の施設内の渋滞による事故発生を避けるため、月曜〜金曜の12:30から
13:00までの30分間、受付を休止しています。
この時間以外にも、
混雑時には受付を休止（施設への進入調整）する場合がありますのでご了承ください。
問い合わせ

事業者の
皆さまへ

羽咋郡市広域圏事務組合リサイクルセンター クリンクルはくい（☎27‑1153）
市環境安全課 環境資源係（☎22‑7137）

事業系ごみの出し方

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。
問い合わせ

蛍光管の捨て方
蛍光管には水銀蒸気が封入されています。水銀
は、健康被害や環境汚染をもたらす恐れがある有
害物質でもあり、適正な処理が求められています。
蛍光管を捨てるときは、
購入時の箱や包みに入れ
る、新聞紙で包むなど、割
れないように包装してから
資源ごみの水銀使用物に出
してください。

市環境安全課 環境資源係（☎22‑7137）
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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、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＞
【ひだまりの家「いのすけ」】
毎週水曜日９:30 〜 10:30
滝町 旧本吉宅
一ノ宮地区生活支援協議体「一ノ宮ささえ愛隊」
の話し合いから、地域で要望のあった通いの場を
始めました。坂道や階段の多い滝町で、みなさん
が集まりやすい町の真ん中の空き家を活用しまし
た。屋根や水道を地域の方の厚意で修理してもら
い、名前はその家の屋号から「いのすけ」と命名
しました。
感染対策をしながら、おしゃべりを楽しみ、最
後に365歩のマーチの体操をして終わります。こ
の日はお誕生会も行いました。参加者は一人暮ら
しの方が多く、
「毎週おしゃべりをしに来るのが
楽しみで、それが元気にもつながっている」との
ことでした。

【ひだまり会】
毎週木曜日10:00 〜 11:30
堀替新町 嶋田哲弥宅ガレージ内
天候が悪い時期でも地域の皆さんが気軽に顔を
合わせる場になるようにとの嶋田さんの思いから
令和２年４月、自宅のガレージを開放して始めま
した。椅子やストーブがあり、寒い時期でも暖か
く快適に過ごすことができます。また、放送大学
で学んだ知識を生かし、自前の大画面スクリーン
で映画鑑賞を楽しんだり、はつらつ体操や筋トレ
かなめの体操のDVDを映しながら体を動かした
りすることもできます。堀替新町の方はぜひ訪ね
てみてください（飲み物などはご自分で準備して
ください）。

〜あなたの地域でも通いの場や筋トレ教室を作りませんか。ご相談に乗ります〜
市地域包括ケア推進室
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羽咋市役所１階８番窓口（☎22‑0202）

介護予防を目的とした住民主体の活動(通いの場・生活支援活動ほか)
に対し、補助金等を交付します
羽咋市内で、おおむね65歳以上の方を対象とした介護予防の通いの場や、簡単な家事などの生活支援
を行う住民グループが対象となります。
１ 通いの場の運営補助金
対象
住民主体の趣味活動、交流、会食、体操、運
動などの自主的な通いの場
要件
①週１回以上、かつ３年以上継続して提供す
ること
②１回の所要時間がおおむね２時間であること
※コロナ禍においては時間短縮もありうる

③飲食費、飲食用材料費がかかる場合は、利
用者負担を設けること
補助金額
初年度実施団体…17,000円
２年目以降の団体…前年度１回当たりの平均
参加者数に応じて、15,000 〜 17,000円/月
※事業に要した額と補助基準額と比較していずれか少ない方

３ 通いの場の環境整備の補助金
対象
介護予防を目的とした通いの場などの活動拠
点の整備
メニュー① バリアフリー化改修費
（手すりの設置、段差の解消、スロープの設
置、トイレの改修、玄関ポーチ、スロープ
などのすべり止め対策などのバリアフリー
化改修費用）
補助基準額 500,000円
メニュー② 備品購入費
（机、椅子その他の利用者の交流に供する必
要最低限度の備品購入費用）
補助基準額 50,000円
※事業に要した額の1/2とし、補助基準額と比較して
いずれか少ない方

