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今年の成人式は、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、お楽しみ抽選会などの交歓
会と式典を実施しました。また、YouTubeを活用したライブ配信も行い、参加できなかった
人へ動画が配信されました。
交歓会では、実行委員会が企画した「お楽しみ抽選会」や「恩師からのビデオレター」を実
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令和

成 人

４年

人 式

施したほか、華やかな装飾を施したフォトブースや、聖火ランナーの横山ゆかりさんからお借
りした聖火リレーのトーチと一緒に大勢の新成人が記念撮影を行っていました。
式典では、新成人代表として田村響稀さん、中村晃瑠さん、中谷真唯さんが「誓いの言葉」
を述べ、203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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羽咋市のキャリア教育
文 部 科 学 大 臣 表 彰 を 受 賞
羽咋市教育委員会では、小・中学校ともに「学び・考え・具現化し、夢の実現へとつなげる取組」をよ
り体験的なものとなるよう、市と地域の事業者と連携しながらキャリア教育を体系化しています。
一連の活動を通して、一人ひとりの社会的・職業的自立に向け，必要な基盤となる基本的・汎用的な能
力（人間関係形成・社会形成能力、自己理解・自己管理能力、課題対応能力、キャリアプランニング能力）
を育てることをねらいとしています。

導入

地域の特色・文化を学

ぶ

提案

地域の未来を

考える

現地学習＋ワークショップ
講師による地域の現状を把握
発展や改善への提案

実践

夢の
実現
現
の実
夢

現地学習
産業：道の駅、イノシシ特産化、伝統漁、農業
環境：海岸清掃参加、希少昆虫観察

後輩 たちへの 贈り物
経験を後輩につなぎ、
次年度以降の取組を
より良いものに

継続

生徒による提案の｢ 具 現 化 ｣

提案の中からの実践活動
例：商品開発・防災マニュアルの作成
グループ活動による連携

PD CA
サイクル

保護者や後輩の前で発表
プランから実践したこと
の発表まで行うことで、
一連の流れを完結

発展 ｢ 夢 の 実 現 ｣ を イ メ ー ジ
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卒業

修学旅行の活用
・夢で終わらせない
・使命をもって働く素晴らしさ
・郷土への思いを深める

自身の夢を実現!! ＋ 地域の情報を発信
・ふるさとへの誇り
・具体的な実践経験の応用
・夢を実現する努力
・チームで考える協調性
・キャリア・パスポートでの小中連携

平教育振興基金を活用した事業
羽咋市の小中学生に対する教育に関して、生徒が自ら学ぶ力や知的好奇心を持って伸び続けることができ
るように、株式会社インプルーブメンツの平美都江社長から寄付を受けた１億円を基金として積み立てまし
た。
それを活用して、小学校５年生から中学校３年生までを対象に、講演会などの事業を実施しています。
これまでの事業
開催日

対象

内容

８月23日

中学校３年生

10月25日

小学校５、６年生

11月15日

羽咋中２年生

夢実現 コーチングセミナー「自ら学ぶ力、知的好奇心を育てる」

11月16日

邑知中２年生

夢実現 コーチングセミナー「自ら学ぶ力、知的好奇心を育てる」

中学校１年生

夢実現 コーチングセミナー「自ら学ぶ力、知的好奇心を育てる」

12月 ６日
12月27日
28日
１月６日
７日
９日
10日

夢実現 コーチングセミナー「自ら学ぶ力、知的好奇心を育てる」

中学校３年生

「ニュースで広げる好奇心」

「高校受験で鍛えるレジリエンス 〜ラストスパート編〜」

中学校３年生

オンライン学習相談会

瑞穂小、邑知小５,
６年生

オンライン講座「探究型記述講座」

春休みには他の小学校へ
も拡大

12月６日に羽咋中学校で行われたセミナーには、市内中学３年生144
人が参加しました。これは、８月に実施されたセミナーを踏まえて、受験
を間近に控えた生徒らに対して行われたものです。
講師の清水章弘さんは、「勉強とは『できない』を『できる』にするこ
とであり、覚える作業の時間は短く、いかに間違い直しに時間を使うかが
大切」、
「学んだことを真っ白な紙に書きだす『白紙勉強法』が効果的」、
「学
んだことを人に教えることで、頭の中が整理される」などと生徒らに伝え
ました。
今後の事業予定
開催予定日

対象

内容

１月24日

羽咋中学校１, ２年生

作文講座、サイエンス講座

２月 ７日

邑知中学校１, ２年生

作文講座、サイエンス講座

講師

株式会社プラスティー教育研究所

代表取締役

清水 章弘

氏

執行役員

安原 和貴

氏

次年度以降は、教員向けの学習コーチング研修や授業づくり、若手教員研修会、児童生徒による夢宣言作
文コンテスト、オンライン学習などを計画しています。
また、特に高度な教育にアクセスするために、令和４年４月から毎週土曜日の夜間に、東京とつないだオ
ンライン学習塾やオンライン自習室も開設する予定です。
問い合わせ

羽咋市教育委員会 学校教育課（☎22‑7131）
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英検合格者の生徒を表彰
12月21日、英検２級と準２級を取得した市内中学生27人が表彰を受けました。
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しているもので、今回で４回目になります。
表彰式では、八島和彦教育長が「英語教育に力を入れてから４年、成果が出てきたことをうれしく思
う。今後も自分を磨き、さらなる高みを目指してほしい」と激励。英検２級取得者２人に教育長表彰を、
準２級取得者25人（過去最多）に奨励賞を贈りました。

表彰を受けた生徒ら

受賞者の皆さん （敬称略）
１ 教育長表彰（英検２級取得者）
端谷花（羽咋中３年）、浅野瑛辰（邑知中２年）
２ 奨励賞（英検準２級取得者）
荒木建貴、碓井杏菜、小𠩤亜衣、小笠原克彦、酒井佳純、
辰尾莉沙、中山絢乃、平場百華、藤田理沙、干場裕貴、
堀井みずき、儘田希桜、安中颯花、山本莉沙（羽咋中３年）
杉本彩葉、石櫃由奈、盛田あず、政岡クララ（羽咋中２年）
内田大煌、楠陽花、新田一善、能山雄登、濵田咲、宮田
奈々実、山田真琴（邑知中３年）

｢カラテ甲子園｣の成果を報告
12月９日、極真会館浜井派羽咋桝田道場に所属する選手ら
３人が市役所を訪れ、全国大会（JKJO全日本ジュニア空手道
選手権大会）の成果を報告しました。
この大会は、全国の精鋭が集う「カラテ甲子園」とも呼ばれ
るもので、競技者誰もが一番に目指す大会です。
桝田智也くんが幼年男子の部で優勝、金曽梨子さんが小学
４年女子30kg以上の部で３位、三宅愛瑠さんが小学６年女子
40kg未満の部でベスト８と、それぞれ優秀な成績を収めました。

成果を報告した選手ら

羽咋武道館が全国大会へ
羽咋中学校の生徒３人が、「羽咋武道館」（団体名）として、
全国道場少年剣道大会への出場を決めました。
出場するのは、古迫功明さん（３年）
、松生惟里さん（３年）
、
永原秀悟さん（２年）です。
選手らは、昨年５月の県大会で準優勝し全国大会の出場を決
めましたが、７月に大阪市で行われる予定だった大会がコロナ
禍で延期となりました。しかし、大会が今年１月に開催される
ことが決定されたことを受け、12月20日に市役所を訪れ、大
会への意気込みを語りました。
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出場を報告した選手ら

令和４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
①一般事務

人員
職務内容・応募資格など
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介護認定調査員

１人

③保健師

若干人

④学校用務員

１人

介護支援専門員または看護師資格を有する人
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
保健師または看護師の資格を有する人

学校内外の整備、給食準備の補助など

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
⑦公民館主事
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．勤務条件など

６．募集要項・申込書の取得方法

勤務時間は原則１日７時間（各勤務場所におい

①市のホームページからダウンロード

て別に指定）
。ただし、⑤は６時間30分、⑥は

（https://www.city.hakui.lg.jp）

４時間。

②総務課（市役所３階）または市民窓口課（市

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４年４月

５．受付期間

２月１日㈫〜２月10日㈭

７．申込方法
インターネット(電子申請)、郵送、持参のいずれか

（土日を除く、８:30 〜 17:15）
申込み・問い合わせ

役所１階）で取得。

〒925‑8501

※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）

始まってます！ 羽咋市公式インスタグラム
市では、公式インスタグラムを通じて、はくいの魅力を世界に発信していきます！
みなさんの

＃ほっとはくい

は何ですか？

あなたが知っている羽咋市の「おいしい」「たのしい」
「かわいい」
「きれい」に、
＃ほっとはくい

をつけて、投稿してください。

また、ご自身でインスタグラムへの投稿は難しいけど ＃ほっとはくい を知って
いるという方は、自薦他薦を問いません、取材に伺いますのでご連絡ください。
※掲載に至らない場合や、他のSNSでの掲載となる場合もありますのでご了承ください。

