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HAKUISM
羽 咋 市 Ｇ Ｉ Ｇ Ａ ス ク ール 構 想 の 実 現 へ 向 け て

確立へのステップ
④検証・改善

各校研究主任と主幹教諭・教務による
主
主幹教諭・教務による
実践の検証と改善したver.3の作成
善
善したver.3の作成
（１〜３月）

③実践研究

ver.2をもとにした、市教研と
した、市教研と
践
践研究
学校研究での実践研究
（９〜 12月）

②整理・統合

GTPの知見をとりま
り
りま
とめたver.2の作成
作成
成
（７〜８月）

①事例収集

GTP中心の先導
的実践（ver.1）
（４〜６月）

※GTP=羽咋市GIGAスクールプロジェクトチーム

ハ

羽咋方式

ク

イ

ズ

ＨＡＫＵＩＳＭ

HAKUISM ＝ HAKUI

自分の考えを文にま
とめ、交流しながら
何度も書き直してい
ます

ム

とは

Sophisticated

Methods

(洗練された)

（手法）

Ｇ ＩＧＡスクール構想の目的は、タブレットや
ノートPCなどのＩＣＴを「ツール」として活用す
ることで、
「教員の一斉指導による学び（一斉学習）」
に加え、「子どもたち同士が教え合い学び合う協働
的な学び（協働学習）
」、「子どもたち一人ひとりの

画像の拡大・書込、
音声、動画などを活
用し、わかりやすく
説明しています

能力や特性に応じた学び（個別学習）」といったそ
れぞれの学習場面でＩＣＴの特性を生かして、児童・
生徒の学びの質を高めることにあります。
そこで本市では、誰一人取り残さず個別最適化を
図り、資質・能力を確実に育成できるＩＣＴ環境（情
報モラル・業務改善を含む）の実現を目指すととも
に、黒板や口述による現在の授業に加え、「児童・
生徒が１人１台端末を使って学ぶ」授業を、羽咋市
における「令和の学びのスタンダード」として、新
たな授業スタイル「HAKUISM」を確立させます。
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児童生徒の画面を大
型モニターに映して
発表できます

１学期は、市内若手教員を中
心としたプロジェクトチームが、
HAKUISMのスタイルに沿った実
践を行ってきました。
その実践から130以上のノウハ
ウを写真や動画でまとめたコンテ
ンツを市内教員が共有できるホー
ハ ク イ ズ ム

ティーチャーズ

ムページ「HAKUISM Teachers'
ウ ェ ブ

w eb」を今年８月に立ち上げま
した。
２学期は、そのコンテンツをも
とに、各学校で研修を行い児童・
生徒への授業改善に取り組んでい

研修に取り組む教員（羽咋小学校）

ます。
８月27日には、羽咋小学校で第４回の教員研修が行われ、教員約20人が参加しました。
各教員からはコンテンツを利用した実践的な取り組みについて発表が行われ、学力向上と学級経営のポイ
ントを共有するとともに、２学期以降のプロジェクトの取り組みなどについて話し合われました。

ＩＣＴ環境の整備によって、練習問題の答え合わせの集計
処理が瞬時に行われたり、他校との交流の拡大が図れたりと、
時間的・空間的な広がりが生まれ、どの子にとっても最適な
学びが可能になってきました。
また、デジタル資料が増えたことで、必要な写真や動画な
どがすぐに提示できるようになり、授業準備にかかる時間が
削減され、教員の多忙化解消につながっています。
プロジェクトチームのノウハウが児童生徒と教員のどちら
羽咋小学校でプロジェクトチーム

にとってもプラスになるようにHAKUISMを確立させていき

のリーダーを務める川崎利行先生

たいと思います。

今後に向けて
児童生徒がICT端末を日常的に家庭へ持ち帰り、宿題などで利用することが今後さらに増えていきます。
さらに、新型コロナウイルス感染症等による学校の休業時には、学校と家庭を結んだオンライン学習を実
施します。
オンライン学習では、テレビ会議システムを用いた双方向型のライブ配信授業や自動採点ができるドリ
ル学習などを活用し、学びの場を保障していきます。
各学校では端末使用のルールや使用方法について十分指導していきますが、ご家庭におきましてもお子
様の端末使用についてサポートしていただきますようお願いします。
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ご寄付ありがとうございます
平美都江氏から１億円のご寄付
市内の小中学生が、自ら学ぶ力や知的好
奇心を持って伸び続ける能力を身に付ける
ことができるようにと、株式会社インプ
ルーブメンツ社長（平鍛造株式会社前社長）
の平美都江氏から、１億円のご寄付をいた
だき、８月23日には、羽咋中学校で感謝
状贈呈式が行われ、岸市長から感謝状が贈
られました。
市では、寄付金を教育振興事業に活用す
るため基金に積み立て、今後、子どもたち
のために活用していきます。
また同日、市内中学校２校の３年生を対象
に、寄付金を活用した「夢実現 コーチング
セミナー」が行われました。
講師を務めたのは、プラスティー教育研究
所代表取締役の清水章弘氏。
本セミナーは「学ぶことの楽しさ」や「仲
間とよりよく生きていく」ことに主眼を置き、
勉強に取り組む姿勢や勉強の仕方、効率を上
げる生活習慣などについて講義が行われまし
た。
今後は、「勉強の仕方」の浸透や現状把握を行い、２年目以降は、教員向けの学習コーチングや授業
づくり研修、若手教員研修、児童生徒向けの夢宣言作文コンテスト、東京とつないだオンライン学習な
どを計画しています。

明治安田生命保険相互会社から31万5,000円のご寄付
９月１日、明治安田生命保険相互会社から、
31万5,000円のご寄付をいただきました。
当日は、金沢支社羽咋営業所の所長である
柴田章吾氏をはじめ、羽咋営業所の方３人が
市役所を訪れ、岸市長へ寄付目録を手渡しま
した。
同社は、社会貢献事業として、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受けている地域社会
を支援するため、営業所などの拠点がある全
国の自治体などに「地元の元気応援寄付」を
実施しています。
いただいたご寄付は、健康づくり増進のために活用させていただきます。
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羽咋市議会議員選挙

当選者14人のご紹介

任期満了（９月29日）に伴う ３ 当選者の皆さん
市議会議員選挙の投票は、９月５
日に市内15投票所で一斉に行わ
れ、即日開票の結果、当選者14
人が決定しました。
新議員の皆さんは、令和３年９

びんご

かつのり

① 備後 克則 (65）
無、新、無職
鹿島路町、当１

まつだ

よしと

② 松田 義人 (50）
無、新、自営業
寺家町、当１

月30日から令和７年９月29日の
４年間にわたり、市民の代表とし
て市政を担うことになります。
今回の選挙では、当日有権者
18,069人 の う ち13,565人 が 投
票。投票率は75.07%でした。

やまもと や す お

④ 丸田 一幹 (47）

自民、現、自営業
釜屋町、当10

無、新、会社役員
千里浜町、当１

もとよし

のりこ

⑤ 本吉 典子 (39）

１ 投票の内訳
投票総数

13,565

うち期日前

6,761

うち投票所

6,804

有効投票数

13,476

無効投票数

89

不足

0

ま る た かずもと

③ 山本 泰夫 (72）

無、新、無職
的場町、当１
さかい かずと

⑦ 酒井 一人 (64）
無、現、無職
粟生町、当２

てらい

てつや

⑥ 寺井 哲也 (57）
自民、現、市議会議員
本江町、当４
はまな

ひとし

⑧ 浜名

等 (65）

無、現、市議会議員
大川町、当３

２ 当選者の得票数（得票順）
かわぐち ま さ と

順位

氏名

得票数

①

備後 克則

1,576

②

松田 義人

1,218

③

山本 泰夫

982

④

丸田 一幹

949

⑤

本吉 典子

911

⑥

寺井 哲也

908

⑦

酒井 一人

870

⑧

浜名

等

862

⑨

川口 雅登

807

⑩

浅野 俊二

799

⑪

櫻井 英一

757

⑫

松永 幸則

749

⑬

新田 義昭

712

⑭

岡本 佐市

706

⑨ 川口 雅登 (67）
無、現、市議会議員
四柳町、当２
さくらい えいいち

あさの

としじ

⑩ 浅野 俊二 (77）
無、現、市議会議員
御坊山町、当12
まつなが ゆきのり

⑪ 櫻井 英一 (56）

⑫ 松永 幸則 (51）

無、現、会社役員
深江町、当４

無、現、団体代表
東川原町、当３

にった

よしあき

⑬ 新田 義昭 (74）
無、現、農業
菱分町、当５

おかもと

さいち

⑭ 岡本 佐市 (71）
無、新、無職
四町、当１

※年齢：選挙期日（９月５日）時点、職業：届書記載のとおり

問い合わせ 羽咋市選挙管理委員会（☎22‑7191、FAX22‑9971）
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10月１日㈮ 〜 令和４年３月31日㈭

愛称：のるまいかー

AIを活用した予約制乗合交通の
実 証 実 験 を 実 施
「るんるんバスの本数が少ない」、「バスだと時間がかかる」、「買い物に行く移動手段が無い」などの地域
公共交通の課題の解決のため、10月から予約制乗合交通の実証実験を開始します。
市の委託する運行事業者が、予約制の乗り合い方式で停留所間を運行します。
愛称は「のるまいかー」！

マイカーに乗るように気軽にご利用ください。

なぜ実証実験するの？

イメージ図

羽咋市では、令和２年度に地域公
共交通協議会を設置し、地域の公共
運行指示

交通の課題解決に向けて計画の策定

ドライバーに通知

に取り組んできました。今回、課題

目的地

AIオンデマンド
交通システム※

解決の一つの方法として、ＡＩなど
の新技術を活用したサービスの導入
を目的とした実証実験を行うことと

予約
(電話)

なりました。

予約
(WEB)

実証実験の期間中は、比較・検
証のため、
「るんるんバス・粟ノ保

乗車
１件目
目

ルート」の運行は休止します。
。
です
必要
が
す。
予約
事前
0円で
0
3
１回
１人

電話の場合は、
受付がシステム入力。
ＷＥＢの場合は、
システム自動処理。

乗車
車
２件目

停留所
市内の主要箇所
に設置

※ＡＩオンデマンド交通システムとは
予約型の乗り合い交通手段で、予約の内容に応じて、運行時刻や
ルートを決定するので、自由度が高く、利用者にも利用しやすい運
行が可能となります。

運行エリアは４地区

羽咋地区

千里浜地区

粟ノ保地区

富永地区

※どなたでも利用できますが、上記以外の地区では、運行していません。
また、上記地区から地区外への運行もできません。

停留所は全部で71か所
乗降のできる停留所は、上記の運行エリア内
に全部で71か所設置されています。
詳しくは、運行エリア内の対象世帯に広報９
月号と一緒に配布した案内冊子または羽咋市
ホームページをご覧ください。
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停留所の目印はこちら！
停留所には、この看板が
掲示されています。

ご利用方法
① 車の台数に限りがありますので、余裕をもって早めに予約してください。
ご予約は、３日前から受付可能で、１時間前までには予約してください。
② 専用サイトからの予約の場合、初回に利用登録が必要となります。
③ キャンセルの場合は、お早めにご連絡ください。

1 予約

2 確認

3 乗車

4 支払い

「電話」または「専

「乗る停留所」にお

乗車時刻が近づいた

お支払いは、降車時

用サイト」からご予

迎えに行く時刻をお

ら、乗る停留所へ移

に現金で、利用者ご

。
約ください。

す。
伝えします。

動し、車両をお待ち

とにお支払

ください。

。
いください。

☎ 080‑2967‑0075

話

専 用 サ イ ト

電

予約専用ダイヤル
受付時間
８時〜 16時

①「氏名・電話番号」
②「乗る停留所」
③「降りる停留所」
④「予定乗車時刻」
⑤「人数」をお伝えください。(※)

