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・新型コロナワクチンの接種について
・令和３年度６月補正予算
・のみ応援特典券　最大 4,000 円分お買い物金額が割引に

のみ応援特典券付のみ応援特典券付

のみ応援特典券が
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掲載内容は６月 18 日 17 時現在のものです。最新の情報については市ホームページをご覧ください。 新型コロナワクチンの接種について

新型コロナワクチン接種に関する最新情報は、市ホームページで公開しています

７月中旬から以下の対象者のワクチン接種がはじまります

新型コロナワクチンの接種について　よくある質問

能美市新型コロナワクチン接種コールセンター

市ホームページＱＲコード 問い合わせ

☎０５７０-０５０６７０
【平日９時～ 17 時】（通話料がかかります）

インターネット予約をしたけど、予約確認メールが送られてきません

16歳～59歳の皆さまへ

予約したが、キャンセルまたは変更をしたい

クーポン券（接種券）を紛失してしまいました

60 ～ 64 歳の方
６月下旬にクーポン券（接種券）をお届けしています。予約期間等詳細については、クーポ
ン券（接種券）と同封されている案内物をご覧ください。

59 歳以下の基礎疾患を有す
る希望者

必ずかかりつけ医にご相談のうえ、クーポン券（接種券）の発行をお申し込みください。
※基礎疾患を有する方とは
1. 以下の状態により通院／入院している方 
　 ・慢性の呼吸器の病気 
　・慢性の心臓病（高血圧を含む） 
　・慢性の腎臓病 
　・慢性の肝臓病（肝硬変等） 
　・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病 
　・血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）
　・免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む） 
　・ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている 
　・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 
　・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等） 
　・染色体異常 
　・重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態） 
　・睡眠時無呼吸症候群 
　・重い精神疾患（精神疾患の治療のために入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持
　   している、または自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知
　    的障害（療育手帳を所持している場合）
２．基準（BMI（肥満度）30 以上）を満たす肥満の方
　  BMI ＝体重（kg）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）

高齢者・障がい者
サービス事業所等の従事者

従事している事業所等にご確認ください。

予約時にメールアドレスを登録した場合のみ、予約完了後 covid19-vaccine@mrso.jp から予約確

認メールが届きます。届かない場合、

・予約時にメールアドレスを登録しなかった

・迷惑メール設定が解除されていない

などの理由が考えられます。予約確認メールをご希望の場合、インターネット予約前に

covid19-vaccine@mrso.jp からのメールを受け取れるように設定してください。

①７月中旬頃に新型コロナワクチン接種のクーポン券（接種券）を発送します。
　≪市内での予約および接種の時期について≫

　能美市で接種可能な時期になりましたら、ご自宅にハガキが届きます。市ホームページや無線放送等
　でもお知らせいたします。

②石川県が開設する「いしかわ県民ワクチン接種センター」で 19 ～ 22 歳の方が接種の対象と
　なります。予約の際に必要な情報が記載された通知文を、対象となる方に送付しております
　のでご確認ください。

能美市新型コロナワクチン接種コールセンター（☎ 0570-050670　平日９時～ 17 時）にご連絡

ください。

接種当日の場合は、接種する医療機関に、集団接種会場の方はコールセンターにご連絡ください。

再交付が必要な場合、以下のいずれかの方法で申請をお願いします。

１．郵送申請 

接種券再発行申請書（市ホームページからダウンロード可能）をお送りください。
〒 923 1121　能美市寺井町ぬ 48 番地　『新型コロナワクチン接種券再発行　担当者宛て』

２．窓口申請 

能美市健康福祉センター「サンテ」、市民サービス課、寺井・根上サービスセンターの窓口で申
請できます。

３．電話申請 

コールセンターにご連絡ください。（☎ 0570 050670　平日９時～ 17 時）

４．WEB申請 

「コロナワクチンナビ」 で申請可能です。 
※クーポン券（接種券）の再発行にはお時間がかかります。ご了承ください。

コロナワクチンナビ

※令和４年３月 31 日時点の年齢

ワクチン接種スケジュール（予定）

６月 ７月 ８月

60～64歳の方

59歳以下の基礎疾患を
有する希望者

高齢者・障がい者
サービス事業所等従事者

上記以外の方

６月 28 日 ～
予約開始

７月 12 日 ～ 21 日
ワクチン接種１回目

８月２日 ～ 11 日
ワクチン接種２回目

※詳細が決まり次第お知らせします。
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次のページも続きます

令和３年度当初予算では経常経費を中心とした骨格予算として編成したことから、今回の補正予算では、新型コロ
ナウイルス感染症対策を強化するとともに、事業・施策の７本柱を５つの方針・目的のもと、さらなる「移住定住の促進」
に繋がるよう予算を編成しました。

  事業・施策の７本柱を５つの方針・目的に分けて予算を編成

  一般会計　歳入・歳出（単位：百万円）

能美市の予算と施策
令和３年度６月補正予算

地方交付税 4,100
（17.3％）

市税
7,950

（33.5％）

県支出金 1,111（4.7％）
繰入金 1,520（6.4％）

地方譲与税
及び交付金

1,693（7.1％）

国庫支出金
2,720（11.4％）

市債 3,428
（14.4％）

その他 1,238（5.2％）

新型コロナウイルス感染症　３本の強化策

新型コロナウイルス感染症　３本の強化策

施設と道路を最大限活用したまちづくり

デジタル技術の導入

加賀立国 1200 年、北陸新幹線県内全線開業

文化・スポーツの振興

ＳＤＧｓの推進

シティプロモーション 行財政改革
６ ７

産業振興・

企業誘致推進・

人財確保対策

２
交流人口の拡大

３
教育力の向上

４
安全安心の

まちづくり

５
子育て・

住環境の充実

１

一般会計（累計）237 億 6,000 万円　一般会計　13 億 6,000 万円（６月補正予算）
（一般会計・特別会計・企業会計を合わせた予算額（累計）420 億 4,100 万７千円）令和３年度

諸支出金 336（1.4％）
その他 296（1.3％）

商工費 578（2.4％）
農林水産業費 499（2.1％）

民生費 
8,536

（35.9％）

総務費 2,154（9.1％）

教育費 3,362
（14.2％）

衛生費 
2,198（9.2％）

消防費 954（4.0％）

土木費 2,022（8.5％）

公債費 2,825
（11.9％）

歳出
23,760

歳入
23,760

・頑張る女性応援事業　（3,000 千円）
コロナ禍でも頑張っている女性をクローズアップし
たサイトを制作します。

・スマート申請かんたん窓口システム事業　

　（6,215 千円）
身分証明書の情報を読み取り、タブレットを利用し
て転入・転居等に必要な各種申請書が作成できるシ
ステムを導入します。

・心身障害者医療費助成事業　（9,262 千円）
　精神障害者保健福祉手帳２級所持者を医療費助成
　の対象者として拡充します。（所得制限あり）

・子宝支援給与金支給事業　（2,800 千円）
　受給資格者の市内在住１年以上の要件を撤廃し、治
　療しやすい環境の整備や経済的な負担の軽減を図
　ります。

・プレ妊活健診助成事業　（900 千円）
　産婦人科等医療機関において、夫婦で受診する健診
　費用を助成することで、妊娠に関する正しい知識を
　啓発します。

・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業

　（76,745 千円）
　低所得の子育て世帯に対し、児童１人あたり５万円
　の特別給付金を支給します。

・未来の福祉人材スカウト事業　（2,000 千円）
　福祉分野の人材獲得のため、学生と事業所の人材交
　流イベントを実施します。

・介護人材確保事業　（5,070 千円）
　新たに市内事業所に勤務する方へ「介護のお仕事応
　援金（就職準備一時金）」と、家賃補助を行います。

・障害者雇用支援事業　（900 千円）
　障害者を継続して雇用する市内事業者に対して奨
　励金を交付し、法定雇用率の達成を支援します。

安全安心対策

家計対策

移住・定住の促進

・マイナンバーファイリングシステム事業

　（1,320 千円）
マイナンバーカード業務に関わる紙書類を電子化す
るシステムを導入します。

・児童館安全管理対策事業　（1,831 千円）
市内全児童館において、感染症対策をさらに強化す
るための備品を購入します。

・新型コロナワクチン接種会場安全管理対策事業

　（1,893 千円）
ワクチン接種会場の机・椅子に抗ウイルス・抗菌コー
ティング作業を実施します。

・保育園保育料の軽減
　多子世帯に対する保育料軽減策として第２子にかか
　る保育料軽減の年齢条件を「小学校３年生以下から
　18 歳以下の児童が２人以上いる世帯」に拡充します。