インスタ写真コンテスト 応募締切迫る！
「羽咋」スタイル フォトコンテスト2021（羽咋市観光協会×東京カメラ部）
令和４年３月３日までに、指定のハッシュタグをつけて羽咋市の魅力的な写真を投稿してください。
投稿してくれた方の中から30人に、素敵な商品をプレゼントします。
詳しくは、「羽咋スタイル フォトコン」で検索
問い合わせ

市商工観光課（☎22‑1118）

No.836 2022年２月 広報はくい
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新型コロナワクチン

３回目接種についてのお知らせ
１

対象者と接種時期
対象者

接種時期

医療従事者など・高齢者施設などの入所者・従事者、通所サービス
事業所の利用者・従事者、病院・有床診療所の入院患者

２回目のワクチン接種後
６カ月経過以降

上記以外の人

２回目のワクチン接種後
７カ月経過以降

２

使用するワクチン
１・２回目に接種したワクチンの種類に関わらず、ファイザー社または武田／モデルナ社のワクチンを
使用します。ファイザー社は１・２回目の接種量と同量の0.3㎖ですが、武田／モデルナ社は半量の0.25
㎖になります。
国からのワクチン供給の制約などにより、希望する時期に希望する種類のワクチンを接種できない場合
がありますのでご理解願います。

３ 安全性と効果
【安全性】ファイザー社と武田／モデルナ社の薬事承認において、３回目接種後７日以内の副反応は、１・
２回目の接種後のものと比べると、どちらのワクチンにおいても、一部の症状の出現率に差が
あるものの、おおむね１・２回目と同様の症状がみられました。
ファイザー社
（２回目→３回目接種後の症状）

発現割合

武田／モデルナ社
（２回目→３回目接種後の症状）

50％以上

疼痛（78.3→83.0％）
疲労（59.4→63.7％）

疼痛（88.3→83.8％）
、疲労（65.4→58.7％）
頭痛（58.8→55.1％）

10 〜 50％

頭痛（54.0→48.4％）、筋肉痛（39.3→39.1％） 筋肉痛（39.3→39.1％）、関節痛（42.9→41.3％）
悪寒（37.8→29.1％）
、関節痛（23.8→25.3％） 悪寒（44.3→35.3％）、リンパ節症（14.2→20.4％）

１〜 10％

38度以上の発熱（16.4→8.7％）
腫脹（6.8→8.0％）、発赤（5.6→5.9％）
リンパ節症（0.4→5.2％）

38度以上の発熱（15.5→6.6％）
腫脹・硬結（12.3→5.4％）
紅斑・発赤（8.7→4.8％）
出典：特例承認に係る報告書

【効

４

果】３回目の接種をした人の方がしていない人よりも、新型コロナウイルスに感染する人や重症化
する人が少ないと報告されています。

１・２回目と異なるワクチンを用いて３回目を接種した場合の安全性と効果

英国では、２回目接種から12週以上経過した後に、１・２回目と同じワクチンを接種しても、異なる
ワクチンを接種しても、安全性の面で許容されると報告されています。
また、１・２回目接種でファイザー社ワクチンを接種した人が、３回目でファイザー社ワクチンを接種
した場合と武田／モデルナ社ワクチンを接種した場合のいずれにおいても、抗体価は十分に上昇します。

５

接種開始日
接種形態

接種会場

接種開始日

集団接種

公立羽咋病院

２月14日㈪

個別接種

市内協力医療機関

１月26日㈬

詳細は、順次発送する接種券に同封の案内を
ご覧ください。

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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輝くはくい活性化給付金(前期分・後期分)締切間近

2/15(火)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「輝くはくい活性化給付金（前
期・後期）」について、申請期限が迫っています。
該当する事業者は、忘れずに申請してください。
概

要

手続き

事業収入が2019年同月比で20％以上減少した市内に本店登記地を有する法人または住所を有
する個人事業主へ20万円を上限に給付
詳しくは、市ホームページまたは市商工観光課までお問い合わせください。
申込み・問い合わせ

市商工観光課（☎22‑1118）

プレミアム付ＵＦＯ商品券 使用期限迫る！

ん
みほ

2/28(月)まで

地域経済を活性化するため、昨年９月から10月に購入希望者を対象
に販売したプレミアム付ＵＦＯ商品券（紫色）の使用期間は、令和４年
２月28日までです。
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 市商工会（☎22‑1393）、市商工観光課（☎22‑1118）

予約制乗合交通「のるまいかー」の実証実験は３月31日で終了
地域の公共交通の課題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
として昨年10月１日から行っている実証実験は、予定どおり令和４年３月31日㈭で終了となります。
また、令和４年２月１日から、実験の一環として、料金を下記のとおり変更します。
す。
変更前 運賃（１名）大人300円、小学生150円、未就学児無料
変更後 運賃（１名）大人200円、小学生100円、未就学児無料
なお、実証実験終了に伴い、運行を休止していた「るんるんバス・粟ノ保コー
ス」については、令和４年４月１日㈮から運行を再開します。
問い合わせ

市企画財政課（☎22‑7162）

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症対策として、令和３年度の住民税非課税世帯等に対して、１世帯当たり
10万円を支給します。受給するには、手続きが必要です。
対象世帯（住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯を除く）
市ホームページ
①世帯全員の令和３年度分の市民税均等割が非課税である世帯
→対象世帯へ案内チラシと確認書を送付しましたので、内容を確認の上、確認書を返信
してください。
②新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年１月以降の家計が急変し、住民税非
課税世帯相当の収入となった世帯 →申請が必要
問い合わせ

羽咋市コールセンター（☎22‑7184）平日の午前10時から午後５時
市健康福祉課 援護係（☎22-3939）

No.836 2022年２月 広報はくい
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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４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４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

時

間

対象地区

会

場

２月22日㈫

13:30 〜 16:00

越路野地区

越路野公民館

２月24日㈭

13:30 〜 16:00

一ノ宮地区

一ノ宮公民館

２月25日㈮

13:30 〜 16:00

神子原地区

邑知公民館神子原分館

３月 １日㈫

13:30 〜 16:00

上甘田地区

上甘田公民館

３月 ２日㈬

13:30 〜 16:00

鹿島路地区

鹿島路公民館

３月 ３日㈭

13:30 〜 16:00

粟ノ保地区

粟ノ保公民館

３月 ８日㈫

13:30 〜 16:00

富永地区

富永公民館

9:00 〜 11:30
３月 9日㈬
13:30 〜 16:00

３月10日㈭

9:00 〜 11:30
13:30 〜 16:00

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、 邑知公民館
福水町、中川町、白石町、尾長町、
志々見町、菱分町、堀替新町
酒井町、四柳町、下曽祢町
大町、金丸出町

余喜公民館

※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 ４日㈮

10

時

間

17:30 〜 19:30

広報はくい No.836 2022年２月

対象地区
市内全地区

会

場

市役所２階203会議室

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 青色申告をしている人

５ 住宅借入金等特別控除を初めて受ける人

２ 収入金額1,000万円以上の事業所得がある人

６ 相続等生命保険年金の支払いを受けた人

３ 土地や家屋を売った人

７ 雑損控除の申告をする人

４ 配当、株式の譲渡や先物取引による所得また

８ 過去の年分の申告をする人

は損失がある人

９ 亡くなった人の確定申告をする人

■申告が必要な人（令和４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.836 2022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
□ 本人確認ができるもの(｢マイナンバーカード」または｢通知カード＋身分証明書(運転免許証など)｣)
※所得税の還付申告をする人は必要です。
□ 口座番号がわかるもの（本人名義）
所得確認のため
□ 給与、公的年金などの源泉徴収票
※紛失した場合は、そ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
※生命保険などの満期返戻金や個人年金などの支払いを受けた人は、保険会社などから交付された
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、医療費などの領収書と保険金などで補てんされる金額が分かるもの
※事前に「医療費控除の明細書」の作成が必要です。 個人ごと、医療機関ごとに合計金額を記入し
てください。令和３年中に支払った医療費が対象となります。
※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、寄附金控除に関する証明書
※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。
※「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した場合であっても、納税先が５カ所を超える場合
や確定申告をされる場合には、すべての寄附金領収書などの提出が必要です。

届出書の提出など、詳しい情報はこちら
国税に関するご相談は電話相談センターへ
七尾税務署へ電話をかけ、音声案内に従い 番号 を選択し、さらに音声案内に従い相談内容を選択
七尾税務署