２ 生活支援の活動補助金
対象
身体介護が不要で、精神的にも専門職の支援
を必要としない人に対する、買い物、調理、
掃除、電球交換、灯油補充、受診補助等の日
常生活の支援活動
要件
①要支援認定者、総合事業対象者または支援
が必要と判断された方が対象
②１回の提供時間はおおむね30分とする
③原則週２回まで
④１回当たりの利用者負担を設けること
補助金額
①準備費（申請初年度に限る）
１拠点につき上限150,000円
②運営費
ア事務費：年間の月平均利用者数に応じて、
5,000 〜 15,000円/月
イ活動費：30分あたり200円×延回数

※１団体に対する補助は、①と②の総額で50万円を上
限とする。

４ 介護予防活動支援の地域商品券給付
対象
介護予防を目的とした趣味活動、交流、体操、
運動などの、有志などによる自主的な活動
要件
①月２回以上実施している
②１年以上継続している
③他の類似の給付金または補助金の交付を受
けていない
給付内容
地域商品券 年度あたり１団体につき２万円分

※事業に要した額と補助基準額と比較していずれか少ない方

問い合わせ

市地域包括ケア推進室１階８番窓口（☎22‑0202）
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羽咋消防署からのお知らせ
羽咋郡市の救急出動件数
令和２年中の羽咋郡市管内の救急出動件数は
2,007件(羽咋市913件）で、前年より153件（羽
咋市50件増加）減少しました。一日あたりの
救急出動は約５件（羽咋市約３件）となります。
事故種別での出動件数は「急病」1,226件（羽
咋市539件）
、「一般負傷」369件（羽咋市173
件）、「交通事故」107件（羽咋市58件）です。
石川県ドクターヘリの要請件数は87件（羽
咋市31件）で、活動した件数は48件（羽咋市
18件）です。

普通救命講習について
2020年中の普通救命講習の受講者数は、羽咋郡市で257名（羽
咋市59名）でした。受講者の皆様、ありがとうございました。
受講希望の方は羽咋消防署までお問い合わせください。
なお、新型コロナウイルス感染予防のため、受講人数の制限をす
ることがあります。

問い合わせ
広
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羽咋消防署 救急係（☎22-7812）

ＳＴＯＰ！
１

山火事、枯れ草火災

野焼きは、適法な焼却設備を用いず野外で廃

４

焼却禁止の例外であっても、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

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禁止されてい

するおそれのある行為の届出書」の届出が必要
です。

ます。事前に市役所環境安全課へ確認してくだ

実際にあった火災事例

さい（例外には、風俗習慣上の行事などが該当

・休耕田の枯れ草を焼却中、ちょっと目を離し

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。
問い合わせ

地域安全ニュース

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ら
れ、納屋の外壁に燃え移った。

羽咋消防署（☎22‑7812）、市環境安全課（☎22‑7137）

羽咋警察署・羽咋郡市防犯協会連合会からのお知らせ

〜子どもの安全対策〜

ハク太郎
ク太郎

新入学の季節です。保護者の方は、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。
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。犬の散歩や花の水やりなどの日常生活を子ども

「いかのおすし」を教えましょう

の登下校の時間帯に合わせるだけでも、地域の防犯力が高

知らない人について ｢いか｣ ない

まります。地域全体で子どもを見守りましょう。

知らない人の車に ｢の｣ らない

不審者・不審車両に関する情報は羽咋警察署22‑0110、

｢お｣ お声で叫ぶ

最寄りの交番・駐在所までご連絡ください（緊急のときは

｢す｣ ぐ逃げる

１１０番通報してください）。

｢し｣ らせる

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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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

ᾁᾁ ᾆᾆᾇᾇ
ᾁᾁ ᾄᾇᾅ

弁護士

木梨松嗣

弁護士

米田弘幸
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国税専門官(大卒程度)を募集
国家公務員を募集