こちらの市HPから接続し
続
して
て､手順に従って登録して
ください。

専用サイトなら
24時間受付中

※帰りもご利用される場合は、あわせてご予約ください。

乗合交通 Ｑ ＆ A
利用するために必要なことは？

一度に何人まで乗れるの？

インターネットからの予約の場合のみ、登録が必

最大３名ですが、予約の状況により異なりますの

要です。詳しくは、市ホームページをご覧くださ

で、予約の際にご確認ください。

い。

運行時間は？

自宅まで迎えに来てくれますか？
タクシーと異なり、予約制乗合交通「のるまい

午前８時から午後５時までです。電話予約の受付

かー」は、あくまで停留所間での運行となります。

時間は、午前８時から午後４時まで。利用の３日

必ず停留所で乗り降りしてください。

前から、利用当日の１時間前まで、予約すること
ができます。

運賃は？

予約した時間に遅れそう。
しばらく待ってくれますか？
予約制で次の予約がありますので、予定時刻に

距離に関係なく、１人１回300円（小学生は150

なってもいらっしゃらない場合は、次の予約者の

円、未就学児は無料）です。また、
「るんるんバ

ところへ発車します。キャンセルのご連絡はお早

ス無料乗車券」を提示すると、100円引きとなり

めにお願いします。

ます。

予約してなくても乗れるの？

未就学児だけでも乗れるの？
未就学児については、保護者の方の付き添いが必

予約制の乗合交通のため、必ず事前予約が必要で

要です。その場合、付き添いの方は運賃がかかり

す。

ます。
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千里浜ＩＣ周辺の土地利用

について

千里浜ＩＣ周辺の土地利用の概要
千里浜インターチェンジ周辺は、第６次羽咋市総合計画において、新たな賑わい創出を
図る産業・交流拠点として位置付けています。
この千里浜インターチェンジ周辺の低未利用地において、利便性の高い住環境の確保や
良好な沿道型の商業・業務地の形成を図ることとしています。
今後、市街地を形成するための生活道路や、定住人口の拡大を目的とした分譲地整備を
実施するため、令和４年度に造成工事に着手する予定です。
また、県道若部千里浜インター線沿道は、賑わい創出を図るための商業などの誘導を促
進していきたいと考えています。

都市計画による事業イメージ図

道路整備

ユーフォリア千里浜

幅員6ｍ
延長約200ｍ

千里浜ＩＣ

分譲地整備
20区画程度

ちりはまホテルゆ華

道路整備

なぎさ団地
地
70区画
画

幅員9.5ｍ
延長約200ｍ

道の駅のと千里浜

県営・市営はまなす団地
すぱーく羽咋

沿道型商業・業務地を
誘導促進する区域
第一段階整備
道路･分譲地(点線部分)

道路整備
幅員12ｍ
延長約170ｍ
現羽咋市農業参入支援センター
現
現羽咋斎場
線
ー
タ
ン
イ
浜
里
千
部
若
道
県

問い合わせ
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市地域整備課 都市計画係（☎22‑9645

FAX22‑4484）

定住促進分譲地 ｢夕日ヶ丘｣販売中

残りわずか！お早めに！

２区画
分譲受付中
残り

分譲価格３５９万円〜
上下水道完備(負担金不要)

助成金最大
３００万円

羽咋市分譲地（全24区画）
■所在地 羽咋市島出町上1-2ほか
■分譲単価 18,000円/㎡
（約59,500円/坪）
■区画面積 約198㎡〜
（約60坪〜）
■用途地域 第１種中高層地域
■建ぺい率 60％
■容積率 200％
■上下水道 羽咋市上水道・下水道
（負担金不要）
■交通 ＪＲ羽咋駅 1.2km
■周辺環境 保育所 0.6km、
羽咋病院 0.9km、
羽咋小学校 0.8km、
羽咋中学校1.1km

令和３年７月
ブランコ、滑り台、幼児用遊具を
設置しました

島出町の定住促進分譲地「夕日ヶ丘」が好評販売中です。千
里浜ICまで車で３分、千里浜海岸まで徒歩５分、分譲地向か
いに児童公園があり、とても住みよい便利な環境です。光と風
が通る明るい区画。上下水道完備で負担金は不要です。
分譲価格は359万円からで、最大300万円の助成金を受ける
ことができます。羽咋市では「結婚・出産・子育て・教育」を
強力にサポート。残り２区画ですので、お早めにお申し込みく
ださい。
好評につき北側市有地において、分譲地拡張予定です。

問い合わせ・申込み

市地域整備課（☎22‑1119）

消費税インボイス制度説明会
説明会の開催日程
開

催

説明会は事前予約制です。電話でお申込みをお願いします。

日

10月13日㈬
11月11日㈭
12月８日㈬

七尾税務署からのお知らせ

開

催

時

間

10:00 〜 11:00（60分）
14:00 〜 15:00（60分）
10:00 〜 11:00（60分）
14:00 〜 15:00（60分）
10:00 〜 11:00（60分）
14:00 〜 15:00（60分）

定員

開

催

場

所

各15人
各15人

七尾西湊合同庁舎１階会議室
（七尾市小島町大開地３番地７）

各15人

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に配意した開催としており、今後感染状況などによって、開催を中止する場合
があります。
※参加費用は無料です。

問い合わせ

七尾税務署 法人課税第１部門（☎0767‑52‑9338（直通)）

No.832 2021年10月 広報はくい
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〜「輝く羽咋」の実現
第２期羽咋創生の第一歩〜

令和２年度
一般会計決算

第１期羽咋市まち・ひと・しごと創生総合戦略におけるこれまでの取り組みの効果・検証を行うとともに、
第２期羽咋創生の第一歩として、人口減少対策を図りながら「輝く羽咋」の実現に取り組んできました。特に、
「交流人口の拡大やまちなかの賑わい創出」、「子育て世代の経済的負担軽減や子育て環境の整備」、「地域に
おける減災・防災対策や防災機能の充実」を重点的施策とし、独自性ある事業を展開してきました。
また、喫緊の課題である新型コロナウイルス感染症対策では、市民の生活支援、事業者の事業継続支援な
ど柔軟かつ効果的な対策を講じてきました。
市の歳入の面では、ふるさと納税額は３億7,783万円であり、市税は新型コロナウイルスなどの影響によ
り前年度比6,608万円の減額、地方交付税は2億9,660万円の増額となりました。
この結果、令和２年度の一般会計の決算額は、歳入が146億6,922万円、歳出は144億2,884万円となり、
当該年度だけの実質的な収支を表す指標である「実質単年度収支」は、３億257万円の黒字決算となりました。

歳入 146 億 6,922 万円
市債
13億6,233万円
(9.3%)

国県支出金
47億2,598万円
(32.2%)

市税
27億3,606万円
(18.7%)

自主財源
26.4%
依存財源
73.6%

その他
11億3,966万円
(7.7%)

地方交付税
40億1,755万円
(27.4%)
地方譲与税・交付金
6億8,764万円
(4.7%)

歳出 144 億 2,884 万円
繰出金
10億1,741万円
(7.1%)
災害復旧事業費
1,719万円
(0.1%)
普通建設事業費
16億2,448万円
(11.3%)

積立金・その他
3億7,706万円
(2.6%)

人件費
15億2,495万円
(10.6%)

繰出金 積立金・その他
7.1% 2.6%
投資的経費
義務的経費
11.4%
34.8%
一般行政経費
44.1%

扶助費
17億8,295万円
(12.3%)

公債費
17億1,610万円
(11.9%)

補助費等
48億3,694万円
(33.5%)
物件費
13億9,790万円
(9.7%)
維持補修費
1億3,386万円
(0.9%)
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①歳入

146 億 6,922 万円

②歳出

144 億 2,884 万円

③形式収支（① ― ②）

2 億 4,038 万円

④翌年度繰越事業財源

1 億 3,928 万円

⑤実質収支（③ ― ④）

1億

110 万円

⑥実質単年度収支

3億

257 万円

【用 語 解 説】
１
２

歳入 市に入ってくる金額
歳出 市が使った金額
①人件費：市長や市議会議員を含む職員の給料や
退職金など
②扶助費：保育所の運営費、医療費助成など
③公債費：市の長期の借金の返済金など
④物件費：公共施設の管理や機器の保守など
⑤維持補修費：道路など公共施設の維持補修経費
⑥補助費等：各種団体へ交付される補助金、負担
金など
⑦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
⑧繰出金：一般会計から国民健康保険などの特別
会計に支出される経費
３ 実質収支
当該年度の形式収支から、次年度へ繰り越す事業
に充てるための財源（使うことが決まっている財
源）を除いた収支を示す金額
４ 単年度収支
３の「当該年度の実質収支」から「前年度の実質
収支」を差し引いたもので、当該年度だけの収支
を示す金額
５ 実質単年度収支
４の「単年度収支」に実質的な黒字要素（借金の
繰上返済）を加え、実質的な赤字要素（貯金の取
り崩し）を差し引いた額で、当該年度の実質的な
収支を示す金額

｢がんばる羽咋創生プログラム｣に掲げる基本目標別の主な事業実績
１ 魅力あるしごとを創出

２ 羽咋への新たなひとの流れを創出

①新規就農者等支援 ………………… 3,656万円
②起業支援・後継者支援 ……………
736万円
③企業立地・誘致の推進 …………… 2,134万円

３ 若者の生活、子育てを切れ目なく支援
①小中学校給食費無償(第3子以降) … 928万円
②小中学校ICT環境整備事業 …… 1億2,285万円
③こども医療費助成事業 …………… 4,893万円

５ 人口減少時代に対応した持続可能なまちづくり

①千里浜インター周辺の賑わいづくり… 1億2,025万円
(道の駅のと千里浜駐車場増設、ゆ華・ユーフォリア千里浜改修など)

②移住定住の推進 …………………… 1,448万円

４ 安全・安心・快適な環境の整備
①羽咋駅周辺整備事業 ………… 3億1,033万円
②邑知中学校防災拠点整備事業 …… 5,670万円
③避難所機能強化事業 ……………… 2,252万円

６ 新型コロナウイルス対策

①生活支援体制整備事業 ……………… 513万円
②神子原農林水産物加工販売施設再整備 … 4,887万円
③地域商品券発行事業(緊急地域経済支援) … 5,457万円

①地域商品券給付事業 ………… 1億 572万円
②羽咋市持続化給付金事業 ………… 7,122万円
③水道料減免 ………………………… 6,818万円

市債の状況（借金）

基金の状況（貯金）

大型事業の支払いをするときの借金を「市
債」といいます。市では、後年度に借金の返
済金の一部に国からの補てんがある有利な市
債を活用しています。

市は、将来の財源不足や緊急的支出に備え
るため、基金という形で貯金をしています。

(特別会計の基金を除く）

271億円

50

263億円

137

135

254億円

131

243億円

127

40億円

233億円
124

26

25

24

23

21

108

103

99

93

88

元年度

2年度

28年度

29年度

30年度

27億円

30億円

4
7

5

20
10

16

17

28年度

29年度

30

0

42億円

35億円

40

8
8

10

10

9

10

18

21

22

30年度

元年度

2年度

9

他会計の決算状況
特別会計
国民健康保険
後期高齢者医療
介護保険
千里浜財産区

歳入

歳出

22億3,388万円 22億1,858万円
3億8,015万円

3億7,995万円

28億6,077万円 28億5,881万円
4,134万円

4,133万円

公営企業会計

収入

支出

水
道 収益的
事業会計 資本的

6億1,904万円

5億6,852万円

4,977万円

2億3,772万円

下 水 道 収益的
事業会計 資本的

9億2,646万円

8億 886万円

5億3,235万円

9億7,409万円
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実質公債費比率、11年連続で改善
−令和２年度決算に基づく健全化判断比率−
羽咋市の健全化判断比率などについては、算定した比率すべてにおいて国の定める適正基準の範囲内
となり、実質公債費比率（3カ年平均）については11年連続で前年度を下回りました。
「羽咋市まち･ひと･しごと創生総合戦略」に基づき、重点施策に取り組む一方で、事業の選択と集中
を高めるとともに、繰上償還の実施などで市の借金残高を減らしてきたことが主な要因となっています。