☎0767‑52‑3381（受付8:30 〜 17:00

１電話相談センター

土、日、祝日及び年末年始を除く）

２税務署からのお尋ね・税務署での面接相談の予約など

３消費税の軽減税率・インボイス制度についてのご相談等
※

12

４国税局猶予相談センターへの相談

所得税等の確定申告期は、０番に確定申告に関するご相談などが追加されます。

広報はくい No.836 2022年２月

｢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３年12月31日現在で要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。年の中途で亡くなられ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）

国民年金保険料の納付は 口座振替 が便利でお得です
１．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。
２．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。
なお、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。
振替方法

申込期限

６カ月前納上期（４月〜９月分）、
１年前納、２年前納
６カ月前納下期（10月〜翌年３月分）

２月末
８月末

３．手続きに必要なもの

４．申込先

・年金手帳（基礎年金番号）

・口座振替を行う口座のある金融機関

・金融機関の預貯金通帳

・年金事務所

・通帳の届出印

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。
・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。

問い合わせ

七尾年金事務所（☎0767‑53‑6511）

No.836 2022年２月 広報はくい
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この一票

みんなで政治を

動かそう

石 川 県 知 事 選 挙
投票日時

３月13日(日) 午前７時〜午後８時

投票日に投票所へ行けない人は、期日前投票ができます
期日前投票所
羽 咋 市 役 所

１ 階

期

市 民 談 話 室

マックスバリュ羽咋店店内 憩いのひろば

間

時

２月25日(金)〜３月12日(土)
３月６日(日)〜12日(土)

間

午前８時30分〜午後８時
午前10時〜午後７時

入場券の裏面に「期日前投票宣誓書（請求書）
」が印刷されています。混雑緩和のため、ご自宅などで事
前に記入のうえ、お越しください。投票日が近づくにつれて混雑が予想されますので、早めに投票をお願い
します。

羽咋市で投票できる人
平成16年３月14日までに生まれた満18歳以上で３カ月以上継続して羽咋市の住民基本台帳に記載され住
んでいる人（転出した場合は４カ月を経過せず、転入先の選挙人名簿に登録されていない人に限る）
最近住所を異動した人は、投票の場所が変わる場合や、投票できない場合がありますので、下記の表を参
考にしてください。詳しくは、羽咋市選挙管理委員会までお問い合わせください。
区分

投票場所

投票できる日

羽咋市に転入した場合

令和３年11月23日以前

羽咋市

２月25日から

令和３年11月24日から
12月１日まで

羽咋市

３月１日から

県内の市町から

県外の市町村から

羽咋市から転出した場合

令和３年12月２日以降

転入前の市町

２月25日から

令和３年11月23日以前

羽咋市

２月25日から

令和３年11月24日から
12月１日まで

羽咋市

３月１日から

令和３年12月２日以降

石川県知事選挙は投票できません

令和３年11月23日以前

転出先の市町

２月25日から

令和３年11月24日から
12月１日まで

転出先の市町

３月１日から

県内の市町へ
令和３年12月２日以降

県外の市町村へ

14

届出日

羽咋市

石川県知事選挙は投票できません。
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２月25日から

要

件

※「引き続き石川県内
に住所を有する旨の証
明書」が必要。ただし、
転入前の市町の選挙人
名簿に登録されている
人

※「引き続き石川県内
に住所を有する旨の証
明書」が必要。ただし、
羽咋市の選挙人名簿に
登録されている人

石川県知事選挙

入場券はハガキで送付します
■投票所、投票時間などを記載した「投票所入場券」を２月24日から順次発送します。お手元に届くまで２,
３日かかる場合があります｡
■入場券を紛失したり忘れたりしても、選挙人名簿で登録された本人であることが確認できた場合は、投票
できます。スムーズな投票のために、本人確認証（マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など）
の提示にご協力願います。

選挙公報は３月11日までに各家庭に配布予定です
市役所１階ロビーや各公民館にも備えつけてありますので、ご利用ください。

指定病院等や郵便による不在者投票ができます
指定病院等
石川県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどに入院･入所している人は、その施設で不在者
投票をすることができます。市内では「公立羽咋病院」
、特別養護老人ホーム「眉丈園」
「はくいの郷」の
３か所です。

郵便による不在者投票
体の不自由な人は、郵便により自宅で投票することができます。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証をお持ちで、一定の条件に該当する人が対象と
なります。障害の程度についてはお問い合わせください。該当者のうち、上肢若しくは視覚に障害のある
人は、代理で郵便投票をすることもできます。
郵便による不在者投票をするには、羽咋市選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要です
ので、事前に羽咋市選挙管理委員会に申請をお願いします。投票用紙の請求期限は３月９日㈬です。

新型コロナウイルス感染症により療養の方も郵便で投票できます
新型コロナウルス感染症により宿泊・自宅療養等されている人で、一定の要件を満たす場合、郵便により
投票することができます。詳しくは、羽咋市選挙管理委員会までお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症対策について
投票所では「アルコール消毒液の設置」
、「記載台や鉛筆の消毒」
、「事務従事者のマスク着用」などの
感染症対策に取り組みます。有権者の皆さまにもご協力をお願いします。

【有権者の皆さまへ】
〇投票所でのマスクの着用にご協力をお願いします。
〇投票所出入口での手指消毒、帰宅後の手洗いやうがいにご協力をお願いします。
〇周りの人との距離を保つようにお願いします。
〇持参した鉛筆を使用することができます（ボールペンなどはインクがにじむのでご遠慮願います）

投票所一覧
投票区名

投票所の場所

投票区名

投票所の場所

第１投票区 羽咋市役所 １階市民談話室

第９投票区 羽咋市尾長出会館 研修室

第２投票区 羽咋市立羽咋公民館 ホール

第10投票区 羽咋市本江町会館 第二集会室

第３投票区 羽咋市立千里浜公民館 研修室

第11投票区 羽咋市立余喜公民館 集会場

第４投票区 羽咋市立粟ノ保小学校 会議室

第12投票区 羽咋市立鹿島路公民館 研修室

第５投票区 羽咋市立富永公民館 ホール

第13投票区 羽咋市立越路野公民館 集会室

第６投票区 羽咋市円井町会館 和室

第14投票区 羽咋市立一ノ宮公民館 集会室

第７投票区 羽咋市立邑知公民館 ホール

第15投票区 羽咋市立上甘田公民館 集会室

第８投票区 羽咋市立邑知公民館神子原分館 大集会室

問い合わせ

羽咋市選挙管理委員会（☎22‑7191、FAX22‑9971）
No.836 2022年２月 広報はくい
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クリンクルはくい施設使用料金改定のお知らせ
リサイクルセンター（クリンクルはくい）の施設使用料
は、近隣のごみ処理施設の料金にくらべ低くなっており、
受益者負担の適正や均衡を保つため、使用料を改定します。
また、事業所などから出る一般廃棄物についても、本来
は処理費用原価相当を使用料とすべきものですが、概ね２
分の１の負担となるよう改定します。
ご理解の上、ご協力をお願いします。

改定内容
改定日

令和４年４月１日

◆家庭ごみ
区分
基本額

改定前
50㎏以下

改定後

備考

50㎏以下
300円

500円
基本額50㎏を超えた場合
500㎏まで10㎏ごとに

基本額50㎏を超えた場合

加算額

100円

別途消費税等相当額
が加算されます。

10㎏ごとに
60円

500㎏を超えた場合
500㎏を超えた分10kgごとに
150円

◆事業系一般廃棄物
区分
基本額

改定前
50㎏以下

改定後

備考

50㎏以下

1,000円

1,200円
別途消費税等相当額

加算額

基本額50㎏を超えた場合

基本額50㎏を超えた場合

10㎏ごとに

10㎏ごとに

200円

が加算されます。

240円

※産業廃棄物については従来どおり搬入できません。

問い合わせ
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羽咋郡市広域圏事務組合事務局 環境保全課（☎27‑1153）

利用助成制度のご案内
の と 里 山 空 港 を 利 用 し て お 得 な 旅 を！

羽咋市からの助成制度
①個人助成制度

②団体助成制度

＜対象者＞羽咋市民、羽咋市内事業所の勤務
者、市内に通学する学生
※市外の人は、自分の住所地に助成制度がな
い場合に限る
＜助成金額＞
往復 １人につき3,000円
片道 １人につき1,000円

＜対象者＞団体の構成員すべてが市内に住所
を有し、10人以上で、かつ、往復でのと
里山空港を利用する団体
＜助成金額＞
１人あたり地域商品券1,000円

※幼児で座席を確保しない場合は、助成対象外

※往復90日以内の旅行に限る
※羽咋市商工会が発行する地域商品券で交付
※①と②の併用可

申請方法
旅行後３カ月以内に、申請書に搭乗券半券（搭乗案内と記載されたレシート状のピンク色の紙）
を添付し、振込先口座などを明記して、市役所１階市民窓口課で申請してください。
※申請時に、申請者（利用者）の住所などが確認できる免許証、健康保険証などを提示してください。
※家族で利用した場合は、代表者が一括して申請して助成を受けることができます。
※②の団体助成制度を利用される人は、事前にご連絡をお願いします。
※羽咋市からの助成と、同盟会の助成（下記）は併用できます。
問い合わせ 市企画財政課（☎22‑7162）