クリンクルはくい

2021年度国家公務員の採用試験
エコクッキング教室(第１回) 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
日時 ４月10日㈯ 9:00 〜
からダウンロードできます。
場所 リサイクルセンター（滝谷町）
また、受験申込はインター
定員 20人
参加費 1,000円
ネットで行ってください。
総合職試験（院卒者試験・大卒程度試験）
持ち物 エプロン、三角巾、はし
・受付期間 ３月26日㈮〜４月５日㈪
内容 料理をとおして、ごみを出さ
・第１次試験日 ４月25日㈰
ない工夫やごみの分別の仕方 一般職試験（大卒程度試験）
を学びます。
・受付期間 ４月２日㈮〜14日㈬
・第１次試験日 ６月13日㈰
講師 室谷 加代子さん
一般職試験（高卒者試験・社会人試
申込期間 ４月１日㈭〜４月９日㈮
験（係員級））、税務職員採用試験
申・
クリンクルはくい（☎27‑1153） ・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21日㈪〜６月30日㈬
・第1次試験日 ９月５日㈰
人事院中部事務局 第二課試験係
（☎052‑961‑6838）

受験資格
１ 平成３年４月２日〜平成12年４
月１日生まれの人
２ 平成12年４月２日以降生まれの
人で、次に該当する人
(1)大学（短期大学を除く。以下
同じ）を卒業した人、令和4
年３月までに大学を卒業する
見込みの人
(2)人事院が(1)に掲げる者と同等
の資格があると認める人
受験申込受付期間
インターネット申込
３月26日㈮９:00 〜４月７日㈬
インターネット申込専用アドレス
[http://www.jinji-shiken.go.jp/
juken.html]
金沢国税局 人事第二課
試験研修係（☎076‑231‑2131）

一ノ宮公民館「市民陶芸教室」参加者募集
※新型コロナウイルス感染拡大の状況
によって中止する場合があります。

図書館 映画上映会
日時

４月３日㈯
10:30 〜／ 14:00 〜

場所

コスモアイル羽咋 小ホール

上映作品
参加費

作品はお楽しみに♪
無料

申込み

不要

日時

４月２日㈮から全12回開催
19:30 〜 21:00（原則金曜日）
場所 一ノ宮公民館
内容 多様な制作技術・ろくろ制作・
釉掛け指導、作品展など
対象 どなたでも
（全12回通える方、初心者歓迎）
定員 10人 ※定員に達し次第締め切り
受講料 1,500円×12回
講師 松本昭二 氏（松雲窯）
・ 申 一ノ宮公民館（☎22‑0601）

図書館（☎22‑9777）
広

告
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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）

日曜走ろう会 参加者募集
ゆっくり楽しく走りながら体力づ
くり、健康づくりをしませんか。
期間 ４月４日㈰〜９月26日㈰
（雨天決行）
時間 朝６:00ラジオ体操後スタート
集合場所 羽咋中央公園
コース 千里浜大通り周回約３㌔、
千里浜郵便局から八幡まぐろや周回
５㌔（競争でなく自分のペースで）
参加料 無料
表彰 完走日数に応じて完走証と賞
品贈呈
※申込不要。直接、集合場所へマス
ク着用でお越しください。
羽咋公民館（☎22‑6226）
羽咋走ろう会 会長 酒井郁夫
（☎080‑4766‑5960）

ハローワーク羽咋からのお知らせ
◆自宅のパソコンやスマートフォンから事前に「求職申込み（仮登録）
」
ができます。
雇用保険失業給付の手続きや公開されている求人に応募するには、
「求
職申込み」が必要です。ハローワークでは、皆さまの待ち時間解消のた
め、自宅のパソコンやタブレット、スマートフォンからでも求職申込み
情報の入力（仮登録）ができます。
自宅などで事前に仮登録することで、ハローワークに来た際によりス
ムーズに手続きができます。窓口の混雑解消のためにも、ぜひ仮登録に
ご協力ください。
◆事前の「求職申込み（仮登録）」入力の方法
①自宅のパソコンやスマートフォンから、
「ハローワークインターネッ
トサービス（厚生労働省サイト）」にアクセスして、
「求職申込み（仮
登録）」を選択してください。
②自分の氏名やご住所、希望条件など各項目を入力してください。な
お、「必須」の項目は必ず入力してください。

新卒応援ハローワークを
利用しませんか
大学院・大学・短大・高専・専修
学校などの学生や卒業後未就職の方
の就職を支援する専門のハローワー
クです。
内容 ①全て無料。初回の予約も不
要です。
②仕事探しに関する相談を随
時受付中。
③専門の相談員が担当者制で
個別に支援します。
④就職フェアや各種セミナー
を開催。参加無料。
金沢新卒応援ハローワーク
（☎076-261-9453）
広