1

健全化判断比率

指

羽咋市
令和２年度

早期健全化基準
（危険状態）

財政再生基準
（破たん状態）

−
(黒字のため)

14.02％

20.0％

−
(黒字のため)

19.02％

30.0％

25.0％

35.0％

標

実質赤字比率
（一般会計の収入に対する赤字額の割合）

連結実質赤字比率
（一般会計、特別会計、企業会計を対象と
した実質赤字比率）

実質公債費比率（３カ年平均）
（一般会計の年間収入に対する年間借金返
済額の割合）

8.4％

将来負担比率

350.0％

（一般会計の負債総額÷市の年間収入)×100

将来負担比率の推移

実質公債費比率の推移
12.8%

59.6%

11.6% 11.5%

36.2%
9.5%
18.7%

8.4%

H28

２

H29

H30

R１

R２

H28

H29

H30

0.1%

0以下

R１

R２

資金不足比率

公営企業の資金不足を料金収入の規模と比較して、経営状況の健全度を見るもので、令和２年度決算
では対象となる水道事業会計及び下水道事業会計で資金不足はなく、経営健全化基準を下回りました。

問い合わせ
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市企画財政課 財政係（☎22‑7162）

令和２年度
１

羽咋市公営企業決算状況のお知らせ

令和２年度羽咋市水道事業会計

⑴ 収益的収支
収入５億7,694万円に対して、支出が５億2,779万円、差引で4,915万円の純利益となりました。

■損益計算書（税抜き）
収
科
目
水道使用料
長期前受金戻入
その他
収入合計
支
科
目
減価償却費
資産減耗費
企業債利息
県水受水費
維持管理費
支出合計

入
長期前受金戻入

金 額
４億1,630万円
7,692万円
8,372万円
５億7,694万円

収入

水道使用料

資産減耗費

出

支出

金 額
２億4,111万円
1,507万円
3,775万円
１億5,328万円
8,058万円
５億2,779万円

純利益

２

■収入・支出の項目別割合

その他

企業債利息

減価償却費

県水受水費

純利益
維持管理費

⑵ 資本的収支
収入4,977万円(企業債2,000万円など)に対して支出が２
億3,772万円(建設改良費8,678万円、企業債元金償還１億
5,094万円)、差引不足額１億8,795万円は損益勘定留保資

4,915万円

金等(減価償却費など)で補てんしました。

令和２年度羽咋市下水道事業会計

⑴ 収益的収支
収入９億194万円に対して、支出が７億8,645万円、差引で１億1,549万円の純利益となりました。
■損益計算書（税抜き）
収
科
目
下水道使用料
一般会計繰入金
長期前受金戻入
その他
収入合計

入

支

出

■収入・支出の項目別割合

金 額
２億4,537万円
４億7,924万円
１億7,160万円
573万円
９億 194万円

長期前受金戻入

収入

下水道使用料

科
目
減価償却費
資産減耗費
企業債利息
維持管理費
支出合計

金 額
５億 998万円
206万円
１億4,600万円
１億2,841万円
７億8,645万円

純利益

１億1,549万円

一般会計繰越金

資産減耗費

支出

その他

減価償却費

維持管理費

純利益

企業債利息

⑵ 資本的収支
収入５億3,235万円(一般会計からの繰入１億4,476万円、
資本費平準化債３億4,710万円など) に対して支出が９億
7,409万円(企業債元金償還９億3,283万円など)、差引不足
額４億4,174万円は損益勘定留保資金等(減価償却費など)で
補てんしました。

問い合わせ

市地域整備課 企業経理係（☎22‑7133）
詳しい決算内容については、市ホームページで公表しています。
No.832 2021年10月 広報はくい
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令和３年 第４回

市議会
定例会

説明に立つ岸市長

令和３年第４回羽咋市議会定例会は、９月７日から９月22日まで
行われました。令和３年度一般会計補正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、９月７日、提出議案の説明に立ち、提出議案の概要と、
当面の課題や取り組みについて説明しました。
主な内容は次のとおり。

新型コロナウイルス
感染症の状況
県内では、ワクチン接種が進む
一方で感染者の増加が収まらず、
「まん延防止等重点措置」が９月
30日まで延長され、県有施設の
利用制限を行うとともに、不要不
急の外出や移動の自粛を要請して
います。
本市でも、石川県に準じ集会施
設や体育施設などの市有施設の利
用を、９月30日まで制限してい
るところです。
今後も、引き続き感染症拡大防
止対策の強化や新しい生活様式の
遵守に努めていく考えであり、ご
理解、ご協力をお願い申し上げま
す。

新型コロナワクチン
65歳以上の高齢者を対象とし
たワクチン接種については、目標
としていた７月末で、92％の人
が２回の接種を済ませており、概
ね達成したと考えています。
現在、全対象者向けに、市内医
療機関での個別接種と公立羽咋病
院や羽咋すこやかセンターでの集
団接種を実施しており、これまで
に、対象者全体の約76％の人が

14
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１回目の接種を、約68％の人が
２回目の接種を済ませています。
また、９月21日からの接種日
程の受付のうち、妊婦とその配偶
者が接種を希望する場合には、早
期に接種を受けることができるよ
う優先接種枠を設け、９月１日に
個別にご案内しました。
さらに、中学生には、９月３日
までの先行予約により、追加の接
種機会を確保しました。
今後も、希望する市民ができる
だけ早く接種できるよう、ワクチ
ン接種体制の確保に努めていきま
す。

コロナ禍の地域経済対策
事業収入が２割以上減少した事
業者に対し最大で20万円を支援
する「輝くはくい活性化給付金」
の受付を、８月16日から行って
います。
また、切れ目のない経済刺激策
として、「プレミアム付ＵＦＯ商
品券」を前期同様３億円分発行す
ることとし、９月27日から販売
します。
そのほか、昨年に引き続き実施
する宿泊応援キャンペーンについ
ては、新型コロナウイルスの感染

状況を勘案し、当初の予定であっ
た８月23日開始を延期し、９月
13日から事業を実施しました。
なお、先に実施した「テイクア
ウトはくい商品券」については、
当初の抽選に漏れた約2,600人の
人に対し、追加で販売を行うこと
にしました。テイクアウトの拡大
は、新しい生活様式に即した取り
組みであると考えており、事業者
からも「新規の顧客につながる」
「換金が早く運転資金に困らない」
などの貴重なご意見をいただいた
ことから、積極的に取り組んでい
きます。
さらに、感染拡大防止策として、
新たに「輝くはくい感染症対策支
援給付金」を設け、現在、脅威と
なっているデルタ株などの市中感
染を防ぐため、市内に事業所のあ
る事業者に対し、感染対策費用と
して最大15万円を支援していき
ます。

介護サービス事業所への
支援
新型コロナウイルス感染拡大防
止策の一環として、衛生物品や検
査などの費用に活用できる「羽咋
市介護事業所等新型コロナウイル
ス感染症対策特別交付金」を創設
し、市内の介護事業所と福祉有償
運送事業所70事業所に対し、従
事者一人あたり５千円、総額378
万円を交付しました。
今後も、利用者や従事者の感染
拡大防止、事業継続の安定を図っ
ていきます。

８月12日からの
大雨による被害
停滞する前線の影響により県内
は大雨となり、市内でも降り始
めからの降水量が200ｍｍを超え、
神子原町では12日の夜に37ｍｍ
の時間雨量を記録しました。この
雨により、農地２件、農業用施設
２件の農林被害４件が発生しまし

第４回羽咋市議会定例会

た。
主な被害は、神子原町地内の田
の、のり面が長さ40ｍ、高さ14
ｍにわたり崩落しました。現在、
必要予算を措置し、早期復旧に取
り組んでいるところです。

ＡＩ乗合タクシーの
実証実験
市では、市民の生活の満足度と
利便性の向上を目的として、地域
公共交通計画の策定に取り組んで
います。このたび、ＡＩなどの新
技術を活用した、地域公共交通シ
ステムによるＡＩ乗合タクシー実
証実験を、10月から３月末まで
行います。
対象地域は、羽咋、千里浜、粟
ノ保、富永の４地区とし、71カ
所の停留所を設ける予定です。
ＡＩ乗合タクシーは予約型の乗
合交通で、予約を受けて時間や運
行ルートを決定するため、利用者
にも利便性の高い運行が可能とな
ります。また、実証期間中は比較・
検証のため、るんるんバス・粟ノ
保ルートの運行を休止します。
今後、利用状況やアンケートに
よる満足度調査などを踏まえ、来
年度以降の本格運行を検討します。

羽咋駅周辺整備
(仮称)羽咋駅周辺賑わい交流拠
点については、設計、運営管理、
商業施設の提案について一括して
公募を行い、８月10日に参加事
業者の資格審査受付を終了しまし
た。
今後、提案書類やヒアリングに
よる２次審査を行い、11月に優
先交渉権者の決定を予定していま
す。
また、現在、敷地の造成設計に
着手しており、駅周辺整備周遊連
絡道路や長者川との一体的な整備
となるよう進めていきます。
周遊連絡道路については、道路
整備に支障となる既存家屋７棟の

解体工事に着手しており、完了は
10月末を予定しています。
都市計画道路川原町線について
は、建物の補償算定を行い、順次、
用地取得に向けて、地権者や関係
者と交渉しています。
なお、感染症の状況を考慮しな
がら、今後、地元説明会を行う予
定であり、周辺土地利用も含め関
係者と協議しながら事業を進めて
いきます。
長者川の整備については、６月
24日に開催された石川県議会予
算委員会で、本市や地元と協力し
ながら、地域住民の憩いや親しみ
の場となるよう整備を進めるとの
意向が示されたところであり、今
後も関係者と連携、調整を図って
いきます。

千里浜ＩＣ周辺の
土地利用構想

コンビニ収納とキャッシュ
レス決済の導入
現状では、市税や介護保険料な
どの納付書払いについては、金融
機関での納付、市役所窓口での手
数料などは、現金のみの取扱いと
なっています。
市税などについて、コンビニエ
ンスストアでの納付書払いのほか、
クレジットカードや電子マネーな
どのキャッシュレス決済を、令和
４年度から対応できるように現在
準備を進めており、市民サービス
の向上を図ります。

指定管理者制度導入施設の
管理運営状況の評価
現在、本市では、15の施設につ
いて指定管理者に管理運営を委託
しています。先日、令和２年度の
各施設の管理運営状況の評価結果
を取りまとめたところ、ＡＢＣＤ
の４段階評価で、すべての施設で
「Ａ評価」という結果であり、概
ね適切に施設の管理運営がなされ
ている状況でした。
今後も、施設の適切な維持管理
と運営に努めていきます。