のと里山空港利用促進同盟会からの助成制度（会員特典助成制度）
のと里山空港ウイング・ネットワーク会員募集中（年会費1,000円）
①ファミリー旅行助成金

②ハッピーバースデイ旅行助成金

＜対象者＞同一便で旅行した能登在住会員２
人以上の家族（同一世帯）
※会員期間中は年４回まで申請可
＜助成金額＞
往復１人 3,000円
（令和４年３月31日までの期間中、対象の
旅行会社で申し込むと、往復2,000円加算）

＜対象者＞誕生月にのと里山空港を往復利用
した会員
＜助成金額＞
往復１人 3,000円
（令和４年３月31日までの期間中、対象の
旅行会社で申し込むと、往復2,000円加算）

③グループ旅行助成金
＜対象者＞ウイング・ネットワーク会員５人
以上の団体で能登羽田便を利用した団体
※ウイング・ネットワーク非会員の場合は、
10人以上で申請可
＜助成金額＞
往復１人 3,000円
片道１人 1,000円
（冬季限定キャンペーンで令和４年３月31
日までの期間中、対象の旅行会社で申し込
むと、往復2,000円、片道1,000円加算）

申請方法
申請書、搭乗案内（写し）または搭乗証明書、
参加者名簿（グループ旅行のみ）
※①②③の併用は不可
詳しくは、のと里山空港助成金制度ホームペー
ジをご確認ください（冬季限定キャンペーン対象
旅行会社をご確認ください）。
https://www.noto-airport.jp/info/info̲784.html
問い合わせ のと里山空港利用促進同盟会
（☎0768‑26‑2366）
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児童手当

２月10日が支給日です

令和３年10月から令和４年１月分の児童手当が２月10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

【所得制限以上の方】
年齢区分に関係なく

問い合わせ

5,000円

市市民窓口課 国保年金医療係（☎22‑7194）

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

妊娠中の夫婦

産婦と乳児

（ママだけ、パパだけの参加もＯＫ）

（生後４か月頃まで）

月日

２月20日㈰

２月21日㈪

時間

9:30 〜 11:45（受付9:15 〜）

13:30 〜 15:00（受付13:15 〜）

対象

場所

内容

羽咋すこやかセンター

２階

研修室

羽咋すこやかセンター

２階

和室

・妊娠中の身体のこと

・お子様の体重測定

・分娩、母乳育児のこと

・育児、母乳、ママに必要な栄養の話

・パパの妊婦体験

・ママ同士の交流

・沐浴練習

持ち物

・母子健康手帳

・母子健康手帳

・飲み物

・お子様のお世話グッズ
・飲み物

申込期限

申込み・問い合わせ
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２月10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）

放課後児童クラブ支援員・補助員を募集
放課後児童クラブでは、支援員・補助員を随時募集しています。
子どもたちの心身の健全な育成にかかわる、とてもやりがいのあるお仕事です。
下記の情報を確認のうえ、気軽にお問い合わせください。

放課後児童クラブとは？
・放課後児童クラブは、小学校の放課後や休日に、保護者が仕事などのため家にいない家庭の子どもを
お預かりし、子どもたちのあそびや生活の支援を行う施設です。
・各放課後児童クラブは社会福祉法人などが運営しています。

仕事内容
・保護者に代わって子どもたちを見守りながら、放課後を一緒に過ごします。
・おやつの準備や宿題の補助などを行います。

勤務場所・勤務時間
・市内の放課後児童クラブ
・毎週月曜日〜土曜日（祝日、旧盆、年末年始を除く）
・平日：放課後〜午後７時
土曜日・長期休暇：午前８時〜午後７時

必要な免許・資格・経験など
・特にありません（年に２,３回、研修があります）
・保育士、社会福祉士、教員などの資格保持者は大歓迎
※勤務時間や勤務日数などは各放課後児童クラブで異なります。
ご希望の勤務条件など相談に応じますので、まずは気軽にお問い合わせください。

市内の放課後児童クラブ一覧
クラブ名

所在地

羽咋放課後児童クラブ

中央町サ90 （羽咋小学校内）

邑知放課後児童クラブ

飯山町ル78‑1（邑知ふれあいセンター内）

瑞穂放課後児童クラブ

深江町ヘ16 （旧・富永保育所）

羽咋ゆりっこ児童クラブ

本町コ118

(仮称)粟ノ保放課後児童
クラブ

兵庫町タ56番地１（現・粟ノ保保育所）

問い合わせ

（旧・羽咋白百合幼稚園）

運営
社会福祉法人
羽咋市社会福祉協議会
学校法人
羽咋白百合学院
―

市健康福祉課 子育て支援係（☎22‑1114）

No.836 2022年２月 広報はくい

19

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９月生)
２月２日㈬ 午後１時〜
●１歳６か月児健診(令和２年７月生)
２月３日㈭ 午後１時〜
●４か月児健診(令和３年10月生)
２月22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。

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。
☆育児相談 ２月９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 ２月16日㈬
午前10時30分〜11時30分 定員８組

こすもす保育園親子育児講座
15日㈫ 午前９時30分〜 10時30分
「こすもす保育園の人気メニューを
食べよう！」 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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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

２月 １日㈫

容

ところ

鬼さん変身グッズを作ろう！

こすもす保育園

２日㈬

鬼はそと☆福はうち☆

羽咋幼稚園

３日㈭

節分を楽しもう！

千里浜保育所

４日㈮

風船ふわふわ

とき保育園

ど〜こだ？！

４日㈮

ふれあい遊びをしよう♪

羽咋白百合幼稚園

８日㈫

雪遊びごっこを楽しもう！

こすもす保育園

９日㈬

あらかわいい！おひなさま♡

羽咋幼稚園

14日㈪

いっしょにあそぼう！

邑知保育園

15日㈫

★こすもす保育園の人気メニューを

こすもす保育園

食べよう！ (要予約５組)
16日㈬

ひな飾りを作ろう

西北台保育所

16日㈬

ステンシルあ・そ・び♡

羽咋幼稚園

17日㈭

おひなさまを作ろう

千里浜保育所

18日㈮

おひなさまにへ〜んしん！

とき保育園

18日㈮

おひなさま作ろう！

羽咋白百合幼稚園

おひなさまガーランド作り！

こすもす保育園

22日㈫

✿大きくなったね(身体計測)
28日㈪

邑知保育園

おひな様を作ろう！

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〜 かんたん工作教室
毎 週 水 曜 日 午後４時20分〜 遊びのチャンピオン
と

き

２月 ５日㈯ 午後３時

内

容

備考

わくわく広場

19日㈯ 午後１時

お茶クラブ

19日㈯ 午後３時

ひな飾り作り

26日㈯ 午後３時

なわとび大会

講師：辻森正美さん

■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』
メンマのオススメ『児童学習本』

新米司書のオススメ『絵本』

桃太郎は盗人なのか？

せつぶんだまめまきだ

倉持

桜井

よつば／著

新日本出版社

信夫／作

教育画劇

小学５年生の女の子による調べ
学習コンクール受賞作を書籍化し
たもの。
子どもたちのヒーロー「桃太
郎」。ところが絵本『空からのぞ
いた桃太郎』を読んだ著者は、福
沢諭吉の「桃太郎は盗人」という
指摘に衝撃を受け「桃太郎」の正
義に疑問を持ち始めます。
200冊以上に及ぶ関連文献を読み解き、現地調査
にまで赴きながら、物語の変遷や鬼の正体まで徹底
的に調べ上げます。溢れる探求心に押し流されたか
のような行動力に感服します。

「 お に は ー、 そ と。 ふ く は ー、
うち」
みなさんの家では、豆まきをし
ていますか？どうして豆をまくか
知っていますか？
むかし、冬から春へと季節が変わるころに、人々
は、豆をまき、イワシを焼いて、その頭をヒイラギ
の枝にさして、悪い鬼を追い払うことをはじめまし
た。
そんな、節分の行事の由来が、わかりやすくかか
れている、絵本です。