告

③入力が終わったら「完了」を選択してください。これで事前の「仮
登録」が完了します。
④仮登録完了日の翌日から14日以内にハローワークへお越しくださ
い。
※期限を過ぎた場合、入力したデータは自動で削除され、復元され
ませんのでご注意ください。
※期限日がハローワーク閉庁日（土・日・祝・年末年始など）の場
合には、前開庁日までにお越しください。
⑤ハローワークに来所したら、
「インターネットで事前に求職申込み
をした」ことを受付で申し出てください。窓口で事前に仮登録した
内容や希望条件を確認して「求職申込み」は完了です。
問い合わせ

ハローワーク羽咋（☎22‑1241）

欄

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

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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高齢ドライバーの皆さんへ

運転免許証を自主的に返納された人を支援しています
運転に必要な判断能力や身体能力の衰えなどで、少しでも運転に不安
を感じている人は、悲惨な事故が起こる前に運転免許証の返納をご検討
ください。
１ 対象者 羽咋市に在住の65歳以上の人で、運転免許証の有効期間内
に運転免許証を自主返納した人
２ 支援内容
「るんるんバス」の２年間の無料乗車券
+
タクシー共通クーポン券(１万円分)または地域商品券(１万円分)
３ 申請に必要なもの 警察署などで免許証返納時に交付された「申請
による運転免許の取消通知書」
４ 支援の申請期限
自主返納した日から６カ月以内
※返納の届出は、羽咋警察署（☎22‑0110）または石川県運転免許
センターの窓口で行えます。手続き後は車の運転ができなくなりま
すので、ご自身でお車を運転して行かないでください。
問い合わせ

市環境安全課 交通安全係（☎22‑7137）

■市民リサイクル銀行４月分
譲ります
・食器棚
（180×180×50cm、こげ茶色）
・サイドボード
（180×160×50cm、こげ茶色）
譲ってください
・三味線とバチ
・耕運機（家庭菜園用）
・ 申 市商工観光課（☎22‑1118）

人口の動き
■人口

20,872人(−41人)

□男性

9,890人(−19人)

□女性

10,982人(−22人)

■世帯数 8,540世帯(−７世帯)

水道の使用開始や使用休止の手続きはお済みですか？
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。

水道メーター検針ご協力のお願い
水道メーター検針は、使用水量の確認だけでなく、漏水の早期発見に
もつながる大切なものです。安全で正確な検針を行うために、次のこと
についてご協力をお願いします。
１ メーターボックスの上には物や車を置かないでください。
２ メーターボックスを草や砂などで覆わないでください。
３ 飼い犬はメーターボックスから離れたところにつないでください。
令和３年度の検針予定
４月５日㈪〜12日㈪
５月６日㈭〜13日㈭
６月４日㈮〜11日㈮
７月５日㈪〜12日㈪
問い合わせ

広

告

８月５日㈭〜12日㈭
９月３日㈮〜10日㈮
10月５日㈫〜12日㈫
11月５日㈮〜12日㈮

市地域整備課 上下水道企業経理係（☎22‑7133）

(

)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

37人

□転入など

23人

□転出など

35人

工事の発注状況
（１千万円以上）２月分
◆令和２年度南潟地区水路改修工事
（1,584万円、㈱大窪工務店）
＊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。

欄

市役所の連絡先
（代表：22‑1111）
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12月６日㈪〜13日㈪
１月５日㈬〜12日㈬
２月３日㈭〜10日㈭
３月４日㈮〜11日㈮

＊令和３年３月１日現在
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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