住宅用地については、現在、分
譲地と道路整備の詳細設計を行っ
ているところであり、今後、地権
者への説明会や境界立会いを実施
し、用地取得を進めていく予定で
す。
また、分譲地の東側で南北に通
る都市計画道路宇賀線については、
沿道周辺地域の土地利用計画や交
通需要の見通しを踏まえて、計画 【上程された主な議案】
幅員を16ｍから12ｍに見直すた 〈市長提出分〉
め、現在市ホームページや各公民
◆令和３年度羽咋市一般会計補正
館で、都市計画の手続き上必要な
予算（第７号）
市民の意見聴取を実施しています。 ◆羽咋市学校給食費条例の制定
商業用地については、県道若部
◆羽咋市長期継続契約を締結する
千里浜インター線沿道の土地活用
ことができる契約を定める条例
に向けて、さまざまな可能性を調
の一部改正
査・把握するためのサウンディン
◆羽咋市過疎地域持続的発展計画
グ型市場調査の実施要領を７月下
の策定
旬に公表しました。
など
今後、民間事業者との個別対話
を通じて、実現可能な事業形態を
検討し、公募型プロポーザル方式 【一般質問】
により事業者の募集を実施してい
質問内容や市長はじめ執行部から
きたいと考えています。
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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国民年金保険料の納付が困難なときは

保険料免除制度をご利用ください。
保険料を未納のまま放置すると、延滞金が課されるだけでなく、財産を差押えられることがあります。
また、障がいや死亡といった不測の事態が生じたときに、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない
場合があります。
経済的な理由などで国民年金の保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の納付が免
除・猶予される「保険料免除制度」があります。希望される人は、国民年金担当窓口で申請手続きをし
てください。

所 得 の 少 な い 人 は

50 歳 未 満 の 人 は

学 生 の 人 は

保険料免除制度
（全額免除・一部免除）

納付猶予制度

学生納付特例制度

所得に応じた４段階の免除制度

50歳未満の方が利用できる
制度

在学期間中の保険料を社会人にな
ってから納めることができる制度

失業などにより所得(収入)が少なく、
保険料の納付が困難なときは、

就職が困難などにより
保険料の納付が困難なときは、

学生本人の所得が
128万円以下の場合は、

市の国民年金担当窓口に申請し、年金事務所で前年所得などを審査して、承認を受けると
保険料の全額、４分の３、半額、
４分の１が免除されます。
ただし、申請者・申請者の配偶者・
世帯主の前年所得が定められた
基準以下であることなどが要件

その期間の保険料の納付が
猶予されます。

その期間の保険料の納付が
猶予されます。

ただし、申請者・申請者の
配偶者の前年所得が定めら
れた基準以下であることな
どが要件

対象となる学校は、
大学、大学院、短大、高等学校、
高等専門学校、専修学校、各種学
校

■退職(失業)による特例免除
免除の承認は、「申請者」・「申請者の配偶者」・「世帯主」の所得を基準に審査されますが、現在、失
業などにより収入がない場合は、特例として本人所得を除外して審査を受けることができます。失業し
ていることが確認できる公的な書類の写し（雇用保険受給資格者証、離職票など）を持参のうえ、国民
年金担当窓口まで申請してください。
■免除申請が承認された場合の納付月額（令和３年度の場合）※免除をしない場合の保険料は月額16,610円
制度

全額免除

納付額
所得審査対象者
年金を受け取る
ための資格期間
老齢基礎年金の
計算では

なし

一部免除
４分の３免除
半額免除
4,150円
8,310円
本人・配偶者・世帯主

４分の１免除
12,460円

納付猶予
なし
本人・配偶者

学生納付
特
例
なし
本人

受給資格期間に入ります
承認期間の２分の1
が算入されます

保険料の追納

承認期間の８分の５ 承認期間の８分の６ 承認期間の８分の７ （10年以内に納付しない場合）
が算入されます
が算入されます
が算入されます
年金額に算入されません
10年以内なら、さかのぼって納付することができます。
（一定期間を経過している場合は、当時の保険料に加算がつきます。）

■ご注意ください
・免除される期間は､ ７月から翌年の６月までです｡ 申請は毎年必要ですが､ 全額免除･納付猶予につい
ては､ 申請時のご希望により翌年度以降も継続して審査ができ､ 毎年の申請書の提出が省略できます。
・所得により審査を行いますので、所得の申告などが済んでいることが必要です。
・一部納付の場合は、納め忘れがあると、未納期間扱いとなりますのでご注意ください。
・免除の申請は過去２年までさかのぼって申請することができます。
お手続き・お問合せ
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市市民窓口課 国保年金医療係

④番窓口（☎22‑7194）

年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の
生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実施
します。

１．対象となる人

２．請求手続き

(1)老齢基礎年金を受給している人

(1)新たに年金生活者支援給付金をお受け取りい
ただける人

以下の要件をすべて満たしている必要があります

対象者には、日本年金機構から請求手続きのご

(ア)65歳以上である
(イ)世帯全員が、市民税が非課税となっている

案内が８月下旬から順次送付されます。同封のは

(ウ)年金収入額とその他所得額の合計が約88

がき（年金生活者支援給付金請求書）を記入し、

万円以下である

提出してください。
令和４年１月４日までに請求手続きが完了する

(2)障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人
以下の要件を満たしている必要があります

と、令和３年10月分からさかのぼって受け取る
ことができます。

(ア)前年の所得額が約472万円以下である
(2)年金を受給しはじめる人
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市
で請求手続きをしてください。

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きした
り、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。

問い合わせ

『給付金専用ダイヤル』(☎0570‑05‑4092（ナビダイヤル)）

ＵＦＯ商品券の使用期限が近づいています
子育て世帯の経済的負担を軽減するために、今年５月
に18歳以下を対象に郵送したＵＦＯ商品券（２万円分）
の使用期限は、10月31日です。
まだ使用されていない人は、お早目にご使用ください。
なお、使用期限が過ぎたものは使用できませんので、
ご注意ください。

問い合わせ

市健康福祉課 子育て支援係（☎22‑1114）

No.832 2021年10月 広報はくい
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10月１日〜「羽咋市あんしん見守りシール」を交付します
認知症になっても 安心して 暮らせるまち はくい

を目指して

あんしん見守りシールとは、認知症などにより行方不明の心配がある人の衣服などに貼り付けるQR
コードがついたシールです。
発見者がQRコードを読み取ると、事前に登録したご家族に通知できるシステムです。
個人情報は表示されませんので、安心してご利用ください。

動画で確認

見守りシールの対象者
認知症などにより行方不明の心配がある人
※「羽咋市高齢者見守りSOSネットワーク事業」の
事前登録が必要です。

認知症などにより行方不明の心配がある人のご家族へ

あんしん見守りシール

登録方法
①利用申請書と登録シートを記載し、事前登録を行います。その際、発見通知を受けるメールア
ドレスが必要です。
※登録の際、羽咋警察署、羽咋消防署、市役所が情報共有することをご了承ください。
②登録後、衣類や持ち物に貼る「あんしん見守りシール」（30枚・無料）を交付します。

地域のみなさまへ
見守りシールをつけた人を見かけたら
驚かせないように正面からゆっくり近づき、
「どうされましたか？」
「何かお困りですか？」など
と、優しく声をかけてください。
道に迷っているなど困っている様子があれば、「シールを読み取らせてください」など声をかけ
てから、QRコードを読み取ってください。
QRコードが読み取れない場合や対応に困った場合は、地域包括ケア推進室または羽咋警察署へ
ご連絡ください。
市地域包括ケア推進室 … ☎２２−０２０２（平日・日中）、☎２２−１１１１（土日、祝祭日、夜間）
羽 咋 警 察 署 … ☎２２−０１１０

取り付け例
問い合わせ

18

広報はくい No.832 2021年10月

市地域包括ケア推進室（市役所１階⑧番窓口

☎22‑0202）

65歳からの筋力トレーニング教室
運動が体に良いと分かっていても、一人で続けるのはなかなか難しいのではないでしょうか。市内に
は20の筋力トレーニング教室があります。あなたも一緒に健康づくりに取り組んでみませんか♪
※新型コロナウイルスの感染状況により、活動を休止している場合があります。

筋トレ教室の紹介
【邑知ふれあいセンター筋トレ教室】
毎週火曜日

13:30 〜 14:45

邑知ふれあいセンター

活動内容

ラジオ体操第１・第２、筋力トレーニング

参加者数

20人前後

筋トレ教室の様子を、市ホームページ
に一部公開していますので、ぜひご覧く
ださい♪

参加者にお話を聞きました！
指導員からの声掛けで、２年ぶりに筋トレに参加しました。普段から健康のためにウォーキングやリ
ズムダンスなどで意識的に身体を動かしているので、身体の調子がとても良いです。元気な間は継続
したいと思います。
階戸

美智子さん（77歳）

活躍されている健康づくり指導員にお話を聞きました！
長年筋トレ教室を続けていることで良かったことはありますか？
筋トレ教室が始まったころから、20年間健康づくりの活動を続けています。
体を動かす習慣があると、怪我をしにくく、体調を崩しても回復が早いと実
感しています。健康で楽しい生活を続けるためには、自分の心がけが一番大
切です。一歩踏み出して、一緒に筋トレを始めてみませんか！
尾高 トミ子さん（79歳）

邑知ふれあいセンターの筋トレ教室のＰＲをどうぞ！

邑知ふれあいセンターは、施設が新しく、冷暖房も完備され、心地よく筋ト
レができます。とても良い環境なので、参加しないと損！
会場には、まだまだ余裕があります。自分の都合で休んでも大丈夫です。気
軽に参加してみてください。
森田 君枝さん（75歳）

※今後、邑知ふれあいセンターで、男性限定の筋トレ教室も立ち上げる予定です。
問い合わせ

市地域包括ケア推進室（市役所１階⑧番窓口

☎22‑0202）

No.832 2021年10月 広報はくい
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水道メーター検針員募集
市内にある各家庭や事業所の水道メーターの検針を行う検針員を募集します。
応募資格
市内在住で、年齢が満20歳以上の健康な方。経験は問いません。
業務内容など
①対

象：各家庭や事業所などの水道メーターの検針

②検針期間：毎月初旬の７日間
③検針件数：200 〜 800件程度
④検針地区：検針地区、件数は市が指定します。
⑤検針道具：検針セット（ハンディターミナル、連絡帳、検針記録紙など）は市から貸与
募集期間
随時受付、検針員が決まり次第締め切ります。
委託料
１カ月当たり

15,000円〜 60,000円（検針件数により異なります）

委託期間
契約日から当該年度の３月31日まで（更新あり）
その他
①市で傷害保険に加入します。
②羽咋市水道事業及び下水道事業の検針業務の委託に関する規程に準じます。
申込み・問い合わせ

市地域整備課 企業経理係（☎22‑7133）

北陸電力送配電からのお知らせ

停電の問い合わせがチャットでできます
台風などによる停電が発生すると電話がつながりにくくなります。

スマホアプリ

停電、電線・電柱などの設備に関するお問い合わせが、チャットなら簡単でス
ムーズに対応が可能です。
チャットへのアクセス方法
・北陸電力送配電ホームページ（www.rikuden.co.jp/nw/）
・スマホアプリ「停電情報お知らせサービス」（右のＱＲコードからアクセス）

iOS版

スマホアプリの便利機能
停電地域をプッシュ通知
確認したい地域を登録することで、停電発生、復旧見込時刻、停電復旧をプッ
シュ通知で配信します。
停電情報の確認
町域単位で、停電情報を確認できます。

問い合わせ
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Android版

北陸電力送配電株式会社 ネットワークサービスセンター（☎0120‑837119）
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市民健診 追加日程のご案内