・生活困窮者自立支援事業　（10,000 千円）
　生活困窮者に対して、３カ月で最大 30 万円の自立
　支援金を支給します。

・大学生応援事業　（4,500 千円）
　保護者が市内に居住する市出身の県外大学生等に対
　して、応援物資と就職情報を届けます。

・市内施設・店舗応援事業　（51,200 千円）
　「のみ応援特典券」第３弾を実施し、市民の家計と
　市内の施設・店舗を支援します。

・離職者等正規雇用支援事業　（6,000 千円）
　新型コロナウイルス感染症の影響により内定取消や
　解雇となった市民を正規雇用した市内事業所に補助
　金を交付します。

・就職説明会出展奨励事業　（4,000 千円）
　市内中小企業等の就職説明会出展にかかる経費を補
　助し、U・I・J ターン就職の促進を図ります。

経済対策



7 6

・健康ロード改修事業　（5,500 千円）
歩くことによる健康寿命の延伸と、「能美電」の歴
史を次の世代に引き継いでいくことを目的に、健康
ロード（旧北陸鉄道能美線跡の市道）をハード・ソ
フトの両面からリフレッシュします。

・空き家流通促進事業　（3,000 千円）
市が空き家と土地の寄附を受け、相続登記や測量等
に要した経費の相当額で売却します。

・Ｗｅｂ健康手帳事業　（4,380 千円）
子どもの保健情報をデータ化・一元化し、自分の
健康情報を経年的に把握できる仕組みを構築しま
す。

・
見守り支援、日常生活支援、防災支援機能を備え
た「みまもりあいアプリ」を導入します。

・公共交通システム構築事業 　（2,500 千円）
バスロケーションシステムを活用し、のみバスの
乗降者数及び運行遅延時間などを分析し、ルート・
ダイヤの見直しの方向性を検討します。

・スマート農業農村実証事業　（2,000 千円）
ＪＡＩＳＴや日本総合研究所と連携し、ロボット
技術やＩＣＴを活用した農業・農村のスマート化
の実証を行います。

その他の主な事業は、市ホームページに「令和３年度６月補正予算のあらまし」を掲載しておりますので、
そちらもご覧ください。

・ものづくり企業等技術力発信事業（16,500 千円）
　能美の魅力を発信する能美市大図鑑に、国内トップ
　レベルの技術を持った市内のものづくり企業等を
　ＰＲするウェブサイトを制作します。

・能美市新型コロナウイルス感染拡大防止協力金

　（12,500 千円）
　石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金（第
　３次、第４次）の交付を受けた飲食店に対して上乗
　せ支援を行います。

・大型宴席事業所支援事業　（1,500 千円）
　売上減少等の影響を受けている大型宴会場を保有
　する事業所に対し、経営安定化を図るための補助金
　を交付します。

・事業継続力強化認定企業支援事業　（5,000 千円）
　「事業継続力強化計画」の認定を受けた中小企業及
　び小規模事業者に対して、計画で定めた設備投資の
　支援を行います。

・事業再構築促進支援事業　（3,000 千円）
　国又は県の補助を受けて、コロナ禍に対応した事業
　再構築に取り組む市内事業者に対して、経費の一部
　を補助します。

・のみブランド化推進事業　（6,400 千円）
　能美市大図鑑の「能美のお土産」と「能美の飲食店」
　サイトを更新します。

経済対策

・観光看板等更新事業　（12,300 千円）
経年劣化している案内看板の一部撤去と、施設名称
の変更に伴う案内看板の修正を行います。

・合葬墓整備事業　（94,400 千円）　
根上翠ヶ丘墓園内に合葬式墓地を建設します。

・能美ふるさとミュージアム施設改修事業

　（21,126 千円）
エントランスホールや展示室に、市内で製造された
最新の高画質ディスプレイを設置し、多言語に対応
した案内や情報を発信します。

・視聴覚機器等活用モデル事業　（51,500 千円）
全小学校（４～６年）に１クラス１台の液晶ディス
プレイ一体型電子黒板を整備します。

・議会システム更新事業　（27,000 千円）
市議会議場の音響・映像配信等のシステム更新に併
せ、インターネットでのライブ配信や電子採決の導
入等を見据えた環境を整備します。

・能美市役所省エネルギー化事業　（5,556 千円）
市役所本庁舎の空調設備などを民間事業者によるデ
ジタル技術に対応した省エネルギー設備に更新し、
温室効果ガスの削減を図ります。

・文化財保存修理事業（7,058 千円）
市指定文化財であるハマナス群落・根上松の案内
板及び根上松周辺の駐車場を整備します。

・根上勤労者体育センター改修事業（4,400 千円）
時期を問わず快適に利用できる環境を整備するた
め、空調設備の設置に向けた実施設計を行います。

・道林寺公園の整備（11,000 千円）
道林寺公園に新たな「憩いの場」を設置する等の
整備に向けた基本設計を行います。

・ＳＤＧｓ推進事業　（8,580 千円）
将来にわたって持続可能なまちを目標に、喫緊に
取り組むべき７つの社会課題について、有識者や
市民、企業と連携し、課題解決に取り組みます。

・ユニバーサル推進事業　（9,273 千円）
折りたたみスロープ等の購入助成や公共施設の点
字ブロック等の設置により、障がいのある人もな
い人も暮らしやすい環境を整備します。また、手
話ができる職員の見分けがつくストラップを制作
します。

・九谷陶芸村活性化事業　（800 千円）
能美市九谷焼美術館「体験館」のリニューアルに
併せて、九谷陶芸村の回遊性・魅力向上を実現す
る活性化構想を策定します。

・ギャラクシー・リノベーション事業（1,000 千円）
根上学習センター子ども宇宙科学室について、脚
本家「佐々木 守」氏ゆかりのウルトラマン、Ｍ 78
星雲と、現在展示している根上隕石等を融合した
企画室展示に向けて調査検討を行います。

・ふるさと歴史の広場改修事業　（398,000 千円）
和田山古墳群・能美ふるさとミュージアムと一体
化した活用を図るため、ふるさと歴史の広場を改
修します。

・プロモーション事業　（1,540 千円）
能美根上駅に高画質ディスプレイを設置し、観光Ｐ
Ｒ動画などを配信します。また、航空会社のキャビ
ンアテンダントの協力により、ＳＮＳを通じて能美
の魅力を発信します。

・能美ふるさとミュージアム賑わい創出事業

　（1,000 千円）
エントランスホールに設置する最新の高画質ディス
プレイに映し出す能美古墳群の四季の風景映像を制
作します。

・６次産業推進事業　（8,000 千円）
農産物の６次産業化に取り組む事業者の設備投資
や、商品開発・改良に対して補助します。

・移住・定住促進戦略事業　（4,967 千円）
移住定住プロモーションの実施により交流人口・
関係人口の増加、移住・定住者の獲得を図ります。

・キャリア教育推進事業　（513 千円）
様々な現場で活躍している能美市出身者の講演会
を開催します。　　　　　

・宅地浸水等対策促進事業　（3,200 千円）
住宅建築の際、宅地のかさ上げを行う方に補助を行
います。また、駐車場等の整備の際にリサイクル製
品の透水性舗装材を活用する方に対して補助しま
す。

・鳥獣被害対策事業　（1,557 千円）
クマの出没抑制を目的に、誘因物である果樹の伐採
費用を補助します。また、狩猟免許の取得等にかか
る費用の支援や狩猟の体験会を行います。