その後昼食をいただきました。
ご飯は、自然栽培米でした。
妙成寺は永仁２(1294)年、
｢日蓮｣の布教の意思を継いだ孫
弟子｢日像｣が京都に行く途中、
しました。
滝谷に一寺を建立したのが始ま
自宅を出て途中、気多大社で
りです。江戸時代に加賀藩三代
休憩。西北台小学校、西北台保
藩主・前田利常の生母・寿福院
育所の前を通って直線道路に出
により伽藍が整備されました。
ると、はるか向こうに五重塔の
羽咋市は今、妙成寺の国宝指
相輪と屋根が見えてきます。
定に向けて取り組んでいます。
色々な調査を踏まえ、重要文化
五重塔を見ながらしばらく歩
財建造物10棟、県指定文化財
くと総門（黒門）に到着しま
３棟、市指定文化財１棟による
した。庭園に入り五重塔を眺め
寺院伽藍を有し、日蓮宗寺院で
ます。五重塔を美しく観るのは
庭園のある書院からが一番です。 は、江戸時代初頭に整備された
伽藍の状況を現在に遺す建造物
客殿に入りおまいりをして心を
として国内唯一であること、ま
浄めます。
妙成寺の
「寿福のまい
り」のチラシ
を見て、行っ
てみることに

にちれん

にちぞう

じゅふくいん

が ら ん

伸び過ぎし垣のさざんか切らむとす
逝きし夫に心で詫びて

たおやかに椿の枝をわたりゆく
雀さえずり遥かに聴こゆ

黎明の薄桃色の空あはれ
そこにあらむや桃源郷は

自然界より恵みも脅威も受けている
力あわせてウイルス撲滅

木村

川﨑

小倉

伊賀

粟木

照子

節子

峰子

英子

信義

市 民 文 芸

籠り居の庭にほころぶ蝋梅の
とき
たが
季告げて咲く序を違えずに

武田

冨子

はくい歌会

水鳥の影みあたらず潟崎の
真昼しずかな光ただよう

田多

睦子

生きるとは戦うことと人はいう
言葉なきゆえ花美しき

弘子

延子

橋本

林

二美

よみがえ

雪に折れし紅き椿の一枝を
手折りて帰りぬ散歩の道に

林

節分の恵方の太巻うますぎて
われ 蘇 る 春はもうすぐ

ふきのとう大地の恵みいただいて
わが食卓に春の香溢る

平内ソトエ

干場早智子
告

ストーブに薬草わかし﹁百歳﹂と
名付けて友の訪れを待つ

二波︑三波つぎつぎ寄せるコロナ波
勝利する日よ早く来い来い
広

た、「 本 堂・ 祖 師 堂・ 三 光 堂 」
の三堂配置など日蓮宗独自の様
式を有し、規模・内容ともに前
田家御用大工坂上一門により手
掛けた建造物群として学術的に
重要であると位置づけし、文化
庁の指導を仰いでいます。
妙成寺が国宝指定を受けると
多くの観光客が増えることが
期待できます。交流人口が増え、
経済波及効果も大きく、本市や
能登の活性化の一助になると確
信しています。
そのためにも市民一丸となっ
てその機運を高めていく必要が
あります。皆様方のご支援、ご
協力をお願いします。

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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４

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

4/3

㈯

10:30〜
14:00〜

映画上映会 『作品はお楽しみに♪』

コスモアイル羽咋

図書館

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

7

㈬

10:00〜11:00 シルバー人材センター入会者説明会

当

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

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

8

㈭

13:00〜

１歳６か月児健診

10

㈯

13:30〜15:00

羽咋市少年少女発明クラブ 開講式
コスモアイル羽咋
親子鉛筆削り､｢簡単工作ブーメラン」

14

㈬

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

19:00〜20:00 ふれあいにほんごひろば

羽咋公民館

生涯学習課

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

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

13:30〜16:00 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

市 101会議室

市民窓口課

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

15

21

㈭

㈬

10:00〜

こころのケアサポート

生涯学習課

22

㈭

13:00〜15:00 無料法律相談（要予約：４人まで）

27

㈫

13:00〜

28

㈬

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

19:00〜20:00 ふれあいにほんごひろば

羽咋公民館

４か月児健診

生涯学習課

※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。

４月の休日当番医
(午前９時〜正午：事前連絡必要)