要予約

市内医療機関での市民健診日程を一部追加します。感染症対策のため事前予約制としており、申込状
況によっては希望日に受診できない場合があります。以下の日程表を参考に、受けそびれることのない
よう、お早めの予約をおすすめします。
なお、羽咋すこやかセンターでの集団健診は、広報９月号や市のホームページ、
「市民健診のご案内」
（冊子）に掲載のとおり、12月まで受診可能（事前予約制）です。
子宮がん

大腸がん

︻後期高齢者︼
後期高齢者健診

追加

︻節目年齢︼
胃ペプシノゲン
前立腺がん

︻国保︼
特定健診

医療機関名

追加

○

○

○

○

○

○

いけの整形外科

×

○

×

○

○

○

○

○

公立羽咋病院

×

×

×

×

○

○

○

○

羽咋診療所

○

○

○

○

○

○

○

○

疋島クリニック

○

○

○

○

○

○

○

○

平場内科クリニック

×

○

×

○

○

○

○

○

保志場内科クリニック

○

○

○

○

○

○

○

○

前川医院

○

×

○

×

○

○

○

○

松江外科胃腸科医院

×

○

×

○

○

○

○

○

松江産婦人科内科医院

×

○

×

×

○

×

×

×

松柳医院

○

○

○

○

○

○

○

○

12

○

○

○

○

○

○

月

○

11

月

○

10

月

いがわ内科クリニック

月

12

月

11

月

10

月

10

月

11

月

10

月

11

月

10
※医療機関の休診日は除く

※受診料金、持ち物などは、５月中旬に各家庭に配付した「市民健診のご案内」冊子または、市の
ホームページをご覧ください。

問い合わせ

市健康福祉課 健康推進係（羽咋すこやかセンター１階

☎22‑1115）
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インフルエンザ予防接種

〜医療機関に予約が必要です〜

昨年度は、新型コロナウイルス感染症対策として新しい生活様式が定着したことに加え、インフルエ
ンザ予防接種の接種率も全国的に上昇したことによって、インフルエンザの発生がおさえられました。
インフルエンザワクチンを接種することで、インフルエンザの発症や重症化を予防することが期待で
きます。インフルエンザの予防接種後、効果が現れるまでに２週間程度かかりますので、今年度も流行
する前に早めに受けましょう。
※新型コロナワクチン接種の前後２週間は、ほかのワクチンは接種できませんので、
日程にご注意ください。

１ 高齢者インフルエンザ予防接種
対象
(接種当日年齢)
予防接種期間
自己負担額

①満65歳以上の人
②満60 〜 64歳の人で、心臓やじん臓、呼吸器などに
重い病気のある人（身体障害１級相当の人）
10月１日〜 12月28日
500円（生活保護世帯は無料）
今年度から、対象者に接種券を郵送します（９月27日発送）。

予防接種券の
発行・接種方法

①医療機関に予約する。
②予診票をあらかじめ記入し、マスクを着用して受診する。
③接種後に医療機関の窓口で接種料金を支払う。

持病がある人で、主治医またはかかりつけ医以外の医療機関で接種を希望する人へ
必ず主治医またはかかりつけ医に、接種をしてもよいか事前に確認してください。確認していない
場合は、病状などがわからず接種をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。

２ こどもインフルエンザ予防接種
今年度から、助成対象を高校３年生相当まで拡充しました。
対象者と

接種当日の年齢が
生後６カ月〜 13歳未満

接種回数

は２回

13歳以上〜高校３年生相当

は１回

※高校３年生相当：令和４年４月１日時点で18歳の人

予防接種期間
自己負担額
予防接種券の
発行

10月１日〜 12月28日
医療機関が設定する接種費用から助成額1,500円を差し引いた額
接種を希望する人には、健康福祉課健康推進係（羽咋すこやかセンター内）で
接種券を発行します（郵送可）。

問い合わせ
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今年度20・30・40・50・60・70・76歳の人は、

500円で『歯周病検診』が受けられます
歯周病検診は、虫歯や歯周病の検診・ブラッシング指導が、市内の歯科医院で受
けられます。対象の人は、事前に歯科医院を予約し、
「歯周病検診受診券」(ハガキ)
をお持ちの上、受診してください。
期

間

対

象

費 用
受診先

12月28日㈫まで
※ただし歯科医院の休診日は除く
20歳（平成13年４月２日〜平成14年４月１日生）
30歳（平成３年４月２日〜平成４年４月１日生）
40歳（昭和56年４月２日〜昭和57年４月１日生）
50歳（昭和46年４月２日〜昭和47年４月１日生）
60歳（昭和36年４月２日〜昭和37年４月１日生）
70歳（昭和26年４月２日〜昭和27年４月１日生）
76歳（昭和20年４月２日〜昭和21年４月１日生）
※現在、歯科医院で治療している方は対象外です
500円
市内歯科医院
問い合わせ

感染症拡大防止のため、
①受診前の検温
②十分な手洗い
③マスク着用などの咳エチケット
をお願いします。
また、以下３項目のうち１つでも該当する場
合は、別日での受診をお勧めします。
□発熱がある
□咳などのかぜ症状がある
□２週間以内に海外や石川県外の感染流行
地域へ出入りした
ご理解、ご協力をお願いします。

市健康福祉課 健康推進係（羽咋すこやかセンター１階

11月･12月の栄養･運動教室

☎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とマスクを着用したままできる運動実技などを取り入れた教
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方や運動不足を解消したい方はぜひお申込みください。
働き盛りの方からシニア年代の方まで、幅広い世代が参加できます。
開催日
時 間
会 場
参加費

10月21日㈭、11月18日㈭
13:30 〜 15:00（13:15 〜受付）
羽咋すこやかセンター３階ホール
１回100円
参加費のほかに、運動グッズ代が必要
になる場合があります。
内 容 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
10月：大腸がん検診について
11月：腎機能・肝機能について
②身体をほぐす運動
③脳トレ
④筋肉づくりの運動
※現在治療中の人は、主治医に相談の上、お申
し込みください。
問い合わせ

講 師
持ち物
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、マスク（着用）
運動しやすい服装でお越しください。
開催日の前日

【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します。
当日は自宅で検温をし、発熱がある場合や体調
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）
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住民自治活動発表会＆学習会を開催

要予約

アンケート調査が地域に変化を及ぼした住民自治活動を紹介し、
「町・地域の未来」について考えます
日

時

10月23日㈯

13:00 〜 16:30

会

場

羽咋すこやかセンター３階

大ホール

参 加 費

100円（お茶代として）

参加人数

70人（コロナ禍のため人数制限をして行う場合がありますが、ご了承ください）

申込締切

10月15日㈮

主

催

学びあい５色の絵の具、羽咋市

協

力

市教育委員会、市社会福祉協議会、地域未来塾

■第１部 地域づくり活動発表「アンケート調査が地域を変える」
①地域における中学生以上全員アンケートの調査結果を生かし、 オール鹿島路

で新しい事業を

スタートさせた鹿島路町会の活動発表
②神子原地区高齢者に聞き取り調査を実施し、その調査結果を取り入れた買い物支援活動（移動販
売車）を始めた神子の里に関する活動発表
※未来を担う高校生や、元地域おこし協力隊員の活動発表もあります。

■第２部

地域コミュニティの未来を考える〜羽咋市長と講師を交えて〜

登壇者：川北 秀人（ＩＩＨＯＥ代表）、佐無田 光（金沢大学教授）、岸 博一（羽咋市長）
住民アンケートの必要性と第１部の活動発表や参加者の質問なども交えながら、羽咋市の地域コ
ミュニティの未来について考えます。
※川北、佐無田両講師によるミニ講演もあります。
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、内容の変更や延期になる場合があります。

申込み・問い合わせ

市総合防災訓練

市企画財政課（☎22‑7192）

10月24日、羽咋市消防団第６分団地区で実施

全国各地で大規模な災害が発生していることを受けて、上甘田地区・一ノ宮地区で羽咋市総合防災訓
練を行います。大雨による河川の氾濫や土砂崩れを想定した、行方不明者の捜索訓練や避難所開設訓練
を実施します。
なお、今年度は、新型コロナウイルス感染症対策として、規模を縮小して、町会役員や自防災組織、
消防団員など、関係機関の一部の方を対象として行います。
今一度、市民の皆さまには自分の住んでいる場所などのリスクをご確認いただき、防災対策を行ってい
ただくようお願いします。
問い合わせ
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市環境安全課（☎22‑7176）

保育所・保育園・認定こども園

令和４年度

入所・入園の申込受付を開始します！
申込期間

10月１日㈮〜 10月９日㈯

保育所・保育園・認定こども園、または市健康福祉課に備えてある申込書に必要事項を記入し、
入所・入園を希望する施設へ提出してください。
施設名

所在地

電話番号

入所(園)対象年齢

開所(園)時間

保 育 所 ・ 保 育 園
認定こども園

粟ノ保保育所

兵庫町

22‑1510

余喜保育所

大町

26‑0290

西北台保育所

一ノ宮町

22‑1559

こすもす保育園

東的場町

22‑8181

とき保育園

千路町

24‑1001

邑知保育園

飯山町

26‑0059

千里浜保育所

千里浜町

22‑0764

ゆりかご保育園

南中央町

22‑5824

生後２ヵ月〜３歳児

羽咋白百合幼稚園

松ケ下町

22‑0498

生後６ヵ月〜

平 日 ７:30〜18:30
土曜日 ７:30〜15:30

羽咋幼稚園

川原町

22‑5318

１歳児〜

平日・土曜日
７:30〜18:30

平 日 ７:30〜18:00
土曜日 ７:30〜13:00

生後６ヵ月〜
生後４ヵ月〜

平日・土曜日
７:00〜18:00

生後２ヵ月〜

○延長保育
保育標準時間
認定の方
西北台、こすもす、
とき、邑知、千里
浜、ゆりかご

実施施設

保育短時間
認定の方
全施設

7:00〜 8:00

‑

100円/回

16:00〜17:00

‑

100円/回

17:00〜18:00

‑

100円/回

18:00〜19:00

300円/回

300円/回

○休日保育
実施施設：こすもす保育園、とき保育園、邑知保育園、
ゆりかご保育園
※保育料は日額1,500円

○病後児一時保育
実施施設：こすもす保育園

給食について
３歳児以上は、主食(米飯)を持参
してください。
※こすもす保育園、とき保育園、
千里浜保育所、羽咋白百合幼稚
園、羽咋幼稚園は完全給食

利 用 者 負 担 額(0 〜 2歳 児 の 保
育料)について
入所児童の父母の令和３年度の市
町村民税所得割課税額を基準に決定
します。
ただし、祖父母などが生計の中心
の場合は、合算する場合があります。
※３〜５歳児は無料

※ほかの保育所(園)児童・未入所児も利用可能
※保育所入所児は無料、未入所児は有料
問い合わせ

市健康福祉課 子育て支援係（☎22‑1114）または各保育所・保育園・認定こども園
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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 （事前に予約が必要です）

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30年５月生)
10月６日㈬ 午後１時〜
●１歳６か月児健診(令和２年３月生)
10月７日㈭ 午後１時〜
●４か月児健診(令和３年６月生)
10月26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。

と

き

内

10月 １日㈮
５日㈫

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

催 し 物 感染症対策のため人数を
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 10月６日㈬
午前10時30分〜11時30分
「親子でふれあい３Ｂ体操」
講師：渡辺 久枝 氏
要予約
場所：千里浜児童センター 定員５組
☆育児相談 10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。
☆お誕生会 10月20日㈬
午前10時30分〜11時30分
☆お楽しみデー 10月27日㈬
午前10時30分〜11時30分
担当：ゆりかご保育園