新型コロナウイルス感染症　３本の強化策　つづき

施設と道路を最大限活用したまちづくり

デジタル技術の導入

加賀立国 1200 年、北陸新幹線県内全線開業

文化・スポーツの振興

さらなる移住・定住の促進に向けて

ＳＤＧｓの推進
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プランターへ花の苗を植える寺井小児童と人権擁護委員 推進委員会の皆さんオンライン会議の様子

浅田 雅子 さん

本 忠儀さん

任田 玲実さん 出口 萌々瑚さん １日目のステージの様子

25

17

5

31

6

1

2
1

2

1

4

1

2

市民と市政の歩み
まちづくり・市民の活躍

50

3

10

7

2430

7

31
50

3

平田しおり選手
※日本ライフル射撃協会提供ご寄附いただいた写真と画像データ
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１１９メモ１１９メモ

　市消防本部は、５月 27 日に手取川水域において水難救助訓練を実
施しました。

　この訓練は津波・大規模風水害対策車の配備に伴い、水難救助時に
おける円滑な活動と各隊の連携強化を目的として実施しました。

　訓練では「釣り人が流されて行方がわからない」との想定により、
ドローンでの捜索、水陸両用バギー、ラフティングボートを活用して
救出する訓練を行いました。

情報発信元　市消防本部警防課（☎ 58‐5119 58‐6299）

水難救助訓練を実施しました

訓練の様子

くらしに関する情報をお知らせします
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ファミリー・サポート・センター協力会員養成講座
受講生を募集します

 申・問 / 能美市ファミリー・サポート・センター（☎ 58‐6230 58‐8500）

　能美市ファミリー・サポート・センターでは、子育てのお手伝いをしてくださる方を募集しています。安心して活
動できるように子どもへの支援のポイントや関わり方など、基礎を学べる講座を行います。関心のある方は受講し、
子育て応援活動をしてみませんか。男性も大歓迎です。ぜひご受講ください。

【養成講座】

▶ 対象　市内在住の方（20 歳以上）
▶ 会場　ふれあいプラザ２階
　　　　（寺井町た８番地１）
▶ 定員　20 名
▶ 受講料　無料

日程 内容

10：00 ～ 12：00 ファミリーサポート事業説明

10：00 ～ 12：00 子育ての社会支援について
９：00 ～ 12：00 救急救命講習

10：00 ～ 11：00 育児支援（手遊び・絵本の読み聞かせ）

10：00 ～ 11：00
育児支援（赤ちゃんひろば参加）

13：30 ～ 14：30

10：00 ～ 11：00 育児支援（にこにこ参加）

10：00 ～ 12：00 子どもとの関わり方
10：00 ～ 12：00 子どもの病気　こんな時どうするの？

10：00 ～ 12：00 子どもの栄養と食生活
10：00 ～ 12：00 ありがとういっぱい運動

▶ 持ち物　筆記用具
　申し込みは、７月５日 までにフ
ァミリー・サポート・センターまでお
電話ください。※託児についてはご相
談ください。
※ 救急救命は必須ですので必ず受講してください。
※ 赤ちゃんひろば・にこにこにつきましてはご都
合の良い日を１日受講してください。
※ フォローアップ研修につきましては後日お知ら
せします

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

　「社会を明るくする運動」は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの立ち直りについて理解を
深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を築こうとする全国的な運動です。
　毎年７月を強調月間として、啓発活動などさまざまな取り組みを行っています。

問 / 市民サービス課（☎ 58‐2213 58‐2293）

７月は「社会を明るくする運動」
強調月間・再犯防止啓発月間です

　地震による人的被害の多くが、揺れによる家具等の倒壊や落下物による負傷と言われています。
　「県民一斉防災訓練（シェイクアウトいしかわ）」は、大地震が発生した際に、各自がどう行動したらよいかをあら
かじめ考えたり、地震の揺れから自分の身を守るため、「しゃがむ、隠れる、じっとする」といった「安全行動」をと

る訓練です。この訓練への参加を通じて、今一度、「地震への備え」について、考えてみましょう。

問 / 危機管理課（☎ 58‐2201 58‐2290）

能美市版シェイクアウト訓練も実施します！　　 11月 日日　時 ９時

月 日日　時 11 時（約１分間）

　能美市版シェイクアウト訓練として、防災行政無線を使って訓練開始の合図をします。放送が聞こえたら、その場
で「安全行動」をとってください。
　能美市版への参加も「シェイクアウト石川」への参加にカウントされます。石川県ホームページ（「シェイクアウト
いしかわ」で検索）から参加登録をしてください。

自宅でも参加できます！

▶ 訓練の流れ

①石川県ホームページ（「シェイクアウトいしかわ」
で検索）から参加登録してください。（無料）
②訓練当日は、県から送信される訓練開始の合図の
メールなどに合わせて、「安全行動」を約１分間実
施してください。
③町会・町内会や職場等でご参加の際は、感染症対
策（密集等の回避）にご留意ください。
▶ 問い合わせ　石川県危機対策課

（☎ 076‐225‐1482  076‐225‐1484）

【携帯電話用ホームページ】https://www.pref.ishikawa.
lg.jp/bousai/shakeout/indexk.html

コンビニ等で各種証明書が取得できます

　コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを
利用して、コンビニ等で住民票の写し、印鑑登録証明
書、戸籍証明書、戸籍の附票の写しが取得できるサー
ビスです。（戸籍証明書、戸籍の附票の写しの取得に
ついては、能美市に本籍がある方に限ります。）
　毎日６時 30 分から 23 時までご利用いただけます。

（ただし、12 月 29 日から１月３日及びシステムメン
テナンス日を除きます。）

問 / 市民サービス課（☎ 58‐2213 58‐2293）

　また、市役所窓口で、住民票の写し、印鑑登録証明
書、戸籍の附票の写しを取得する場合、手数料は 300
円ですが、コンビニ等では 200 円で取得でき、100 円
お得です。
　能美市では、令和３年４月１日以降にマイナンバ
ーカードを申請された方に、「のみ共通商品券」1,000
円分の贈呈を行っております。この機会に、コンビニ
等で各種証明書が取得できる便利なマイナンバーカー
ドをつくりましょう。マイナンバーカードの申請方法
など詳しくは、市ホームページをご確認ください。
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休日窓口における受け取りは
事前にご予約された方のみ可能です。

※交付場所が寺井・根上サービスセンターになっている方で、休日窓口（市
民サービス課）での受け取りを希望される方は、４日前までに市民サービス
課へご連絡ください。　

問 / 市民サービス課（☎ 58‐2213 58‐2293）

マイナンバーカード受け取り・
電子証明書更新の休日窓口

日　時

場　所

７月４ 日 ９時～ 16 時

市役所本庁舎 市民サービス課

25、 、11

マイナンバーカード受け取り・
電子証明書更新の休日窓口

固定資産税・都市計画税（第２期）、国民健

康保険税（第４期）、後期高齢者医療保険料

（第４期）、介護保険料（第４期）、上下水道

料（５月使用分）

※ 上下 水 道 料は、 残高 不 足 など で 振替 で き
な か っ た 場 合、 ８ 月 16 日 に 再 振 替 を
行います。

今月の口座振替

８ ２月 日振替日

今月の口座振替

くらしに関する情報をお知らせします
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　市では、７月５日から市民満足度調査を実施します。
　この調査は２年に１度行っており、「能美市総合計
画」で定めた施策に対する満足度やご意見をお聞きし、
市政運営の参考とさせていただくためのもので、今年
度は金沢大学との共同研究により実施します。
　市内にお住まいの 20 歳以上の方々から 3,000 名を
無作為に抽出し、アンケートを郵送します。お手元に
届きましたら、この調査の趣旨をご理解いただき、ご
協力をお願いします。