休日当番医

４日 加藤病院(内科)
（日） いけの整形外科

小児

志 賀 町 高 浜 町

32‑1251

羽咋市南中央町

22‑0254

恵寿総合病院

七尾市 0767‑
富岡町 52‑3211

11日 ひよりクリニック(内科・外科) 志賀町富来地頭町 42‑2300
とどろき医院
（日） 前川医院(内科）
羽 咋 市 酒 井 町 26‑0210

羽咋市
22‑7855
鶴多町

18日 岡田医院(内科)
（日） 西村内科胃腸科クリニック

七尾市 0767‑
藤橋町 52‑6611

志賀町富来領家町

42‑1921

宝達志水町今浜

28‑2033

公立能登総合病院

25日 池野整形外科耳鼻咽喉科医院 志 賀 町 高 浜 町 32‑0040
志賀クリニック
（日） 疋島クリニック(外科・胃腸科・内科） 羽 咋 市 旭 町 22‑1205
29日 松沼医院(内科・小児科） 宝 達 志 水 町 敷 浪 29‑3188
恵寿総合病院
（木・祝） おおの整形外科クリニック 羽 咋 市 鶴 多 町 22‑8858

志賀町
32‑5307
高浜町
七尾市 0767‑
富岡町 52‑3211

羽咋市文化協会の作品を市役所で展示します
４月から、市役所玄関ロビーで羽咋市文化協会の作品を展示します。文化協会の所属団体が交替で展
示をしますので、市役所にお越しの際はぜひご覧ください。
期間

協会名

令和３年 ４月

期間

協会名

羽咋市手芸協会

１０月

羽咋市手芸協会

５月

羽咋美術協会

１１月

羽咋美術協会

６月

羽咋市書道協会

１２月

羽咋市書道協会

７月

羽咋写真協会

８月
９月

令和４年

１月

羽咋写真協会

羽咋市華道協会

２月

羽咋市手芸協会

羽咋市華道協会

３月

羽咋美術協会

※展示期間や団体については、変更される可能性がありますので、ご了承ください。

問い合わせ

市生涯学習課 文化コミュニティ係（☎22‑9331）

ユーフォリア千里浜の営業時間について
ユーフォリア千里浜の営業時間は、４月１日からも冬季期間と同様
に、以下のとおりとします。

営業時間

9:30 〜 21:30（入館受付は21:00まで）

新型コロナウイルス対策として、開館時に多くの皆さまが入館され
ることを踏まえ、午前の営業時間帯を広げることで利用者の分散を図
ります。

問い合わせ

ユーフォリア千里浜（☎22‑9000）

No.826 2021年４月 広報はくい
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ツエーゲン金沢

申 込 方 法 右のQRコードを読み取り、お申込フォームに入力してください。
問い合わせ

〜

５月21日㈮

23:59

生涯学習課 スポーツ推進係（☎22‑3312）
(株)ツエーゲン金沢（☎076‑254‑5081）

編 集 後 記
2月 下 旬、 千 里 浜 な ぎ さ ド ラ イ ブ

遺跡編

ウェイの柳瀬付近が、浸食により通行

家持が見た風景

できない状況となったという衝撃的な

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

申 込 期 間 ４月23日㈮

て ん ぴ ょ う き

天平期の寺家遺跡

銅鏡が出土した竪穴式の建物跡
おおとものやかもち

ニュースがありました。
千里浜なぎさドライブウェイは、本
市にとって、ひいては能登半島、石川

あった天平20年(748)に能登国を視察巡行し、羽咋郡を

県にとって、観光の要の一つといえる

け た の かむみや

訪れ「気多神宮」を参拝したことは、良く知られています。

資源です。

家持が訪れた８世紀中ごろの寺家遺跡では、16棟の竪

市では、ハード面について県などに

穴建物が建ち並ぶ集落があったことがわかっています。こ

要望を行うとともに、ソフト面につい

れらの建物跡は、銅鏡などの多数の神まつりの道具やガラ

てはふるさと納税で「千里浜再生・保

ス生産の道具である「るつぼ」が出土したことから、神

全」に使途を限定した新メニューを設

社に属して祭祀の準備や生産活動に専業的に従事した
かんべ

「神戸」と呼ばれる人々の住居であったと考えられていま
す。
家持は、古代の気多神社を参拝する道すがら、寺家遺跡
で見つかった、神まつりを支えた「神戸のムラ」の風景も、

け、全国からご支援をいただきながら、
貴重な資源を子々孫々に残せるよう努
めています。
皆さまも、ふるさと納税新メニュー
について、ぜひ周知をお願いいたしま
す。

（谷村）

その目に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

万葉集の編者として知られる大 伴家持は、越中国司で