こすもす保育園親子育児講座
19日㈫ 午前９時30分〜 10時30分
「食べてみよう！保育園の手作り
おやつ！」
要予約
定員５組
講師：こすもす保育園
栄養士 西屋 美知代 氏
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６日㈬
７日㈭
８日㈮
11日㈪
12日㈫
13日㈬
13日㈬
19日㈫
20日㈬
22日㈮
25日㈪
26日㈫
27日㈬
28日㈭
29日㈮

容

ところ

運動会ごっこをしよう！
落ち葉かさこそ！秋見つけ！
✿ 大きくなったね(身体計測)
うんどうかいだよ全員集合！
運動会ごっこ
釜戸ごはんを食べてみよう！
ミニミニ運動会ごっこ
いらっしゃい！お店屋さんごっこ！
表現の秋！ステンシルあ・そ・び
運動会ごっこをしよう
★食べてみよう！保育園の手作りおやつ！
要予約 ５組
秋を楽しもう！
ハロウィンパーティーへようこそ♡
大好き！コロコロ・ふわふわ
お菓子はどこだ〜！ハロウィンを楽しもう！
キース先生とハッピーハロウィン  お誕生会
ハロウィンを楽しもう！
ドキドキ わくわく！〜ハッピーハロウィン〜

羽咋白百合幼稚園
こすもす保育園
羽咋幼稚園
千里浜保育所
とき保育園
邑知保育園
こすもす保育園
羽咋幼稚園
西北台保育所
こすもす保育園
羽咋幼稚園
羽咋白百合幼稚園
邑知保育園
こすもす保育園
羽咋幼稚園
千里浜保育所
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
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〜 遊びのチャンピオン
第２･４金曜日 午後４時30分〜 トランポリンクラブ
と

き

10月 ２日㈯ 午後２時

内

容

備考

ハロウィン工作

25日㈪〜29日㈮

ハロウィンの衣装を作ろう！

30日㈯ 午後２時

ハロウィンパーティー

■開館時間

午前９時30分〜午後６時

■休 館 日

毎週火曜日(祝日の場合は翌平日)

■連 絡 先

☎ ２２−９７７７

図書館職員が選ぶ『オススメ本』
ミモザのオススメ『絵本』

フクのオススメ『エッセイ』

ぼくのジィちゃん
くすのき

しげのり／著

うちの猫がまた変なことしてる
佼成出版社

卵山

玉子／著

今日は運動会。応援にきてくれた
ジィちゃんが、急用ができた父さ
んのかわりにＰＴＡクラス対抗リ
レーに出ることになった。かっこ
わると思っていたぼくのジィちゃ
んだったけど・・・。

メンマ主任のオススメ『エッセイ』

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
主役の猫２匹、トンちゃんとシノ
さん。著者の卵山さんと卵山さん
の旦那さんの２人が中心のコミッ
クエッセイ。実家猫のシロさんト
ラちゃんも出てきます。『猫を吸
う』
、『猫にグッドデザイン賞をあ
げたい』と名言、格言が揃い踏み
の１冊です。

中田館長のオススメ『一般本』

図書室で暮らしたい

実力も運のうち 能力主義は正義か？

辻村

マイケルサンデル／著

深月／著

講談社
人気作家による、日常の気づきか
ら本や作家への並々ならぬ想いな
どを綴ったエッセイ集。著者自身
の趣味嗜好が流石というべき豊か
な表現力で語られ読者を飽きさせ
ません。セルフレビューもあり、
著作を読んだ人も再読したくなる
のでは？

成功の理由は、「本人の努力」だ
けではない。そもそも「本人の努
力」すらも、たまたま「努力する
才能をもっていただけ」かもしれ
ない。成果主義があふれる現代
の価値観を根底から覆しそうな一
冊。うーん、さすがサンデル教授！

10月の企画展

10月のイベント

■特別展示「玄冬小説」

■映画上映会

「年を取るのも悪くない。
」そう思わせてくれるよう
な「玄冬小説」を集めて展示します。

■一般書展示「天気を知ろう」
テレビの天気予報もいいのですが、自分で空を見て

早川書房

日

時：10月16日㈯

14時〜 15時半

場

所：コスモアイル羽咋

入 場 料：無料
上映内容：「ペンギンズ

ザ・ムービー」

予想できたら楽しいかも。天気に関する本を集めて

■ よちよちおはなし会

みました。

日

時：10月25日㈪

場

所：コスモアイル羽咋

■児童書展示「わくわくスポーツ！」
見るのも、するのも、楽しいスポーツ！これからの

小ホール

11時〜 11時半
研修室

対 象 者：０〜３才以下のお子様と保護者の方

季節、思い切り体を動かそう！
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409

岡嶋 宏和さん(28歳）

羽咋から世界の海を股にかけちゃってます!!
皆さん、「航海士」という職業は

（石野町出身、北ヨーロッパを航行中（ドー
バー海峡付近）
）

ます。

５カ月くらい帰国できないので、羽

ご存知ですか？私は羽咋で生まれ

フィリピンではバスケットボール

育って、今は三等航海士として全長

が国民的スポーツで、私は小学生の

365m、幅50m、高さがビル15階

ころからバスケをしているのですが、 また、ふるさとに千里浜という車で

分ほどあるコンテナ船で働いていま

航海中に時間があるときは一緒にバ

走れる砂浜があるという話をすると、

す。主な業務として、船の操船、入

スケをしています。

みんなとても驚きます。

港に必要な書類の作成、消火救命設

咋で美味しいものをたくさん食べ
ることが下船後の楽しみの１つです。

高校生のころは羽咋や石川を出た

羽咋を離れてさまざまなバックグ

いと思っていて、関西の大学へ進学

ラウンドを持つ人と出会い、多くの

本船の航路はエジプトのスエズ運

しました。でも社会人になって段々

カルチャーショックを受けてきまし

河経由でヨーロッパと東南アジアの

と羽咋の良いところに改めて気づい

た。近年「SDGs」や「多様性」と

各国そして、太平洋を渡り北米西岸

てきました。今では海も山もあって

いう言葉をよく聞くようになりまし

を周っています。単にコンテナと言

のんびり過ごせる街がふるさとで良

たが、異なる文化や宗教、価値観を

いましても、中身はバラバラで食品

かったと思っています(コロナ禍で

持つ人を受け入れられる心を持つ必

や日用品だけでなく、石油製品や車

ワーケーションという働き方が注目

要があると日々肌で感じております。

備の点検などがあります。

が入っているコンテナもあります。 されておりますが、羽咋はぴったり

羽咋も誰もが住みやすく、訪れや

乗組員の大半はフィリピン人で船内

の場所なんじゃないかなと個人的に

すくそして過ごしやすいそんな街に

では英語が公用語として使われてい

は思います笑)。仕事で船に乗ると

なっていってほしいなあと思います。

学ぼう！語ろう！活動紹介①

輪を広げよう
手話の
・・・・・・
・・・

ひとこと手話
ひとこと手話

羽咋郡市ろうあ協会
羽咋市・志賀町・宝達志水町在住のろうあ者の福祉向上、
社会参加、理解を求めて昭和54年３月に結成。私たちの言
語である「手話」への理解や普及に向けた活動などをしてい
ます。

今月の手話「何？(どうした？)」

主な活動
・｢羽咋市手話言語及び障がいのある人へのコミュニケー

右手の人差し
指 を 立 て て、
左右に振りま
す。

ション条例（R２.４.１施行)」策定に参画
・羽咋市・志賀町・宝達志水町から委託され、毎年「手話奉
仕員養成講座」を開講
・羽咋市社会福祉協議会の事業に参加・協力（はくい福祉ま
つり・出前！ちびっこボランティアスクールなど）

疋津

清美さん（旭町）

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

新型コロナワクチン接種について、視覚や聴覚に障がいがあり支援が必要な方は、
健康福祉課 援護係までお問い合わせください。
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ク ロ ス ワ ー ド
イ
ズ

・英単語のクロスワードです。
・１マスにアルファベット１文字が入りま
す。

1

2

3

5

6

7

4

タテのカギ
１
２
３
４
８
10
12

活発な、頭の良い、高性能な
取り付ける、加える
変な、奇数の
覚え書き、短い手紙、注釈
貝殻、甲羅、骨組み
跳ねる、とばす
氷、アイスクリーム

8

ヨコのカギ
9
11

10

12
13

14

15

１ 駅、停留所
５ 「数学」の略語
６ する、行う
７ 芸術、技巧
９ 灰
11 切符、入場券
13 子ども
14 私たち
15 計画

※答えは39ページにあります。

全国を旅するチョウ
〜アサギマダラ〜
離の渡りを行うのかは解
明されていません。
アサギマダラの「アサ
藤岡市では９月下旬から10月 ギ」という名前は、羽根を彩る「浅
上旬にかけて、世界遺産である高 葱色」と呼ばれるごく薄い藍色が
山社跡にフジバカマの花が咲きま 由来となっています。この美しい
す。そのフジバカマの蜜を吸うた 色は、かつて高山社が養蚕学校と
めに、開花の時期に合わせてアサ して栄えていたころ、養蚕の技術
ギマダラというチョウが飛来しま を学ぶ学生たちが着用していた学
生服の色として使用されていまし
す。
アサギマダラは1,000km以上 た。当時の学生たちも同じ色をし
もの距離を旅をするチョウです。 たこのチョウに自分たちの姿を重
飛来する時期や姿を見せるタイミ ね合わせていたかもしれません。
藤岡市で休憩をしたアサギマダ
ングは天候や気候、時間帯によっ
て変化し、時には海を越えるほど ラが長い旅路を経て羽咋市にも
の大移動を行いますが、なぜ長距 訪れる可能性があります。花畑や

花園を観賞する機会がある際には、
その周りを優雅に飛ぶチョウにも
目を向けてみてはいかがでしょう
か。
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ガス機器・灯油の火災を防ごう！
ガス機器による火災は出火原因の上位で、とても身近なものです！
１
２
３
４

ガス機器を点火したときは、必ず火がついたかどうか確認する
揚げ物などをしている途中にその場を離れる場合は、コンロの火を必ず消す
コンロの周囲は、整理整頓に努め、みだりに可燃物（ごみ・屑など）を置かない
消毒用のアルコールなどは近くで使用しない
Ｑ．ガス漏れに気づいた時は？
Ａ．すぐに元栓を閉鎖し、窓を開けて換気をする。

灯油タンクに火が付くと、大きな火災につながる恐れがあります！
１
２
３
４
５
６

熱のこもる場所での保管はしない
灯油がこぼれても床面に広がらないようポリタンクの下に受け皿を設置する
容器をなるべく揺らさないようにする（静電気が発生しやすくなります）
直射日光や火気の近くでの保管は避ける
保管するタンクの数量は必要最低限にとどめる
容器は密閉して保管する

問い合わせ

羽咋消防署 警備係（☎22‑7812）

地域には女性の力が必要です!