２月の企画展

２月のイベント

■特別展示「節分・豆まき」

■映画上映会

今月の特別展示は、２月３日の節分の日に関する本

日

時：２月13日㈰

を展示しています。節分になぜ豆をまくか？節分の

場

所：コスモアイル羽咋

由来を学んでみてください！

入 場 料：無料

■一般書展示「家族で楽しむ室内あそび」

14時〜 15時半

上映内容：「ドラゴンキングダム
〜魔法の森と水晶の秘密〜」

家の中で赤ちゃんとふれあい遊びや、みんなでトラ
ンプなど、外に出られなくても遊べる本を集めまし

■ よちよちおはなし会

た。

日

時：２月28日㈪

場

所：コスモアイル羽咋

■絵本展示「しあわせいっぱいおいしい絵本」
おいしい食べものの絵本を集めました。本を読んで

小ホール

11時〜 11時半
研修室

対 象 者：どなたでも

心も体も元気いっぱいになってね！

図書館からのお知らせ
●蔵書点検・整理のため、下記の期間、休館します。

※休館中の図書・雑誌の返却は、正面玄関横のブッ
クポストをご利用ください。

２月15日㈫〜２月22日㈫

CD、DVD、BDは、２月23日㈬以降に、カウン
ターに直接ご返却ください。
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410

犬塚 清美さん(73歳）
（釜屋町出身、東京都在住）

羽咋と関東の架け橋に
羽咋高校時代は全校マラソン大会、 のコスモアイル羽咋、気多大社、妙
高校を卒業し、学生時代に上京し
てから早いもので約半世紀！学生時 男子10㎞、女子６㎞。町中のマラ 成寺など、ほかに誇れるものがたく
代に知り合った九州男児の主人と結 ソン大会とは違って、走っても走っ さん有ります。
私は現在東京で、自営で会社経
婚し、すっかり東京人となりました。 ても同じ海の景色、今は無い一ノ宮
羽咋には三人の子どもの出産時から の気多大社の鳥居を見ながら頑張っ 営しながら、東京⇔羽咋を往復し、
90歳超えの母の見守りの手伝いも
たのを覚えています。
毎年帰省しています。
千里浜も現在は全国に名を知られ 兼ね、仕事をしています。
白百合幼稚園・羽咋小学校・羽咋
郷土愛の強い関東の仲間の方々と
中学校・羽咋高校と、自然と人情味 るなぎさドライブウェイとなりまし
「いしかわ観
豊かなふるさと羽咋での18年間は、 たね。東京にいると羽咋は知らなく 「ふるさと関東羽咋会」
その後の私の人生のバックボーンと ても、千里浜は知っている！行った 光特使」として関わり、地元羽咋・
ことがある！という人たちに出会い 能登・石川県活性のお役に立てれば、
なってきました。
その架け橋になれればと願っていま
私の小学校時代は、まだ学校に ます。
その千里浜で、昨秋は地元の友人 す。
プールがなく、夏は千里浜海岸で
母校、羽咋高校も今年創立100周
海水浴授業。浜の陸地側で水着に着 たちとＳＳＴＲのお手伝いをさせて
がえ、まだ幅が広く太陽で焼けた砂 頂きました。全国から千里浜を目指 年を迎えます。今年の10月にはコ
浜を「アッチチ！アッチチ！」と走 してやって来た何千人ものドライ ロナも落ち着き、盛大に行事が開催
りながら海に走りながら海にドボー バーたちの凄い迫力に感動しました。 され、皆さんでお祝いできますよう
に祈っております。
ンと飛び込んだのを思い出しました。 日本海に沈む夕日も圧巻ですね。
その時の足の裏の焼ける砂の熱さは、 羽咋にはこの千里浜のほか、自然
豊かな里山里海、自然農法、ＵＦＯ
今もよみがえります。

学ぼう！語ろう！活動紹介③

輪を広げよう
手話の
・・・・・・
・・・

ひとこと手話
ひとこと手話

羽咋市身体障害者福祉協議会
障がいのある人の福祉向上、社会参加、情報交換、障
がい者への理解を目的に昭和35年から活動しています。
市、社会福祉協議会、および関連機関への要望書の提
出、また、福祉関係の運営協議会、策定委員会に参画し

今月の手話「何時？」

障がい者に関する社会福祉の向上と理解を求めています。

①｢時間｣と②｢いくつ？｣の手話を組み合わせます。

障害者福祉大会の開催、市や県の福祉大会、福祉祭り

①

②

を始めとし、障害者スポーツ大会、スポーツ教室等へ参
加し、社会参加や健康維持、情報交換に努めています。
また、研修旅行や懇親会、友愛訪問等を行い、障がい
の理解や親睦を図っています。

左手の手の平を下に
向け、右手の人差し
指で、左手の手首を
指します

右手の手の平を上に向
け、親指から順番に折
り曲げていき、最後は
５指を握ります

藤岡京子さん（東川原町）

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

視覚や聴覚に障がいのある方、文字が見えにくい方のために、点訳・音訳・手話による「広報はくい」
を提供しています。
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ク ロ ス ワ ー ド
イ
ズ
1

・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。

2

3

6

4

5

7

8
9
11

12

15

14
16

17
※答えは35ページにあります。

単語、言葉
オレンジ、橙色
一覧表、名簿
夢、理想
終わり、結末
遊び、試合
〜から離れて、隔たって
〜につき、〜あたり
する

ヨコのカギ

10
13

タテのカギ
１
２
３
４
５
10
12
14
15

１
６
７
８
９
11
13
15
16
17

世界、地球、世間
または
鉄
持ち上げる、引き上げる
つけ札、たれ飾り
行く
地図
無視する、反抗する
私を、私に
熱、興奮

黄色く色づくロウバイ
〜桜山公園〜
花としても知られていま
す。
冬桜の名所でもある桜
藤岡市では、フジの花や冬桜な 山公園では、１月上旬から２月上
ど四季を通じて市内を美しく彩る 旬にかけて約150本のロウバイが
花々を見ることができます。ロウ 花を咲かせます。第３の広場から
第２駐車場を結ぶ道路の間の斜面
バイもその中の１つです。
ロウバイは中国原産の樹木で、 には、冬の透き通るような寒空を
半透明な花びらがまるで「蝋」で 背景に、温かい黄色の花を咲かせ
できているような光沢や色味をし たロウバイが甘い香りを漂わせて
ている「梅」、ということからロ います。
冬桜だけでなく、季節ごとに色
ウバイという名がついたと言われ
とりどりの花々が咲く桜山公園に
ています。また、「雪中四友」と
呼ばれる４種の花（ロウバイ・サ ぜひ訪れてみてください。
ザンカ・スイセン・玉梅）のうち
の１つであり、雪の中で咲く春の

No.836 2022年２月 広報はくい
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介護予防サポーター養成講座
「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。
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。
開催日時・場所

内容

第１回

２月24日㈭
13:00 〜 16:00
羽咋すこやかセンター

・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

第２回

２月25日㈮
13:00 〜 16:00
羽咋すこやかセンター

・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

第３回

後日調整

・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、水筒
●参 加 費 無料
●募集締切 ２月16日㈬
※動きやすい服装でお越しください。
申込み・問い合わせ

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

羽咋市社会福祉協議会（☎22‑6231）

２,３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

持ち物

内

【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、よろしくお願いします。

講

２月17日㈭、３月10日㈭
13:30 〜 15:00（受付13:00 〜）
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）
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
②身体をほぐす運動
③筋肉づくりの運動
※現在治療中の方は主治医に相談の
上、お申込みください。
師 健康運動指導士 元橋 美津子 氏

申込み・問い合わせ
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参加費、飲み物、タオル、マット、
マスク（着用）
運動しやすい服装でお越しください。
申込締切 開催日の前日

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）

筋力トレーニング教室のご紹介
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21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、活動を休止する場合があります。

筋トレ教室の紹介
【御坊山会館筋トレ教室】
毎週月曜日

14:00 〜 15:00

御坊山会館

筋トレの録音テープに合わせて、みなさんで号令をかけ
ながら行っています。会場などの準備は、参加者で協力し
て助け合いながら開催されています。
会場にはまだ余裕があります。御坊山町にお住まいの方
はもちろん、御坊山町以外にお住まいの方もどうぞご参加
ください！

＜参加者の皆さんにお話を聞きました！＞
『筋トレ教室の良い所はどんな所ですか？』
・参加費が無料で、身近な場所で気軽に体を動かすことがで
きて良いです。
・負担なくできるメニューだけを行っています。自分の体調
に合わせて体を動かす機会ができて良いです。
・情報交換の場にもなっています。

＜筋トレ内容のご紹介＞
御坊山会館筋トレ教室の
動画を、市公式ホームペー
ジに一部公開しています。
ぜひご覧ください！

『元気でいるために、他にも取り組んでいることはありますか？
・御坊山町の歩こう会（毎年４〜10月に開催）にも参加し
ています。
・家事の合間に体を伸ばすようにして、体を動かす機会が増
えるように工夫しています。
・縫物や大正琴など、趣味の集まりに参加しています。