問 /

『市民満足度調査』
ご協力のお願い

蚊に刺されない・蚊を発生させないために

問 / 健康推進課（☎ 58‐2235 58‐6897）

　HPV ワクチンは、平成 25 年 4 月 1 日から定期の予
防接種になりましたが、厚生労働省の勧告に基づき現
在、予診票の個別通知等の積極的勧奨を差し控えてい
ます。ただしこれは定期接種を中止するものではなく、
希望される方は接種できます。
　接種を希望される方は、ワクチン接種の有効性と接
種による副作用のリスクを十分に理解したうえで、健
康推進課までご連絡ください（予診票を発行します。
予診票がないと受けられません。）
▶ ワクチン接種対象者　小学校６年～高校１年相当
の女子
▶ 接種回数　３回接種（接種終了まで６か月程度か
かります）

ヒトパピローマウイルス感染症とは？

　ヒトパピローマウイルス（HPV）の感染がきっかけ
でおこるがんの 1 つに子宮頸がんがあります。この
ウイルスは、一度でも性経験のある女性であれば誰で
も感染する可能性があります。感染してもほとんどの
人は自然に消えますが、一部の人でがんになってしま
うことがあります。感染を防ぐことが、がんにならな
いための手段の一つです。

HPV ワクチンについて

　HPV ワクチンは、子宮頸がんをおこしやすいタイ
プである HPV16 型と 18 型の感染を予防できます。そ
のことにより、子宮頸がんの原因の 50 ～ 70％を防ぐ
ことができると言われています。
　詳細については厚生労働省ホームペー
ジ（右記 QR コード）をご覧ください

ヒトパピローマウイルス感染症（HPV）ワクチンのお知らせ
～ウイルス感染でおこる子宮頸がん～

 情報発信元 / 健康推進課（☎ 58‐2235 58‐6897）

　デング熱やジカ熱は、ウイルスをもった蚊を介して
感染します。
　これらの感染症は、日本に広く生息する「ヒトスジ
シマカ」も媒介することが分かっています。「ヒトス
ジシマカ」は、５月中旬から 10 月下旬ころまで活動
します。デング熱やジカ熱の流行地（中南米・アフリ
カ・東南アジアなど）に渡航する際だけではなく、日
ごろから蚊に刺されないように注意しましょう。
▶ 参考　石川県ホームページ　蚊媒介感染症
h t t p s : / / w w w . p r e f . i s h i k a w a . l g . j p / k a n s e n /
kabaikaikansensyou.html

▶ 予防のポイント

・蚊が発生しやすい場所で活動する時は、長袖シャツ、
長ズボンなどを着用し、肌の露出を避けましょう。

・素足やサンダル履きはできるだけ避けましょう。
・必要に応じて虫よけ剤などを使用しましょう。
▶ 蚊を減らすには

蚊の幼虫（ボウフラ）は、屋外に放置されたペットボ
トル、古タイヤなど比較的
少量の水たまりに発生しま
すので、水たまりができな
いように注意しましょう。

立候補予定者説明会

▶ 告示日　令和３年 10 月３日
▶ 投票日　令和３年 10 月 10 日

▶ 日時　８月 19 日 　午後１時 30 分～
▶ 場所　能美市辰口福祉会館　交流ホール
　　　　 （辰口町ヌ 10 番地）
 

問 / 市選挙管理委員会（☎ 58‐2200 58‐2290）

住まいの耐震化相談会

 問 / まち整備課（☎ 58‐2251 58‐2298）

　平成 28 年の熊本地震を受けて、耐震診断に最大 12
万円、耐震改修工事に最大 150 万円の補助金が交付
されます。
　自分の家は対象となるのか、耐震診断・耐震改修工
事はどういう事を行うのか、また補助制度の内容や手
続き等、分からない事や聞いてみたい事がありました
ら、ぜひこの機会に相談会へお越しください。大規模
な地震に備え、自宅で安心して生活ができるよう、耐

震化について考えてみませんか。
▶ 補助対象住宅　昭和 56 年５月 31 日以前に工事に
着手した、一戸建て、長屋、共同住宅で木造のもの
▶ 補助対象者　住宅の所有者または居住者
▶ 開催日　７月 21 日 ９時～ 17 時
▶ 開催場所　市役所寺井分室２階　まち整備課
※無料、申し込み不要です。
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新型コロナウイルス感染症の影響による
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減免制度

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料 介護保険料 減免

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維
持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯
の方

新型コロナウイルス感染症により、その属
する世帯の主たる生計維持者が死亡した、
または重篤な傷病を負った第一号被保険者

全額免除

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる
生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又
は給与収入（以下「事業収入等」）の減少が見込まれ、
次の（ア）～（ウ）すべてを満たしている世帯の
方

（ア）世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいず
れかの減少額が前年の当該事業収入等の額の 10 分
の３以上であること。

（イ）世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金
額が 1,000 万円以下であること。

（ウ）減少することが見込まれる世帯の主たる生計
維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得
の合計額が 400 万円以下であること。

新型コロナウイルス感染症の影響により、
主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、
山林収入又は給与収入（以下「事業収入等」）
の減少が見込まれ、次の（ア）及び（イ）
に該当する第一号被保険者 

（ア） 世帯の主たる生計維持者の事業収入等
のいずれかの減少額が前年の当該事業収入
等の額の 10 分の３以上であること。 

（イ）減少することが見込まれる世帯の主た
る生計維持者の事業収入等に係る所得以外
の前年の所得の合計額が 400 万円以下であ
ること。

前年の主たる生計維持者の合
計所得金額に応じ一部減額

問 / 保険年金課（☎ 58‐2236 58‐2293）

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、申請により国民健康保険税・後期高齢者医療保
険料・介護保険料が減免となります。７月中旬に発送する納税・納入額決定通知書を確認の上、ご相談ください。

　所得が少ないなど、国民年金保険料を納付すること
が経済的に困難な場合には、保険料の納付が免除、猶
予される制度があります。
　免除等の期間は、毎年７月分から翌年の６月分まで
の１年間です。
　保険料の免除や納付猶予を受けずに保険料が未納の
状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態が発
生すると、障害年金や遺族年金が受けられない場合が
あります。

▶ 免除の所得基準

　本人、配偶者、世帯主の前年の所得額がそれぞれ次
の計算式で計算した金額の範囲内であること。

・４分の３免除→ 78 万円＋扶養親族等控除額＋社会
保険料控除額等

・半額免除→ 118 万円＋扶養親族等控除額＋社会保険
料控除額等

・４分の１免除→ 158 万円＋扶養親族等控除額＋社会
保険料控除額等

問 / 小松年金事務所（☎ 24‐1791 22‐3933）または保険年金課（☎ 58‐2236 58‐2293）

国民年金の保険料の納付が困難なときは

※申請には収入を証明する書類が必要です。

※減免の対象となる保険税（料）は、令和３年度分の保険税（料）で、令和３年４月１日から令和４年３月 31日までの納期限が設定され

ているものです。

８月に開催が予定していました「辰口まつり」は、新型
コロナウイルス感染症拡大のため、中止が決定しました。

楽しみにしていた皆さまには申し訳ありませんが、ご理解のほどよろしくお願いします。
問 / 地域振興課（☎ 58‐2212 58‐2291）辰口まつり中止のお知らせ

　生活や仕事、お金の悩みなど相談がしづらい、または相談できる相手がいなくて困っていませんか。
　くらしサポートセンターのみは、皆さまのお悩みに対して、ともに寄り添い、解決方法を考える窓口です。
※事業によって利用要件がありますので、詳細はお気軽にご相談ください。