〜女性防火クラブ 募集中〜

女性防火クラブは、家庭や地域の防火に加えて、応急手当の普及や災害の際の支援活動など、広く地
域住民の安全確保のために活動する団体です。
近年、大雨や台風などの自然災害が猛威を振るい、全国的に甚大な被害が発生しており、地域防
災力の重要性が増大している一方、少子高齢化の進展など地域における防災活動の担い手が不足し
ています。有事の際は地域の助け合いが必要であり、災害時の応急手当や避難困難者への支援等や
さしさとぬくもり溢れる支えが、万が一のとき、地域住民の助けになることは間違いありません。
地域防災力の充実強化を図るため、住民、自主防災組織、消防団などと連携協力し、地域に密着、
即時対応することができる女性防火クラブを結成し、住民の防災に関する意識を高め、自発的な防
災活動への参加を促進することなどにより、地域における防災体制の強化を図りましょう。

活 動 内 容

・管内店舗などでの街頭防火宣伝
・救急講習会の実施
・地域防災訓練への参加
・火災予防の啓発
・住宅用火災警報器の啓発

問い合わせ

30

など

羽咋郡市広域圏事務組合消防本部（代表☎22‑0089、予防課☎22‑7816）
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金沢海上保安部からのお知らせ
10月１日〜 10月31日は、秋季安全推進活動期間です。
船舶でマリンレジャーを楽しむ人や漁労に従事される人は、船舶事故や人身事故
に遭わないように、４つのポイントを守りましょう。
・出航前は、必ず船体とエンジンの点検をしよう
・航海中の見張りは厳重にしよう
・命が大切！救命胴衣の常時着用
・漁労中は、ローラーなどの回転部に注意しよう
問い合わせ先

地域安全ニュース

金沢海上保安部 交通課（☎076‑267‑0511）

羽咋警察署・羽咋郡市防犯協会連合会からのお知らせ

〜令和３年 全国地域安全運動〜

ハク太郎
ク太郎

10月11日㈪〜 20日㈬、「全国地域安全運動」が実施されます。
警察では、防犯協会や関係機関・団体・ボランティアの皆さんと連携して、防犯意識の高揚と防犯対
策の強化を図り、犯罪のない安全・安心なまちづくりに取り組みます。
●鍵をかけましょう！
令和２年中、住宅侵入盗９件（無施錠は７件）
、自転車盗は６件（無施錠は５件）発生し、被害の
多くは無施錠でした。車上ねらいは３件発生し、全て無施錠でした。
「鍵かけ」は誰にでもできる簡単な防犯対策です。「鍵かけ」の習慣をつけましょう。
●「送り付け商法」にご注意ください！
送り付け商法とは、注文や契約をしていないのに、一方的に食料品や衣料品、健康食品などの商品
を送り付け、代引きなどで金銭を得ようとする手口です。
令和３年７月６日以降、以下の対処方法でトラブルを撃退できます。
・注文や契約をしていないのに送付された商品を受け取ったときは、商品をただちに処分すること
ができます。
・事業者から代金を請求されても、支払う必要はありません。
・商品の代金を誤って支払ってしまったときは、代金の返還を請求することができます。

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）

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

弁護士

木梨松嗣

弁護士

米田弘幸
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七尾産業技術専門校
訓練生募集
クリンクルはくい
エコクッキング教室(第７回)
日時

10月９日㈯

場所

リサイクルセンター（滝谷町）

を勉強しませんか！！

定員

20人

開講期間

持ち物
内容

講師

参加費

1,000円

ハッピーで気軽に、楽しく英会話

エプロン、三角巾、はし

11月９日〜
令和４年７月19日

普通課程 自動車整備科（30人）
応募資格

高等学校以上の卒業見

込みの人、または卒業者（お
おむね35歳以下）
訓練予定期間

火曜日

さない工夫やごみの分別方

レッスン

週１回、30レッスン

令和４年４月７日〜

法を学びます。

程度開催

令和５年３月15日（１年間）

室谷

19:30から１時間

加代子さん
９月30日㈭〜 10月８日㈮

対象

しみながら勉強したいとい
開催場所
講師

羽咋公民館３Ｆ研修室

受講料 年額16,000円(一括納入)
申込締切
申込先

10月29日㈮
市生涯学習課

（☎22‑9331）

歴史民俗資料館 秋季企画展
寺家遺跡の国史跡指定10年を

申込みの際、次の①〜④について
お知らせ下さい。

記念した企画展を開催します。

①氏名 ②職業 ③住所 ④電話番号

会期

※取得した個人情報は、保護対策を

10月５日㈫〜 12月５日㈰
会期中無休

徹底し適正に管理します。

ハッピー英会話クラブ

9:00 〜 17:00
（入館は16:30まで）

会場・

（坂室

☎22‑7044）

歴史民俗資料館

令和４年４月７日〜
令和６年３月15日（２年間）
応募期間

10月１日〜 10月29日

県立七尾産業技術専門校
（☎0767‑52‑3159）

親子サロン
「さくらんぼ」に集合！
子育て支援のボランティアグ
ループです。ボランティアの仲間
も募集中！
開催日

毎月第３火曜日
（10時〜 12時）

場所

老人福祉センター１階
（羽松高校前）

参加費

300円
（行事により変更あり）

行事内容は市民カレンダー（38㌻）
でご確認ください
羽咋市社会福祉協議会
（☎22‑6231）

（☎22‑5998）
告

自動車整備科

羽咋近隣在住の英語を母国
語とする外国人

※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。

生産設備保全科

15歳以上で、英会話を楽
う意欲がある人

広

普通課程 生産設備保全科（10人）

実施曜日

クリンクルはくい（☎27‑1153）

時間

募集科名

料理をとおして、ごみを出

申込期間
申・

9:00 〜

ハッピー英会話クラブ
受講生募集

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）

福祉・介護の仕事セミナー＆個別相談会
10月14日㈭、11月18日㈭

10月18日〜 24日は
行政相談週間
総務省では、国民の皆さまから
国の行政全般についての苦情や意

予約不要。個別相談だけの参加も可能です。
雇用保険受給者の方は、求職活動実績になります。
セミナー 介護の仕事について知りたい方、関心のある方を対象にした
セミナーです。
個別相談 福祉・介護の仕事に関する質問・相談を受け付けます。

見・要望などを受け付けています。
セミナー
個別相談

総務省行政相談センター
きくみみ石川
(☎0570‑090‑110 行政苦情110番)
市の行政相談委員
田嶋学さん（柳田町）と石本典

時 間
場 所
10:00 〜 10:45 ハローワーク羽咋 ２階会議室
10:50 〜 11:30 ※セミナーは５分前までにお集まりください

石川県福祉の仕事マッチングサポートセンター（☎076‑234‑1151）

ハローワーク羽咋からのお知らせ

子さん(立開町)が行政相談を毎月

◆「職務経歴書」ってご存知ですか？

第３水曜日の午後１時30分から

「求人票の応募書類に、履歴書と職務経歴書って書いてあるけど、
職務経歴書ってなんですか？」そんな質問を窓口でされることがあり
ます。
履歴書には、今までのあなたの『学歴』『勤務歴』『持っている資格』
などを記載します。しかし、記載してある会社名だけでは、あなたが
従事してきた業務やこれまでの経験は深く分かってもらえないかもし
れません。
また、「経験はあるけど、資格は持っていないから、履歴書には書
けない…」そんな思いをしたことはありませんか？
そんな時に役立つのが、「職務経歴書」です。あなたが、今まで従
事してきた具体的な仕事内容、使用してきた機械やソフトウェア、仕
事を進めるうえでの心掛けやポリシーなど、あなたが身につけてきた
経験や能力を明記することで、あなたの「性能」を新しい会社にアピー
ルする『能力・経験証明書』なのです。

午後４時まで、羽咋市役所市民相
談室で行っています。
市市民窓口課（☎22‑5940）

司法書士
月イチ休日電話相談会
日時

10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
利用料

など

無料

◆「職務経歴書」にはプラスαの効果も！？

相談方法
(1)電話相談 ☎076‑292‑1088
(2)Web相談 Microsoft Teams
またはZoomを
利用した相談
※要予約（☎076‑292‑7070）
石川県司法書士会
（☎076‑291‑7070）
広

告

「職務経歴書」にはあなたの経験を書くので、採用面接時の受け答
えのシナリオにもなります。
また、あなたが新しい職種への転職を考え、どの方向に進もうか悩
んでいるなら、「次の仕事に生かせる経験」を考えるためのベースに
もなりますので、早めに作成することをお勧めします。
｢職務経歴書の作成パンフレット｣はハローワークでお渡ししています。
また、作成した書類の点検も行っていますので、お気軽にお越しくださ
い。
問い合わせ ハローワーク羽咋（☎22‑1241）

欄
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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
企画財政課 羽咋創生推進係

22‑1118
22‑7192
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いしかわ森林環境税を
活用した緩衝帯の整備

眉丈台地自然緑地公園内の
竹の無償提供

石川県では、ヤブの刈払いなど
で森林の見通しを良くし、野生獣
の生息域と集落との境界の形成
（緩衝帯の整備）に取り組んでい
ます。
整備した緩衝帯は地元で維持管
理をしていただきますが、いしか
わ農村ボランティアの活用や、年
１回住民で集まって刈払うなど、
各地区で工夫して取り組んでいま
す。
緩衝帯整備に関すること
石川県農林水産部森林管理課
（☎076‑225‑1644）
いしかわ農村ボランティアに関すること
石川県農林水産部里山振興室
（☎076‑225‑1673）
または市農林水産課(☎22‑1116)

眉丈台地自然緑地公園内に自生
する竹を無償提供します。
公園内に自生する竹の成長と増
殖が進み、伐採が必要な状態とな
っています。資源の有効活用のた
めにも市民の皆さまのご協力をお
願いします。
竹材を利用した竹細工、竹垣に
挑戦してみませんか？
場所 眉丈台地自然緑地公園内
対象 自生している竹
提供方法 希望者自身による
伐採・搬出
期間 11月30日まで
（平日９:00 〜 17:00）

広

告

・座布団（10枚）
譲ってください
・チャイルドシート
・ 申 市商工観光課（☎22‑1118）

人口の動き
■人口

20,662人(−25人)

□男性

9,779人(−18人)

□女性

10,883人(− ７人)

■世帯数 8,539世帯(−５世帯)
＊令和３年９月１日現在
(

)内は前月比

※外国人住民を含む
□出生

15人

□死亡

30人

□転入など

32人

□転出など

42人

今月の納税
納期限

11月１日㈪

市県民税
※場所や対象となる竹については、
ご自身で確認し、事前に地域整備
課へご連絡ください。園内は、一部、
車両を乗り入れることができます

３期

国民健康保険税 ４期
※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

（軽トラック程度）。

(☎22‑1113)

市地域整備課（☎22‑1119）

欄

市役所の連絡先
（代表：22‑1111）
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譲ります

【８月中の人口動態】

生理用品をお渡しします
長引くコロナ禍で、さまざまな
ご事情により生理用品が用意でき
ずにお困りの方へお渡しします。
◎１カ月ごとに１人当たり、昼用
夜用各１パック
◎在庫がなくなり次第、終了とな
ります
◎対象：羽咋市在住の方
ご希望の方は、羽咋市社会福祉
協議会の窓口に本記事をお持ちく
ださい。
開所時間 平日８:30 〜 17:15
場所 羽咋すこやかセンター１階
羽咋市社会福祉協議会
（☎22‑6231）

■市民リサイクル銀行10月分

広報はくい No.832 2021年10月

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

自宅から国
道249号を金
沢方面に進み、
兵庫町と粟生
町の境の道を
右折すると、途中にジビエ料理
と革製品の店「中村屋」があり
ます。カウンター４席の小さな
お店で、棚には革細工の製品が
並んでいます。経営されている
中村さんは、ご主人の実家のあ
る羽咋市へ来られ、今年２月に
この店をオープンしました。
店内を見せていただいた後、
さらに海側へ歩くとスイカ畑に
突き当たります。スイカの収穫
が終わり大根の植え付けの準備
をしているところでした。ここ

の野菜集荷場があります。３年
前までは夏にここでスイカの集
出荷がされていましたが、今で
は中川町の園芸総合集出荷場で
行われています。
国道と踏切を横断して進むと
正面に粟生町会館が見え左角に
は住吉神社があります。ここか
ら市役所に向けて歩いていくと、
粟ノ保小学校、粟ノ保保育所、
粟ノ保公民館が並んで立ってい
ます。粟ノ保地区はバスケット
が盛んで、ミニバスも結成され
ていましたが、近年は少子化の
影響を受けています。やはり少
子化対策が急務です。