あなたの地域でも筋トレ教室をはじめてみませんか？ご相談に乗ります！
問い合わせ

市地域包括ケア推進室（市役所１階⑧番窓口

配食サービス昼食券の払戻

☎22‑0202）

〜未使用の配食サービス昼食券は
残っていませんか？〜

払戻しの申請は、昼食券を添えて、
「配食サービス利用券払戻申請書」により行っ
てください。

申請期限は令和４年３月31日㈭です。令和４年４月以降は返金できませんの

ん
みほ

令和２年３月末で、市配食サービス利用時のチケット制は廃止しています。

でご了承ください。
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.836 2022年２月 広報はくい
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羽咋消防署からのお知らせ
救急車の適正利用に協力をお願いします！
〜救急車を正しく使いましょう〜
昨年、救急車で搬送された方のうち、入院を必要としない軽症の割合は約40％です。
本当に救急車を必要としている人のために、救急車の適正利用にご協力ください。

救急車が必要な時はどんな時？
○意識がない（返事がない）
○けいれんがとまらない
○大量の出血を伴う怪我
○交通事故、溺れている、高いところからの転落
○ものをのどに詰まらせて呼吸が苦しい、意識がない

本当に救急車が必要ですか？
○救急車で病院に行けば優先的に診てもらえると思った
○歩けるが、どこの病院に行けばよいか分からない
○本日受診(入院)する予定が入っているので病院に行きたい
○誰かに話を聞いてほしい

救急車が適正に利用されないと・・・
１１９番通報で救急車の要請を受けると、対応可能な近くの救急車が出場します。
救急車の数には限りがあり、救急要請が重なった場合、遠くの救急車が出場することとなり、到着
まで時間がかかります。
救急車の到着が遅れるほど、命の危険が迫っている人の助かる可能性が低下していきます。救急車
を必要としている人に一刻も早く、救急車が到着できるよう、適正な利用を心がけましょう

問い合わせ

羽咋消防署 警備係（☎22‑7812）

自動車の検査・登録申請は３月を避けて、お早めに
毎年３月は、自動車検査・登録が集中し、窓口が大変混雑します。
継続検査（車検）は、有効期間の満了する日の１カ月前から受検できる制度を利用して、比較的空い
ている２月中旬までに受検してください。また、名義変更や廃車の手続きなどについては、３月上旬ま
でに済ませるよう、ご理解とご協力をお願いします。
自動車の所有者の住所変更手続きなどについては、マイナンバーカードを使ったWeb申請ができま
す。詳しくは、Webサイト（https://www.oss.mlit.go.jp/portal/）をご覧ください。
問い合わせ
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北陸信越運輸局 石川運輸局
登録・検査に関すること（☎050‑5540‑2045）
自動車関係手続ワンストップサービス(電子申請)に関すること（☎050‑5540‑2000）
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「石川県動物の愛護及び管理に関する条例」が施行されます
「石川県動物の愛護及び管理に関する条例」が４月１日から施行されます。
この条例の施行により、県民の動物愛護精神の高揚と適正な管理の普及を図り、人と動物がより良い
関係で暮らしていける地域社会づくりをめざしていきます。
条例には、以下のようなことが定められています。
○動物を飼っている方が守ること
【動物一般の飼い主】
・適切なエサやり・水やり、ふん尿などの適正な処理、
健康状態の日常的な確認など
【犬の飼い主】
・人に迷惑を及ぼさないようにするためのしつけを行う
・囲いの中で飼うか、ロープなどでつないで飼う(係留)
【猫の飼い主】
・屋内で飼うように努める
問い合わせ

地域安全ニュース

○動物による危害を防止し、周辺の迷惑に
ならないよう、次のことが義務付けられ
ます
・犬または猫を合わせて６頭以上飼ってい
る方の届出義務
・犬を係留して飼う義務
・犬が人を咬む事故を起こした場合の飼い
主の届出義務
詳しくは県ホームページへ▶

石川県 健康福祉部 薬事衛生課（☎076‑225‑1443）

羽咋警察署・羽咋郡市防犯協会連合会からのお知らせ

〜キャッシュカードを騙し取る手口に一層のご注意を！〜

ハク太郎
ク太郎

警察官、市役所職員などをかたり、キャッシュカードを騙し取る手口の詐欺に注意してください。
１．警察官をかたる犯人からの不審電話の例
「あなたのカードが使用されている」
「あなたの口座が被害に遭っている」

２．市役所職員などをかたる犯人からの
不審電話の例
「還付金がある」
「高齢者を対象にお金がでる。通帳とキャッシュ
カードを用意してほしい」

電話の後、警察官、市役所職員などをかたる犯人が被害者宅を訪れ、暗証番号を聞き出し、キャッシュ
カードを騙し取る被害の発生が予想されます。
●キャッシュカードを渡さない！暗証番号を教えない！
●「留守電！切断！即相談！」で詐欺被害をブロック！
●同様の電話があれば羽咋警察署（☎22‑0110）に相談してください。

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

No.836 2022年２月 広報はくい
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県立七尾産業技術専門校 前期入校生募集

獅子舞企画展
会期

２月５日㈯〜
３月６日㈰

時間

会期中無休

９時〜 17時
（入館は16時半まで）

会場・問い合わせ
歴史民俗資料館（☎22‑5998）

募集科名 短期課程 土木建築全科
応募資格 就職に向け、熱意をもって訓練を受けられる人
取得可能資格 車両系建設機械（整地）技能講習、小型移動式クレーン
運転技能講習、玉掛け技能講習、ガス溶接技能講習、
アーク溶接特別教育
訓練期間 ６カ月（令和４年４月７日〜令和４年９月14日）
応募期間 ３月４日㈮まで
石川県立七尾産業技術専門校（☎0767‑52‑3159）

市民わくわくアカデミー講演会
スポーツと祭りは根底でつな
がっている？スポーツが人に与え
る好影響って？五輪にも出場した
「世界最速の神主」からお話を聞
きませんか？

最低賃金改正のお知らせ
石川県内の事業所に適用される最低賃金は、次のとおり改正されてい
ます。最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
◆地域別最低賃金（県内すべての労働者に適用）
時間額

改正発効日

861円

R3.10.7

主な適用業種

時間額

改正発効日

石川県金属素形材製品、ボルト・ナット・リ
ベットなどその他の金属製品、はん用機械器
具、生産用機械器具、発電用・送電用・配電
用電気機械器具、産業用電気機械器具製造業

946円

３月12日㈯

石川県最低賃金

14:00〜15:30(13:30開場)

◆特定最低賃金

日時
場所

羽咋すこやかセンター
いきいきホール

演題

オリンピックは祭り

講師

大森 重宜 氏
（金沢星稜大学

教授）

・ロサンゼルスオリンピック
400ｍ障害、400ｍリレー代表
・日本オリンピック委員会選手
育成強化スタッフ
参加費

無料

申込

など
不要

羽咋市市民活動支援センター
（☎22‑9979）
広

告

石川県自動車・同付属部品、自転車・同部分
品製造業

R3.12.31

石川県電子部品、デバイス・電子回路、民生
用電気機械器具、情報通信機械器具製造業

896円

石川県百貨店、総合スーパー

890円

詳細は、石川労働局（☎076‑265‑4425）または最寄りの労働基準監
督署へお尋ねください。
石川労働局ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/

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）

一ノ宮公民館
｢市民陶芸教室｣参加者募集
日時 ３月４日㈮から全12回開催
19:30〜21:00(毎月第３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（初心者歓迎）

定員

10人

受講料
講師

◆「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？
〜｢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〜
「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
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．訓練の種類
(1)公共職業訓練（対象者：雇用保険を受給している求職者）
「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

1,500円×12回

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

松本昭二 氏

あります。

一ノ宮公民館(☎22‑0601)

・申

ハローワーク羽咋からのお知らせ

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。
(2)求職者支援訓練（対象者：雇用保険を受給できない求職者）
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。
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。
２．内容
「事務系」
「ＩＴ」
「建設」
「介護」
「製造」など訓練期間も短期から
長期までさまざまなコースがあります。

羽咋市文化協会の展示
毎月、市役所玄関ロビーで、
羽咋市文化協会の所属団体が交
替で作品を展示しています。ぜ
ひご覧ください。

３．受講料 無料（テキスト代など実費負担があります）
「ハロートレーニング」の詳細については、
気軽にハローワーク羽咋までご相談ください。
特に、４月からの入校をお考えの人はお早

２月の展示

めに！

「羽咋市手芸協会」
市生涯学習課（☎22‑9331）

広

告

問い合わせ

ハローワーク羽咋（☎22‑1241）
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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

No.836 2022年２月 広報はくい
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■市民リサイクル銀行２月分