問 / 社会福祉協議会　くらしサポートセンターのみ（☎ 58‐6603 58‐6733）

　　　　　　 　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　

仕事に困っている方の状況に合わせた支援の

プランをつくり、困りごとの解決のお手伝いをします。

▶ 自立相談支援事業

　生活の課題全般の解決のお手伝いをします。　

　●困りごとの相談・課題の整理

　●解決に向けたプランづくり

　●

▶ 家計改善支援事業

　家計の管理が苦手な方のために、必要な資金を確保

できる生活づくりのお手伝いをします。

　●家計状況の確認・家計表づくり

　●解決に向けたプランづくり

　●年間の家計管理・債務整理のお手伝い

▶ 住居確保給付金申請の受付窓口

　離職などで住居を失う可能性のある方が、家賃相当

額の給付を受けることで、就職活動を行うことができ

るように、申請の相談や、手続きをお手伝いします。

▶

▶

▶

　認知症や様々な障がいなどの理由により、生活で必

要な契約などがうまくできない方へ、「成年後見制度」

の紹介や 相談、手続きのお手伝いをします。

生活困窮者自立相談支援事業 福祉サービス利用援助事業

生活福祉資金等貸付相談事業

心配ごと相談、弁護士・行政書士相談事業

成年後見制度利用促進事業

★令和３年度新規事業

★令和３年度新規事業

●成年後見制度とは？
生活上の手続き関係を十分に行うことができない方や、
将来的にできなくなる不安を抱えている方を対象に、「成
年後見人等」と呼ばれる支援者を決め、希望される手続
きをお手伝いする制度です。

くらしサポートセンターのみについて

▶ 所在地

寺井町た８番地１　 能美市ふれあいプラザ２階
（社会福祉協議会内）

▶ 営業時間

８時 30 分～

17 時 15 分（月～金）

（土日・祝日・

年末年始を除く）



くらしに関する情報をお知らせします
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保険税・保険料の納税・納入額決定通知書をお届けします

後期高齢者医療被保険者証が８月から「桜色」になります

【後期高齢者医療保険】　令和３年度の保険料率が決まりました

令和３年度国民健康保険税率は昨年と変更ありません

令和３年度

医療給付費分

所得割率 7.2％

均等割額 27,300 円

平等割額 25,300 円

後期高齢者支援金分

所得割率 2.35％

均等割額 9,500 円

平等割額 6,100 円

介護納付金分
（40 ～ 64 歳の方のみ）

所得割率 1.9％

均等割額 11,500 円

平等割額 5,100 円

令 和 ３ 年 度

所 得 割 率 9.33%

均 等 割 額 47,520 円

賦課限度額 640,000 円

国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険について

軽減割合 令和３年度　軽減基準

７割
総所得金額等※１が 43 万円＋ 10 万円×（給与所得者
等※２ の数－１）以下

５割

２割
総所得金額等※１が 43 万円＋（52 万円×被保険者数※３）
＋ 10 万円×（給与所得者等※２の数－１）以下

※１　総所得金額等は、世帯の被保険者全員と世帯主の所得合計です。65 歳以上の方の公的年金等収入につ
いては、「公的年金等収入－公的年金等控除額－ 15 万円（15 万円に満たない場合は全額）」を軽減判定に使
用します。
※２　給与所得者等とは、一定の給与所得者（給与収入 55 万円超）と公的年金等所得者 （65 歳未満の場合は
公的年金等収入が 60 万円超、65 歳以上の場合は公的年金等収入が 110 万円超）の方を指します。
※３　被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行した方（特定同一世帯
所属者）も含みます。

後期高齢者医療保険料の計算の基となる所得割率と均等割
額は２年ごとに改定されます。所得割率と均等割額は現行の
とおり据え置かれ、令和２年度と同じ率・額となります。年
間保険料の上限額である賦課限度額も、令和２年度と同じ額
となります。

※１　総所得金額等は、世帯の被保険者全員と世帯主の所得合計です。65 歳以上の方の公的年金等収入については、
「公的年金等収入－公的年金等控除額－ 15 万円（15 万円に満たない場合は全額）」を軽減判定に使用します。

※２　給与所得者等とは、一定の給与所得者（給与収入 55 万円超）と公的年金等所得者 （65 歳未満の場合は公的年
金等収入が 60 万円超、65 歳以上の場合は公的年金等収入が 110 万円超）の方を指します。

♦後期高齢者医療保険に加入する前日に被用者保険の被扶養者だった方は、均等割額が加入時から２
年間、５割軽減されます。また、所得割額は課されません。

所得の少ない世帯の方は保険料の「均等割額」が軽減されます。
　これまで特例により 7.75 割軽減となっていた方は、軽減割合が見直され、令和３年度は７割軽減と
なります。新しい軽減基準は以下の表のとおりです。

軽減割合 令和３年度　軽減基準 均等割年額

７割 総所得金額等※１が 43 万円＋ 10 万円×（給与所得者等※２ の数－１）以下 14,256 円

５割
総所得金額等※１が 43 万円＋（28.5 万円×被保険者数）＋ 10 万円×（給与
所得者等※２ の数－ 1）以下

23,760 円

２割
総所得金額等※１が 43 万円＋（52 万円×被保険者数）＋ 10 万円×（給与所
得者等※２の数－１）以下

38,016 円

▶ 保険税・保険料の納付方法

「③口座振替納付」に切り替える場合は、通帳印を持参のうえ、
金融機関で直接お申し込みください。

①特別徴収………年金からの天引きとなります。
 　③口座振替納付…指定された口座からの引き落としとなります。
 　④直接納付………お届けした納付書により金融機関などの窓口での納付となります。
②普通徴収

７月中旬に納税・納入額決定通知書を発送します。この通知書には令和２年中の所得などを基に算
定された令和３年４月から令和４年３月までの年間の保険税・保険料額が記載されていますので、ご
確認ください。
　また、国民健康保険税については、各世帯の世帯主様宛てに届きますので、ご注意ください。

令和３年度国民健康保険税の税率は以下のとおり、令和２年度と同じ税率・額となります。
　また、年間保険税の上限額である課税限度額も令和２年度と同額で、医療給付費分が 63 万円、後期
高齢者支援金分が 19 万円、介護納付金分（40 ～ 64 歳の方のみ）が 17 万円となります。

介

後期高齢者医療保険では、毎年８月１日に新しい被保険

者証に切り替わります。現在、皆さんが使用している青色
の被保険者証は７月 31 日で期限切れになります。
　桜色の新しい被保険者証は、７月中旬から簡易書留でお

届けします。古い被保険者証は、８月以降に、保険年金課
もしくは寺井・根上サービスセンターへお届けいただくか、

ご自分で破棄してください。

  問 / 保険年金課（☎ 58‐2236 58‐2293）

後

後

後

後

国

国

国 後 介



ひろばこのコーナーでは、催しや募集情報など、
市に関わるさまざまな情報を掲載しています。
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講座・催しなどで特に記載のないものは、どなたでも参加（申し込み）可能、料金は無料です。
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新型コロナウイルス感染状況
を考慮し、内容に変更が生じる場
合があります。最新の情報につい
ては、ホームページをご覧いただ
くか、主催者にご確認ください。

お知らせ

石川県内の大学・短大・高専が一堂に
会した合同進学説明会をオンラインで
開催します。
最新の入試情報や大学生活について、
大学教員や学生などが動画やオンライ
ン配信で分かりやすくお伝えしますの
でぜひご視聴ください。
期 ７月 17 日㈯ 11 時～ 17 時 45 分
    ７月 18 日㈰ 10 時～ 17 時 45 分
対 中学生、高校生、保護者、教職員等
費 無料
問  （公社）大学コンソーシアム石川

（☎ 076‐223‐1633）
詳しくは「ガクフェス」
ホームページをご覧く
ださい。

「学都石川」合同進学説明会
（オンライン開催）

催

第 15 回能美市美術展（公募）
期 ７月７日㈬～ 11 日㈰９～ 18 時※
最終日は 16 時まで
所 根上学習センター（火曜日休館）
作品受付  ７月４日㈰ 11 時～ 17 時　根
上学習センター講堂 出品料  １点 1,000
円（高校生無料）
第 17 回能美市美術作家協会展
期 ７月 14 日㈬～ 19 日㈪９～ 18 時※
最終日は正午まで
所 根上学習センター（火曜日休館）
※併催展『チャリティー小品コーナー』
は、中止とさせて頂きます。
問 能美市美術作家協会事務局　佐藤

（☎ 090‐3157‐0546）

能美市美術作家協会主催事業
展示について

催

新作をご用意して皆さまのお越しをお
待ちしております。感染防止の為、ご
来場の際はご予約願います。
期   【寺井校下女性会員限定予約】
８月 21 日㈯ 10 時～ 17 時