市 民 文 芸

余喜歌会

コロナ禍で集ふことなき会幾つ

今日も電話で友の聲聞く

皿洗い一日二度の我が日課

大家族故ちょうど良き手間

忘れない忘れてならぬ八月の

ひとひ

その日が過ぎる吾の一日も

心深く交はり来たる友人の

すべ

不意の病に術なし我は

朝顔夜の七時まで咲く

長雨で二度目の紫蘇を干せぬまま

あ

吾は九十真白な蘭の鉢届き

く

菊川あき映

和子

久恵

窪田喜美恵

小山

野崎

村田美紀子

芳子

村田美弥子

川口
告

孫の気配り胸に迫り来

広報に青春の日々よみがえる

車窓に鬼百合天草干しも
広

から金沢方面へ進むとブドウ畑
が道の両側に広がります。
一ノ宮町出身の藤島さんがワ
イナリーを設立する計画で、今
年の春先にワイン用のブドウの
苗木を植栽しました。植栽し
たときは小さな苗木でしたが今
では２ｍ近くにもなっています。
本格的に収穫されるのは２年後
だそうで、どのようなワインが
できるか楽しみです。今、苗木
のオーナーを募集されています。
ここから左折して坂道を上り
きると、市の南部配水場があり
ます。ここで県水と地元で汲み
上げた井水を混合し、水道水と
して各家庭へ送っています。
下り坂の途中に旧ＪＡはくい

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

わく・ワーク体験を受入れました
７月26日、羽咋市役所で職業体験（わく・ワーク体験）を受け入れました。
体験をしたのは、県立盲学校中学部２年の八田恵里奈さん。八田さんは、現在点字や入力機器操作の
勉強などに奮闘中です。
体験では、午前中に市役所の仕事全般に関する説明や庁舎の案内を受けた後、議会議事録作成を体
験。午後は広報の仕事や文章の書き方について学び、最後に一日を振り返り、体験記事の作成を行い
ました。
以下は、八田さんの振り返りの作文です。
7月26日に市役所で仕事体験をしました。
はじめに、市役所の説明をしてもらいました。説明をし
てもらうまで私は、市役所の部署は少ないと思っていた
けど、実際は、すごくたくさんの部署があることを知って、
驚きました。
また、あまり市民の人と関わりがないと思っていたけど、
道路の整備やイベントごとの管理などをしていて、知らな
いところで関わっているんだなと思いました。
また、文字起こしをしてみて、音声を聞きながら文字を
書くことは、大変な作業だと思ったし、こんな大変な作業
もしていることに、すごいなと思いました。
※漢字への変換作業の一部や、写真撮影・挿入は市が実施。

職員から市役所の業務の説明を受
ける八田さん（右手前）

スマートフォンの音声読み上げ機能を
使いながら文章を打ち込む八田さん

ＪＡはくいと災害協定を締結
８月20日、はくい農業協同組合と「災害時における施
設使用及び物資の供給に関する協定」を締結しました。
今回の協定は、地震や風水害などの大規模災害が発生
した場合に、JAはくいが所有する集出荷場や倉庫の一部
を、支援物資の受入れや配送の中心となる「羽咋市地域
内輸送拠点」として活用させていただくものです。
また、物資の輸送についても、市内の避難所などへ迅
速に供給するため、農産物出荷のノウハウをお借りする
ことになっています。
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協定書に署名した山本好和組合長（左）と岸市長

道の駅レジ通過者数が100万人を突破

100万人目となった桶谷さんご家族

８月23日の11時30分過ぎ、道の駅のと千里浜のレジ
通過者数が100万人を突破しました。
記念すべき100万人目となったのは、金沢市からお越
しの桶谷哲也さんとそのご家族。
「コロナ禍でどこへも
行けなかったので、夏休みの終わりに、同居の家族と一
緒に海を見ようと来た。今日息子は仕事で来られなかっ
たので、今度は息子も一緒に来たい」と話してくれました。
桶谷さんには、記念品として道の駅で使える商品券が
贈られました。

邑知少年柔道教室が県大会優勝
８月25日、県大会で優勝した邑知少年柔道教室の選手
らが市役所を訪れ、岸市長へ成果を報告しました。
酒井政佳くん（小学６年生男子65kg級）
、中畠美月さ
ん（小学６年生女子55kg級）
、吉野真桜さん（小学６年
生女子55kg級）は、６月13日に開催された「第18回全
国小学生学年別柔道大会石川県大会」でそれぞれ優勝し、
全国大会の出場権を獲得しました。
※大阪府堺市で開催予定だった全国大会は、新型コロナウイルス
感染拡大を受けて中止されました。

県大会優勝を果たした選手ら

ネッツトヨタ石川株式会社と災害協定を締結

協定書に署名した架谷洋司
代表取締役社長（左）と岸市長

９月１日の防災の日、ネッツトヨタ石川株式会社と「災
害時における電力供給等の協力に関する協定」を締結し
ました。
本協定は、地震、風水害などの災害が発生した際、同
社の羽咋店（石野町）において、電気自動車からの電力
供給によって、店舗電気設備の利用が可能であることか
ら、避難者の受け入れにご協力をいただくものです。
また、水や食料、毛布の災害備蓄品の提供などもいた
だくこととされています。

御陵山の水まつり 15年ぶりに開催
９月19日、羽咋神社周辺で、御陵山の水まつりが開催
されました。
神社境内から湧き出る名水・御陵山の水を使ったお菓
子の販売ブースや御陵山の水を使って点てた抹茶を提供
する席などが設けられたほか、商店会などによる金魚す
くい、射的、露天販売も行われました。
本行事が行われるのは15年ぶりとのことで、境内は感
染症対策のため人数制限を設けながらも、多くの人でに
ぎわいました。

射的の列にならぶ参加者
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10

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

当

10/5

㈫

13:45〜16:30 あそびの教室

羽咋すこやかセンター

6

㈬

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

健康福祉課

13:00〜

３歳児健診

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

7

㈭

13:00〜

13

㈬

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

コスモアイル羽咋

生涯学習課

コスモアイル羽咋

羽咋市立図書館

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

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

羽咋市老人福祉センター

社会福祉協議会

14

㈭

18:30〜19:30 女性がん検診（要予約）

16

㈯

13:30〜15:00

17

㈰

羽咋市少年少女発明クラブ
「ドローンについて学ぼう」
映画上映会
14:00〜15:30
「ペンギンズ ザ・ムービー」
8:00〜10:00

市民健診（要予約）

13:00〜14:00 女性がん検診（要予約）

18

㈪

8:30〜10:00

市民健診（要予約）

13:00〜14:00 女性がん検診（要予約）

親子サロン「さくらんぼ」
さつまいも掘り(無料)､手遊び､お茶タイム

19

㈫

10:00〜12:00

20

㈬

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

21

㈭

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

10:00〜10:30 第64回羽咋市社会福祉大会

羽咋市老人福祉センター

社会福祉協議会

10:00〜12:00 健康福祉総合相談

羽咋市老人福祉センター

社会福祉協議会

13:00〜15:00 無料法律相談 （要予約：４人まで）

市 101会議室

市民窓口課

13:30〜15:00 栄養・運動教室（要予約）

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

コスモアイル羽咋

羽咋市立図書館

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（要予約）

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

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。

10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

３日 ひよりクリニック（内科・外科) 志賀町富来地頭町 42‑2300
恵寿総合病院
（日） 保志場内科クリニック
羽 咋 市 的 場 町 22‑0807

七尾市 0767‑
富岡町 52‑3211

羽 咋 市 柳 橋 町 22‑5652
10日 羽咋診療所（内科）
公立能登総合病院
（日） 池野整形外科耳鼻咽喉科医院 志 賀 町 高 浜 町 32‑0040

七尾市 0767‑
藤橋町 52‑6611

羽 咋 市 的 場 町 22‑0131
17日 岩脇医院（耳鼻咽喉科)
志賀クリニック
（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

羽 咋 市 松 ケ 下 町 22‑7888
24日 松江外科胃腸科医院
恵寿総合病院
（日） 疋島クリニック（外科・胃腸科・内科) 羽 咋 市 旭 町 22‑1205

七尾市 0767‑
富岡町 52‑3211

31日 おおの整形外科クリニック 羽 咋 市 鶴 多 町 22‑8858 さはらファミリー
（日） 平場内科クリニック
羽 咋 市 中 央 町 22‑0238 クリニック

七尾市 0767‑
石崎町 62‑3765

中止となった行事
令和３年度に開催を予定していた以下の行事は中止します。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

行事名

問い合わせ先

第29回はくい福祉まつり

羽咋市社会福祉協議会（☎22‑6231）

羽咋市文化祭

市生涯学習課（☎22‑9331）

児童手当

10月12日が支給日です

６月から９月分の児童手当が10月12日㈫に指定された金
融機関口座に振り込まれますので、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。
【所得制限未満の方】
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

クロスワードクイズ(29㌻ )の答え
Ｓ

Ｔ

Ａ

Ｔ

Ｍ

Ａ

Ｔ

Ｈ

Ａ

Ｒ

Ｔ

【所得制限以上の方】
年齢区分に関係なく 5,000円
問い合わせ

Ｗ

Ｓ

Ｏ

Ｎ

Ｄ

Ｏ

Ｄ

Ｔ

Ａ

Ｓ

Ｈ

Ｉ

Ｃ

Ｋ

Ｅ

Ｔ

Ｃ

Ｈ

Ｉ

Ｌ

Ｄ

Ｐ

Ｌ

Ａ

Ｒ
Ｔ

Ｉ

Ｅ

Ｅ

Ｎ

市市民窓口課 国保年金医療係（☎22‑7194)
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〒925‑8501 石川県羽咋市旭町ア200番地

勾玉
そうしんぐ

勾玉は、石材を割り磨いて作る装 身具で、緑色の翡翠（ヒスイ）製のもの
がよく知られます。一番の特徴はその独特の形状で、穴の開いた玉の部分か
ま

令和３年（2021）

令和３年10月１日発行／月刊

ま が た ま

遺跡編

№832

10月号

古代神まつりの道具３

よ

らコの字状に延びる突起部分に、悪いものを近づけない「魔除け」の祈りが
込められていると考えられています。おもに弥生時代から古墳時代に生産さ
ふくそう

れますが、古墳時代になると、古墳の内部に副葬されて死者の権威を示す道

かっせき

寺家遺跡からは、３点の勾玉が出土しています。石材は瑪瑙（メノウ）製が２点と滑石製が１点あ
り、なかでも赤いメノウ製のものは、よく磨きがかけられた優品です。これらは平安時代の９世紀代
の土器や銅鏡などの神まつりの道具と共に見つかっており、古代の神社で神を祀るため使用された道
具のひとつと考えられます。
鏡・剣・勾玉は「三種の神器」とも言われるように、神まつりには欠かせない道具です。古代の
人々がどのように神を祀り、祈りを捧げていたのか、遺跡と考古学は、その一端を教えてくれます。

編 集 後 記
８月23日に羽咋中学校で行われたセミナー（４㌻参照）では、「予習→授業→復習→テスト→予習…」の循
環が勉強の基本であるとし、授業中のノートの使い方や復習をするタイミングなどの具体的手法、やる気を引
き出す生活習慣など、「勉強の仕方」が紹介されました。
生徒にとってはもちろん、大人にとっても大変勉強になるお話でした。
（谷村）

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

具になり、徐々に神に捧げるための特殊な道具へと移り変わっていきます。

寺家遺跡出土
勾玉