指定管理者の決定

譲ってください

▼千里浜観光交流拠点施設（道の駅のと千里浜）
本市の魅力あふれる地域情報発信と交流人口拡大を促進し、産
業、観光、交流等における地域連携の拠点として活力ある地域の
創生を図るとともに、施設の適正な管理運営を行うため、千里浜
観光交流拠点施設（道の駅のと千里浜）の指定管理者を下記の法
人に決定しました。
指定管理者 羽咋まちづくり株式会社
指定期間
令和４年４月１日〜令和９年３月31日（５年間）
市商工観光課（☎22‑1118）
▼羽咋市市民活動支援センター
市民活動を活性化し、持続可能なまちづくりを進め、地域活動
支援と市民団体等の支援を行うとともに、センターの適正な管理
運営を行うため、羽咋市市民活動支援センターの指定管理者を下
記の法人に決定しました。
指定管理者 社会福祉法人 羽咋市社会福祉協議会
指定期間
令和４年４月１日〜令和９年３月31日（５年間）
市生涯学習課（☎22‑9331）

・ 申 市商工観光課（☎22‑1118）

人口の動き

令和３年度

小３ 女

家族川柳作品 入選作品

おとうとと 母のとりあい いっぽんがち！

小６ 女

母

中１ 男

きょうだいで どっちがかつかな？ 金メダル 母

■人口 20,569人(−20人)
□男性
9,742人(− 7人)
□女性 10,827人(−13人)
■世帯数 8,537世帯(+４世帯)
＊令和４年１月１日現在
( )内は前月比
※外国人住民を含む
【12月中の人口動態】
□出生
6人
□死亡
33人
□転入など
27人
□転出など
20人

今月の納税
納期限

２月28日㈪

固定資産税

４期

国民健康保険税 ８期
※市税の納付は便利な口座振替で
市税務課 収納係（☎22‑1113）

欄

市役所の連絡先
（代表：22‑1111）
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支え合う 家族がいれば 無敵だね

そのきずな つらい時こそ 忘れずに

自分で家事 してみて分かる 母のすごさ

母

高２ 女

母
告

自分から 手伝ってくれる 君に感謝

毎日の い｢ってらっしゃい 心
｣ の支え
高校を 卒業しても 言うからね

広

・チャイルドシート（０歳から使
えるもの）
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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

羽咋の冬の

千路駅で降車してから邑知潟

風物詩といえ

を目指します。千路町の会館前

しばらく歩くと船着き場に到

ば邑知潟の白

を左折、とき保育園の前を通り

着します。船着き場には数台の

鳥、 寒 ブ ナ。

北潟農免道路に出ると、白鳥の

車が止めてあったので、もしか

ということで

鳴き声が聞こえます。空を見上

したら寒ブナ捕りに出ている人

今回は白鳥ウォッチです。羽咋

げると数羽の白鳥が空を飛んで

がいるのかもしれませんが、湖

駅から千路駅へ、そこから邑知

います。堤防に上り邑知潟を見

面には船が見当たりません。

潟へ行くことにしました。

渡すと多くの鴨が泳いでいます

農免道路をさらに歩くと柳田

が、白鳥や寒ブナ捕りの船は見

の田んぼで白鳥が餌をついばん

えません。

でいます。ここは50羽くらい

ＪＲの時刻表をしっかり調べ
て行ったつもりでしたが、予
定の電車が土曜日、休日は運休。

つくことにしました。

鹿島路信号を中能登町方向へ

でしょうか。そして東的場の田

次の列車まで時間があったので

進むと、離れた田んぼの中に白

んぼにも15羽程度の白鳥を見

駅前のロータリーを散策しまし

鳥の群れが目に入ってきました。 ることができました。

た。「ジャーン！」「ズズズ」の

白鳥を驚かさないよう離れて数

コロナ禍や寒い時期で家に閉

石の彫刻、ＵＦＯの電飾オブ

を数えると100羽以上いそうで

じこもりがちになりますが、た

ジェ、時計塔、相撲の銅像など

す。しばらく眺めてから邑知潟

まに外へ出るのもいいことかも

多くのものがあります。

の桜並木の沿道を歩いて帰路に

しれません。
な

菊苗買いに亡き義父育てし大輪の

え

市 民 文 芸

ち

富永実生会

ち

記憶に香る古き花鉢

驚いている間に立ちぬコハクチョウ

更地にできた水たまりに来て

歴代の儀式を捨てし眞子さまの

異国のくらし祈りてやまぬ

コロナ禍の苦しみいつか過ぎし日は

マ

マスクをはずし笑顔のあいさつ

マ

結論を出したつもりがガーベラは

朝かすかに向きを変えおり

く

山本
奨子

伴子

森田外志枝

本田

研子

橋本ひろみ

西井

昌美

田辺美代子

岩谷

﹁おいしいね うんと喰いな﹂と母鳥が言う

ほじょう

白鳥百羽圃場の賑わい

吹き上ぐる風の冷たき気多の杜

みくじ引く手もかじかんでおり

新屋紀美子

藤井美恵子
告

灯台のはるかに上を越えて飛ぶ

しぶきがつつむ厳冬の港

免許証返納の友は撫でもして

今日を限りの愛車を磨く
広

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

No.836 2022年２月 広報はくい
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市役所秘書課
広報広聴係

ワーケーションモニターツアー
能登地域移住交流協議会（羽咋市、七尾市、中能登町）
は、12月15日から18日にかけて「冬の能登スタイルワー
ケーションモニターツアー」を実施し、首都圏を中心と
した移住希望者ら14人が参加しました。
初日、参加者は気多大社と妙成寺を見学。夕方からは
能登千里浜レストハウス内のコワーキングスペースで各
自仕事を行い、羽咋でのワーケーションを体験しました。
札幌市から参加した前野愛さん（フリーデザイナー）は、
「北海道とどこかの２拠点生活を考えており、このツアー
に参加した。羽咋は田舎過ぎず、魚をはじめご飯がとて
もおいしく、良いところだと感じた」と話しました。

千里浜を見ながら仕事をする参加者ら

SSTR運営委員会が寄付

目録を手渡す風間さん（右）

12月16日、オートバイミーティングイベントSSTRを
主催する風間深志さんが市役所を訪れ、千里浜再生プロ
ジェクト実行委員会へ30万円を寄付しました。
SSTRは平成25年から始まり、当初は約130人だった
参加者は増加し続け、令和３年度には5,000人を超える
イベントとなっています。10周年を迎える令和４年度に
は、２回開催の計１万人の参加者を見込んでいます。
風間さんは、「千里浜海岸があってのSSTR。大切にし
ていってほしい」と話しました。

あさひ公園にイルミネーションを設置
市は、昨年12月、羽咋の冬の夜を楽しんでもらえるよ
う、あさひ公園（旭町）にイルミネーションを設置しま
した。使っていなかったLED約6,300個を使用し、市職
員が樹木などを装飾しました。
12月23日に行われた点灯式では、出張中だった岸市長
は東京駅前からリモートで参加し、画面越しにカウント
ダウン。それに合わせて千里浜保育所の園児らが点灯ス
イッチを押しました。
このイルミネーションは、２月14日まで、16:30 〜
22:00点灯予定です。
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SNSへの投稿も大歓迎です

(仮称)羽咋駅周辺賑わい交流拠点に関する協定
12月27日、市は、(仮称)羽咋駅周辺賑わい交流拠点の
整備に関して、エステック不動産投資顧問株式会社を代
表企業とするコンソーシアム（共同事業体）と、
実施設計・
運営事業に係る基本協定を締結しました。
これは、各事業者と個別に契約する時期が異なるため、
事業予定者であることを明確にし、各種契約の締結に向
けて必要な事項を定めるものです。内容は、市と事業者
の義務、責任の負担、要求水準書の変更などについて取
り決めするものです。

エステック不動産投資顧問株式会社
武部勝代表取締役社長（左から４番目）

羽咋市退職女教師みどり会が厚労大臣表彰
羽咋市退職女教師みどり会が、ボランティア活動に対
して厚生労働大臣表彰を受けました。12月28日、会長
の酒井まき子さん(粟生町)が市役所を訪れ、岸市長に受
賞を報告しました。
同会は、昭和42年に設立され、現在66人の会員が地
域福祉や文化財保護に貢献する活動を実施。近年は豊財
院での血書般若経の虫干し作業や福祉施設へ雑巾を寄付
するなどの活動を行っており、それらの活動が評価され
たものです。

報告に訪れた酒井会長（左）

消防活動で功績のあった方々を表彰
（敬称略）
◆石川県知事表彰
功労章表彰
羽咋消防署
永年勤続功労章表彰 消防本部
消防本部
消防本部
羽咋消防署
羽咋消防署
羽咋消防署
第１分団
第１分団
第３分団
第６分団
◆羽咋市長表彰受章者
無火災地区表彰
第１分団 千里浜地区
第２分団 飯山地区
第５分団 鹿島路地区
第６分団 一ノ宮地区