【一般予約】８月 22 日㈰ 10 時～ 16 時
所  寺井地区公民館２階 203（和室）
予約開始  ７月 26 日㈪ 10 時～
予約方法  下記へ電話ください
申 問  寺井校下女性会（☎ 57‐3451）
営業日  月～金、10 時～ 16 時

振袖（成人式）、訪問着（入学式）な
ど多数取り揃えています。払い下げ品
コーナーもあります。ご来場の際には
お電話を頂くとスムーズです。
期 ８月 28 日㈯ 10 時～ 16 時
所  辰口校下婦人会  貸衣裳室
申 問  辰口校下婦人会（☎ 51‐5850）

【営業日】火・水・金・土、第２・４日曜
【営業時間】10 時～ 14 時

※営業時間は時期により変更が有りま
すのでご確認ください。

７月の替わり湯は『よもぎ湯』を予定
しています。ぜひご家族やご友人と、
今月の『替わり湯』をお楽しみくださ
い。
期 ７月 13 日㈫終日 所 里山の湯（露天
風呂で実施） 費 大人 520 円、小人 100
円、３歳未満無料 
問 温泉交流館 里山の湯

（☎ 51‐2183 51‐2184）

７月は水道メーターの検針
月 です。15 日 ～末 日 の間
に検針員が検針に伺います
の で、 検 針 期 間 中 は メ ー
ターボックスの上に物を置
いたり、駐車しないようご
協力をお願いします。
問  上下水道課

（☎ 58‐2260 58‐2296）

「働きたいけど心配」「自分に向いてい
る仕事が分からない」「対人関係、コ
ミュニケーションが苦手」などの悩み
を持つ人とその家族からの相談を無料
で受け付けしています。
専門の相談員（キャリアコンサルタン
ト）が、就職に向けた準備をサポート
します。
期   月～金曜日、第２・第４土曜日９
時～ 18 時（土曜日は 40 歳以上優先）
※相談は事前予約が必要です。
所  石川県本多の森庁舎１階（金沢市石
引４丁目 17‐１）
予約 問  いしかわ就職・定住総合サポー
トセンター（ILAC）
若者サポートステーション石川

（☎ 076‐235‐3060 076‐235‐4520）

期   ７月 31 日㈯９時～ 11 時 30 分
対 中学生以上 33 歳未満の男女（保護
者も可）
所  寺井地区公民館３階
内  ・自衛隊の役割、仕事内容の説明
　・採用種目試験内容の個別相談
　・パネル展示
　・自衛官 OB・家族の話
問  自衛隊小松地域事務所（☎ 0761‐
24‐5180）ホームページhttps://www.
mod.go.jp/pco/ishikawa/

北陸先端科学技術大学院大学の姜准教
授を講師とし、能美市での新しい地域
ビジネスを考えながら、お子さまの課
題発見能力やアイデア発想力を育む講
座です。
変化の激しい現代を生き抜くチカラを
身につけるキッカケになり、夏休みの
自由研究にもオススメです。ぜひご参
加ください。※要事前申込
期  ７月 31 日㈯ 14 時～ 16 時 30 分
所  寺井地区公民館　大ホール
対 市内の小中学生とそのご家族（お子
さまのみの参加も可）
定 30 名（先着順　定員に達し次第締
め切り） 費 無料
締  ７月 21 日㈬
申 問  商工課（☎ 58

‐2254 58‐2266）
詳しくは市ホーム
ページへ

日本の伝統行事のひとつ「虫おくり」。農作物に
つく害虫を駆除し、その年の豊作を祈願するもの
です。大切な伝統行事を守り続けている和気町の
方にご協力いただき、松明をつくり、畔道を歩き
ます。
期  ７月 31 日㈯ 18 時～ 20 時頃
所  こくぞう里山公園交流館
定 15 人 費 1,800 円 / 人（材料費など）
申 問 能美の里山ファン倶楽部

（☎ 51‐2308 info@nominosatoyama.com）

自分を責めたりしていませんか。「頑
張って」「元気を出して」という言葉
が辛くありませんか。自分の中のグ
リーフ（深い悲しみ・悲観・悲痛）を
無理にため込まず、今の気持ちのまま
に話してみませんか。秘密は厳守しま
す。参加申し込みは不要です。
期  ７月４日㈰ 14 時～ 16 時
所  誓立寺（辰口町 51 番地）
問 法林寺（☎ 55‐0149）または誓立寺

（☎ 51‐2104）

「福祉」のお仕事に興味のある学生等
と、市内の福祉事業所の方のオンライ
ン就活イベントです。
自己 PR プレゼンテーションの作成・
発表や、事業所職員と交流を行い、参
加者が主体的に福祉業界について学ぶ
機会となります。
期  ８月 28 日㈯※時間はお申し込み後
にご相談させていただきます
※オンライン（Zoom）を予定してい
ます 内 市内事業所とのオンライン面
談、交流会
申 問 福祉課（☎ 58‐2230 58‐2294）

夏季期間は海の事故が多くなります。
事故にあわないように下記の５つのポ
イントを守りましょう
①釣りでは、防波堤など立ち入り禁止
場所には入らない。
②海で泳ぐ時は、海水浴場が開設され
た安全な場所で泳ぐこと。
③海で遊ぶ時は、天候の確認をする。
④危ないと感じたら、すぐに帰る。
⑤船で海に出る前には、必ずエンジン
等の点検をする。
問 金 沢 海 上 保 安 部 交 通 課（ ☎ 076‐
267‐0511 076‐268‐0356）

寺井校下女性会
2022 年成人式振袖予約展示会

辰口校下婦人会
貸衣裳展示会開催のお知らせ

働きたい方
（15 ～ 49 歳）の就労相談

自衛官募集等説明会を
開催します

第２回能美市発
ジュニア起業家スクール

「虫おくり」を体験しよう！

ともいき～大切な人を
亡くされた方々の集いです～

オンライン就活イベント
WelCaMe Match in 能美海の事故にご注意を

催 催

催 知

催

催

催

催

催

催知

※合格発表日など試験に関する詳細はホームページをご覧ください。
申 問  自衛隊石川地方協力本部　小松地域事務所（☎ 24‐5180）
ホームページ　https://www.mod.go.jp/pco/ishikawa/

自衛官募集のお知らせ

募集種目 資　　格 受付期間 試験期日

航空学生

海：高卒（見込含）
23 歳未満の者 ７月１日

～９月９日

１次  ９月 20 日
２次 10 月 16 ～ 21 日
３次 11 月 13 日～ 12 月 16 日空：高卒（見込含）

　21 歳未満の者

一般曹候補生 18 歳以上 33 歳未
満の者（32 歳の者
は、採用試験受付
時にご確認くださ
い。）

７月１日
～９月６日

１次  ９月 16 ～ 19 日
２次 10 月９～ 24 日

自衛官候補生 年間を通じて
行っています。 受付時にお知らせします。

募集種目 資　　格 受付期間 試験期日

防衛大学校
学生

推薦

高卒（見込含）
21 歳未満の者 ９月５日

～９月 10 日 ９月 25・26 日

総合
選抜

高卒（見込含）
21 歳未満の者

９月５日
～９月 10 日

１次  ９月 25 日
２次 10 月 30・31 日

一般 高卒（見込含）
21 歳未満の者

７月１日～
10 月 27 日

１次  11 月６・７日
２次 12 月７～ 11 日

防衛医科大学校
医学科学生

高卒（見込含）
21 歳未満の者

７月１日～
10 月 13 日

１次 10 月 23 日
２次 12 月 15 ～ 17 日

防衛医科大学校
看護学科学生

高卒（見込含）
21 歳未満の者

７月１日～
10 月６日

１次 10 月 16 日
２次 11 月 27・28 日

区分   警察官Ｂ、警察官Ｂ（武道指導）、女性警察官Ｂ

受験資格
昭和 63 年４月２日から平成 16 年４月１日までに生まれた方。ただし、
大学卒業または令和４年３月までに大学卒業見込みの方を除きます。

受付期間 ８月２日 ～８月 31 日

試験日程
第１次試験（筆記試験）９月 19 日 （体力試験）10 月２日
第２次試験  10 月下旬

申 問 能美警察署（☎ 57‐0110）最寄りの交番、駐在所

採用情報、各種説明会等については石川県警察ホームページで確認！
石川県警察ホームページ http://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/recruit/