消防司令補
消防司令補
消防司令補
消防士長
消防司令補
消防司令補
消防司令補
班長
団員
団員
班長

富永地区
中邑知地区
越路野地区
上甘田地区

濵名 毅幸
安達 真也
橋本 徹則
辻井 英晴
澤 一広
西塔 正隆
中谷 衛
松本 憲一
酒井 明大
小澤 健剛
大塚 哲也

退職消防団員表彰
在職５年以上10年未満の者
元第２分団 団員 所司 正芳
◆羽咋市消防団長表彰受章者
優良消防団員表彰
団 本 部 団 員 渡 留美
第１分団 団 員 中村 真也
第１分団 団 員 岡田 悠作
第２分団 団 員 澤田 一也
第３分団 団 員 川口 真弥
第３分団 団 員 今井 翔太
第５分団 団 員 松生 辰也
第６分団 団 員 山岸 健太
第６分団 団 員 岡崎 真也

若部地区

問い合わせ 市環境安全課（☎22‑7176）

No.836 2022年２月 広報はくい
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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

場

所

担

当

2/1

㈫

13:45〜16:30 あそびの教室

羽咋すこやかセンター

2

㈬

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

3

㈭

13:00〜

4

㈮

13:30〜15:30 多重債務などに関する無料法律相談

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

6

㈰

13:30〜15:00 令和3年度

コスモアイル羽咋

生涯学習課

9

㈬

10:00〜11:00 シルバー人材センター入会者説明会

12

㈯

13:30〜15:00

13

㈰

14:00〜15:30 「ドラゴンキングダム

15

㈫

16

㈬

羽咋市女性学習会

羽咋市少年少女発明クラブ
「おもしろ実験・・・？」

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

生涯学習課

コスモアイル羽咋

羽咋市立図書館

10:00〜12:00 リトミックレッスン体験・お茶タイム 老人福祉センター

社会福祉協議会

映画上映会
〜魔法の森と水晶の秘密〜」
親子サロン「さくらんぼ」

17

（参加費300円）

㈭

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 302会議室

市民窓口課

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

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）

13:30〜15:00 栄養・運動教室（要予約）

20

㈰

9:30〜11:45

21

㈪

13:30〜15:00 フレッシュママクラス（要予約）

22

㈫

13:00〜

24

㈭

10:00〜11:00 シルバー人材センター入会者説明会

プレパパプレママクラス（要予約）

４か月児健診

羽咋勤労者総合福祉センター 羽咋市シルバー人材センター

13:00〜16:00 第１回

介護予防サポーター養成講座 羽咋すこやかセンター

社会福祉協議会

介護予防サポーター養成講座 羽咋すこやかセンター

社会福祉協議会

25

㈮

13:00〜16:00 第２回

28

㈪

11:00〜11:30 よちよちおはなし会

コスモアイル羽咋

羽咋市立図書館

※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

小児

羽 咋 市 松 ケ 下 町 22‑7888
６日 松江外科胃腸科医院
とどろき医院
（日） 池野整形外科耳鼻咽喉科医院 志 賀 町 高 浜 町 32‑0040

羽咋市
22‑7855
鶴多町

11日 松沼医院(内科・小児科） 宝 達 志 水 町 敷 波 29‑3188 国立病院機構
（金・祝） 森田クリニック(形成外科・皮膚科） 羽 咋 市 鶴 多 町 23‑4775 七尾病院

七尾市 0767‑
松百町 53‑1890

13日 疋島クリニック(外科・胃腸科・内科） 羽 咋 市 旭 町 22‑1205
公立能登総合病院
（日） 河﨑医院(外科・胃腸科・内科） 志 賀 町 高 浜 町 32‑0019

七尾市 0767‑
藤橋町 52‑6611

20日 前川医院(内科）
（日） 志賀クリニック(内科）

恵寿総合病院

七尾市 0767‑
富岡町 52‑3211

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

23日 加藤病院(内科）
（水・祝） 田村眼科クリニック
27日 いがわ内科クリニック
（日） 松江産婦人科内科医院

羽 咋 市 酒 井 町

26‑0210

志 賀 町 高 浜 町

32‑5307

志 賀 町 高 浜 町

32‑1251

羽 咋 市 鶴 多 町

22‑0026

羽 咋 市 鶴 多 町

22‑7800

羽 咋 市 島 出 町

22‑2479

日曜納税相談・納付受付
仕事などで平日に来庁できない人や納付できない人のため、
日曜日に納税についての相談や納付を受け付けます。相談や納

日時

２月27日㈰

付を希望される人は、市役所西側玄関（正面向かって右側通用

場所

羽咋市役所１階 税務課

8:30 〜 12:00

口）から入り、日直者へ申し出てください。
市税務課 収納係（☎22‑1113）

令和３年度羽咋市女性学習会
日

時

２月６日㈰

場

所

コスモアイル羽咋

講

師

株式会社北陸第一興商 金沢支店

ロトンダ（小ホール）

Ｗ

Ｏ

生活総合機能改善アドバイザー

Ｏ

Ｒ

Ｒ

Ａ

Ｄ

Ｎ

睦基

氏

Ｒ

Ｉ

Ｌ

Ｄ

Ｅ

Ｉ

Ｒ

Ｓ

Ｅ

Ｔ

Ａ

Ｇ

Ｍ

Ａ

Ｐ

Ｍ

Ｅ

Ｅ

Ｒ

Ｏ

Ｎ
Ｄ

容 「音楽健康指導士による音楽レクリェーション」
楽しみながらの機能訓練・介護予防

対

クロスワードクイズ(23㌻ )の答え

音楽健康指導士２級、口腔機能指導員
都
内

13:30 〜 15:00

象

どなたでも参加できますが、事前申込が必要です。
動きやすい服装でご参加ください。

参加費

無料

主

市教育委員会、市各種女性団体連絡協議会

催

申込み・問い合わせ

Ｄ
Ｏ

Ｇ

Ｏ

Ｅ

Ｆ

Ｙ

Ｆ

Ｅ

Ｖ

市生涯学習課（☎22‑9331）
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令和４年１月から、職員の名札が新しくなりました。23年ぶりの変更となります。
この名札は、ＩＣチップ内蔵のカードとなっており、勤務管理システム導入に合わせ作成しま

はくい

職員の名札が変わりました
した。出退勤時間の電子管理にも使用し、職員の働き方の改善などにつなげます。

公務に励み、市民サービスの向上に努めます。

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

問い合わせ

市総務課 人事係（☎22‑7161）

寺家遺跡発見のころ（その１）
遺跡編

寺家遺跡、発見される。

寺家遺跡は、昭和53年（1978）３月、能登有料道路（現在ののと里山海道）
を建設する工事のなかで発見されました。それまでは畑作地で古代の土器が
見つかることは知られていましたが、まさか海岸砂丘に古代の気多大社に関
係する大規模な遺跡が埋もれているとは思いもよらないことでした。
工事中に奈良・平安時代の土器が大量に出土したことをきっかけに、石川
県はすぐに発掘調査を計画し、３カ年におよぶ大規模調査が行われました。

第３次発掘調査全景
（1980）

などの貴重品があいついで出土し、「このような遺跡がどうして羽咋に？」と全国の注目をあつめま
した。連日の新聞報道や特集が報じられ、遺跡は「なぎさの正倉院」という異名を持つほどになりま
さいし

した。この寺家遺跡の発見地点は、のちに「祭祀地区」とよばれる最重要エリアであることがわかり
ます。寺家遺跡の発見からもうすぐ44年を迎えます。その発見は、羽咋、能登、北陸の歴史の新し
い１ページを開いていきました。

編 集 後 記
羽咋市がインスタグラムを始めてから、約５カ月が経過しました。1月20日時点で87の投稿を行い、フォ
ロワーも621人と順調に増えてきています。現在、羽咋のさらなる魅力発信のため、フォトコンテストを開催
しており、３月３日まで応募を受け付けています（７㌻）。皆さんがハッシュタグをつけて投稿（応募）するこ
と自体が羽咋市のPRにもなりますので、ぜひ応募をお願いします！
（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。

古紙配合率100％再生紙を使用しています

PIN No.P13‑0179

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

調査が始まって間もなく、地方ではめずらしい中央国家との結びつきを示す銅鏡、勾玉、奈良三彩

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。

令和４年（2022）

職員一同、新しい名札と新しい気持ちで、より一層、

№836

令和４年２月１日発行／月刊

なデザインで、市章も組み込んでいます。

２月号

名札デザインは職員から公募し、職員投票により決定しました。青のグラデーションが特徴的