石川県警察官募集  ～強い決意～
募

募



ひぽ・ゆずの　　  でえこっさ

マークを参考にごみを分けて出しましょう
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豊かな能美暮らしを未来へつなごう！

　SDGs（Sustainable（サスティナブル） Development（デベロップメント） Goals（ゴールズ））は日本語で持続可
能な開発目標と訳され、2030 年までに持続可能でより良い社会を目指す国際目標のことです。経済・環境・社会の課
題を解決するための17 のゴール・169 のターゲットから構成され、『誰一人取り残さない』ことを誓っています。

ＳＤＧｓってなんだろう？

目標４　質の高い教育をみんなに

問 / 市長戦略課 SDGs 推進室（☎ 58‐2220  58‐2291）

問 / 問い合わせ

主要行事・イベント実施予定

　東日本大震災の被災地でも開催されている団 士郎（だん しろう）さんの代表作「木陰の物語」の家族漫画展
を能美市で開催します。
　困難に直面し、それを乗り越えた物語に触れることで、自らの体験に思いを巡らせ、「誰の人生にもいろいろ
なことが起きるが、それでも人は何とかやっていくのだ」と思える。何も励ましてこない漫画がなぜか心に沁みる。
　家族漫画展は、そんな気持ちにさせてくれる家族の日常を題材にした作品です。
　トークではスライドショーに合わせて物語の制作余話など笑いあり涙ありの時間をお楽しみください。

７月 12 日 ・７月 19 日 は休館日

受付開始 10 時～

日 時

場 所 講 師

申し込み・問い合わせ

被災地を巡る東日本・家族応援プロジェクト 家族漫画展

10月 日

18月 日

25月 日７

７

７

※新型コロナウイルス感染状況により、変更・中止する場合があります。

「誰一人取り残さない」ために何をするのだ？

能美市では、「多様性の理解」のための
グローバル教育を推進しています。

目標４には、10 のターゲットがあります。
例えば、ターゲット４－７には・・・・

『2030 年までに、教育をうけるすべての人が、持続可
能な社会をつくっていくために必要な知識や技術を身
につけられるようにする。そのために、たとえば、持
続可能な社会をつくるための教育や、持続可能な生活
のしかた、人権や男女の平等、平和や暴力を使わない
こと、世界市民としての意識、さまざまな文化がある
ことなどを理解できる教育をすすめる。』となってい
ます。　公益財団法人日本 unicef 協会ホームページより

　今、グローバル時代に生きる子どもたちには、
多様性とグローバル社会の理解が不可欠となって
います。
　市では、子どもたちが多様性やグローバル社会
の正しい理解に基づいた意識、思考、知識、態度、
行動の全てにおいてたくましく成長していくこと
を目的とし、宮竹保育園、宮竹小学校、辰口中学校、
寺井高校をモデル校に指定し、北陸先端科学技術
大学院大学の協力を得ながら、公教育１５年間の
切れ目のないグローバル教育の推進に取り組んで
います。
　このような取り組みを継続的に展開し、子ども
たちが個人の能力や特質を理解し尊重できるよう
になり、「多様性の理解」が深まります。
　さらに、相手を理解することでいじめや差別が
なくなり、人と人とが互いに認めあい、支えあえ
る共生社会の実現につながります。

『だれもが公平に、良い教育を
受けられるように、また一生
に渡って学習できる機会を広
めよう』

多様性を理解して、思いやりの心を育てる

問い合わせ

生活環境課

●漫画展

●トーク

～ 入場無料

要事前申込
トークのみ

（定員 50 人）

ごみの分別で迷ったときは、リサイクルされるものかどうかを表す識別マークを参考にしてください。

プラスチック製容器包装
マーク ペットボトルマーク 飲料缶の識別マーク

プラスチック製容器包装
専用袋に入れてください

・つぶさずに出してくださ
い

・キャップ・ラベルはプラ
スチック製容器包装へ

・プルタブはつぶさずに出してください
海苔缶・ミルク缶などもスチール缶です

できることから
やってみるのだ

2030 年の
その先へつなごう！



問 / 危機管理課（☎ 58‐2201 58‐2290）

防 災 サ プ リ

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、状況に応じて開催を
中止する場合があります。また、来場の際は、検温、マスクの着用、
手指の消毒など基本的感染対策のご協力をお願いします。

問 / 能美ふるさとミュージアム（☎ 58‐5250 58‐5251）
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　今回は能美ふるさとミュージアムの六角形をした体験棟をご紹介。

　なぜ体験棟が六角形をしているかご存じですか？実は、のみふるに隣接す

る和田山古墳群の 1 号墳から出土した「六鈴鏡」をイメージしているのです。

6 つの鈴が付いたこの鏡は、神に仕える巫女など神聖な役割を持った女性が

所持していたと考えられており、北陸唯一の出土品で大変貴重なものです。

また、のみふるの前身とも言える、「能美市立歴史民俗資料館」の展示室も

六角形をしていました。能美の歴史や民俗を守り伝えてきた「能美市立歴史

民俗資料館」の伝統を受け継ぐ、という思いも、この六角形の形には込めら

れているのです。

　体験棟は半分が大きなひさし状になっており、もう半分は屋内施設です。ひさしの

下では火おこし体験などができ、強い日差しや雨除け、のみバスの待合スペースとし

ても多くの方にご利用いただいています。屋内施設では、勾玉づくりなどの体験講座

が行えるよう、水道や多くの電源を備えています。また、特徴的な形や木造の温かみ

のある雰囲気を活かして、オリンピックの聖火展示、桜花の生け花展示や、九谷焼ウ

ルトラマンシリーズの展覧会なども開催されました。

　7 月 22 日に始まる夏季企画展連携イベントでは、昔あそびを体験できるスペースと

して活用を予定しています。特徴的な外観に、歴史と伝統を受け継ぐ思いが込められ

た体験棟。外から、中から、ぜひ楽しんでみてください。

能美ふるさとミュージアム設備紹介 ～六角形の体験棟～

上空から見たのみふる体験棟

六鈴鏡（和田山 1 号墳出土）

コ

お

ラ

知

ム

ら せ

能美ふるさとミュージアム広報室
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不 足 し が ち な    「 防 災 」 を 補 い ま す

 昭和 30 年代、夏。夏休みにおじいちゃんの家にやってきた太郎くん。太郎くんの夏休みを通して、なつかしい能
美の夏の暮らしを紹介します。当時使用された道具の実物展示のほか、昔話に登場する生き物の標本、当時の家の
縁側や駄菓子屋さんの再現展示も行います。懐かしい、あの頃の夏を感じてみませんか？
▶ 会期　７月 22 日 ～８月 29 日 （観覧料無料）

 コマや剣玉、めんこなど、昔ながらの遊びに挑戦！
▶ 日時　夏季企画展会期中の土曜日・日曜日
午前 10 時～午後４時 30 分（参加費無料）

※８月７日・８日はイベントのため休止

▶ 参加方法　受付で配布する用紙に必要事項を記入
し、道具を借ります。使用後は受付に道具を返却し
てください。※小学生未満は保護者同伴
※ す

 水鉄砲、紙鉄砲の仕組みを学びながら、竹を使っ
て工作！できた水鉄砲を使った的当て大会も実施
予定です。
▶ 日時　８月７日 、８日 10 時～ 12 時
▶ 講師　ＣＣ館児童館ワーキンググループの方
▶ 参加費　500 円　▶ 定員　各７組（先着順）
▶ 対象　小学生親子（祖父母可）
▶ 服装・持ち物　濡れてもよい服装、タオル
▶ 申込期間　７月 13 日 ～ 25 日
※定員に達し次第受付を終了します。

夏季企画展「能美・夏ものがたり ～太郎くんの夏休み～」

昔あそびをしてみよう 水鉄砲・紙鉄砲を作って遊ぼう

展示

夏季企画展と連携イベント

　　　　　　

　　　　　　

おさえておこう　避難のポイント

　新型コロナウイルスの感染拡大が心配される中、今年も大雨や台風の時期（出水期）がやってきました。コロナ禍
における避難のポイントについて確認しましょう。

避難所では感染症対策として、避難者スペースを広く確保し、衛生管理にも努めます。
市民の皆さまには、避難時に次のポイントについてご理解をお願いします。

コロナ禍における避難のポイント

能美市防災ガイドブック
能美市にお住まいの方に配布している防災ガイドブックには、災

害前の備えや、いざ災害が起こったときにとるべき行動など、防災に
役立つ情報が満載ですので、ぜひご活用ください。避難についても詳
しく載っています。※法改正等で一部変更となった箇所があります。修正

箇所等については、今後広報紙等でお知らせいたします。

防災ガイドブックは市ホームページ
でも公開しています。

出水期に備えるポイント

１．浸水想定区域と土砂災害警戒区域をハザードマップで確認しておきましょう。
　　（防災ガイドブック 52 ページ～）
２．自宅が浸水想定区域または土砂災害警戒区域に該当する場合は、
　　危険が迫ったときに「どこへ避難するか」を決めておきましょう。
３．避難情報が発令されたとき、または自分自身が「危険だ」「不安だ」と感じたときは、
　　「躊躇せず」避難しましょう。

　　　　　　
避難情報改正のポイント

▶「高齢者等避難」で高齢者や避難に時間のかかる方は避難を開始

「高齢者等避難」では、高齢者に限らず、避難に時間の
かかる方は避難しましょう。高齢者以外の方も、避難の準
備をしたり、予定を見合わせるなど、避難に向けた備えを
してください。

▶「避難指示」で危険な場所から全員避難

「避難勧告」は廃止になり、これまでの「避難勧告」の
タイミングで「避難指示」が発令されるようになりました。
危険な場所にいる方は、全員この段階で避難してください。

▶ 避難所だけじゃない「難」を「避」ける方法

安全な地域の知人・親戚宅や、自宅の場所が安全
であれば自宅にいることも避難です。事前にハザー
ドマップ等で安全な場所を確認しておきましょう。

▶ 非常持出袋にプラス

消毒液やマスク、体温計など感染症対策に役
立つものを非常持出品としてプラスしましょう。

▶ 避難所ではまず検温・問診

総合受付での検温、問診で発熱や体調不良がみ
られた方は、避難所内の発熱者専用スペースで過
ごしていただきます。

▶ コロナ禍の避難所でのルール

避難所では手洗い、マスク着用、大声を出さ
ない、会話を控える、十分な換気など、感染症
対策の徹底にご協力をお願します。

避難指示

能美市から
「高齢者等避難」が

発令されました。 わしらは早めに
避難じゃな

避難指示が出たのだ
避難するのだ

（右の QR コードから
アクセスできます。）
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いしかわ動物園にズームイン！

　先月号に続き「ふれあい体験館」についてお伝えします。今回は、

体験館を建物の外側からも楽しむ方法と人気のモルモットの行進につ

いてです。

　「自分がされて嫌なことは、動物も同じ」という飼育員からの説明

を守ってウサギの温もりを体験したら、建物の外へ出て、入口とは反

対側にある屋外の放飼場をのぞいてみましょう。ウサギたちが、穴掘

りをしていませんか。当園で飼育されているのは、地中海沿岸が原産

のアナウサギを愛玩用に品種改良したカイウサギです。文字どおり、

もともとは地中に掘った穴をねぐらとする種で、穴掘りは習わずとも身についた

習性。このような本来身につけている習性をご覧いただけるのも、従来の施設で

はなかったことです。

　体験館では、ウサギとのふれあいの他にも、時間限定で飼育員の笛に合わせて

モルモットが行進する様子を公開予定です。また、インコの手乗り体験では、指

から指への移し方を飼育員から教わるかもしれません。そして、もし不思議に思

うことがあれば、近くの飼育員に気軽に疑問をぶつけてください。体験館を、動

物たちとのふれあいだけではなく、飼育員との交流の架け橋となる施設としても、

ぜひご体感いただければと思います。

文：いしかわ動物園

Zoo

みんなの図書館 ※開館時間、休館日については、市ホームページ、
各図書館だよりをご覧ください。
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ウサギとのふれあいを楽しむ親子

モルモットの行進練習

カード師

中村 文則 [ 著 ]
朝日新聞出版

占いを信じていない占い師、そ
して客を翻弄する違法カジノの
ディーラーでもある「僕」はあ
る組織から依頼され、正体を隠
して奇妙な資産家の顧問占い師
になるが…。

おすすめの一般書 おすすめの児童書

しんぱいせんせい

北川 チハル [ 作 ] 大野 八生［絵］
佼成出版社

初めての遠足に出かける、人見
知りのたつやと心配性のしんぺ
い先生。そこで起きた小さな事
件が、ふたりを変えていき…。
先生と１年生、新米ふたりのさ
わやかな成長物語。

得意 スポーツ苦手

　江戸後期に活躍した再興九谷の名工に粟生屋源右衛門がいます。小松市材
木町に父の代からの楽焼工房がありましたが、「若杉窯」の主工本多貞吉に
師事し色絵釉薬を探究していました。貞吉の没後、文政 7 年（1824）に古九
谷窯跡の地に開窯した「吉田屋窯」の主工となって古九谷復興に尽力しまし
た。一方で、自家工房では木工芸品を髣髴とするような色絵の陶器を制作し、
茶人や数寄者の好みに応じるなかで、雅趣豊かな作品を制作しました。硯箱
や香炉、卓や果ては箪笥まで陶器で成形し、寒色系の絵の具で見事な絵文様
を加飾しました。本作は、漆芸品にみられるような「平卓」の形を陶器で再
現し、天板には山水画、胴回りの窓絵には花鳥画を確かな画力で描いたまさ
にイッピン！です。（文・五彩館 館長　中矢）

■「わが人生の歩み　陶壁と無鉛釉の世界」
　 会期　７月 20 日 ～８月１日
　場所　浅蔵五十吉記念館
　内容 日展作家で日本芸術院会員として活躍しておら

れる武腰敏昭氏の作陶の軌跡を追う個展です。

情報発信元　能美市九谷焼美術館｜五彩館｜

【入館料】一般 430 円・75 歳以上 320 円・高校生以下無料
　　　　  ※浅蔵五十吉記念館もあわせて入館いただけます。

【問い合わせ】☎ 58‐6100 58‐6086

ご来館の際は、基本的感染対策（マスク着用・検温・手洗い等）
にご協力をお願いします。

粟生屋源右衛門　山水文木瓜形平卓 
サイズ 　横 32.5 ／縦 24.7 ／高 18.5cm  
年　代　 19 世紀   
所蔵先 　能美市九谷焼美術館 | 五彩館｜

今月のイッピン！「粟生屋源右衛門 山水文木瓜形平卓」

手話ページＱＲコード▶
動画配信中

今月の手話
手話表現：移住アンバサダー　林 葵さん（ヨガインストラクター）
移住アンバサダーとは、市の魅力発信、移住希望者への情報提供やサポートなどを行っていただく人です。

① - １、① - ２　親指と小指を立て、親指側を鼻に当
てるようにし、斜め上方向へ手を伸ばす。

（鼻高々なイメージ）

両手を開いて、交互に回す。
（手を振って走っているイ

メージ）

中指で鼻を軽く押さえる。
（「得意で鼻高々」の反対の

イメージ）

動画で「私の得意なスポーツはテニスです。

ヨガも好きです」「私はスポーツが苦手です」

の手話表現をご覧いただけます。
ぜひ、アクセスしてみてください♪

問 / 福祉課（☎ 58‐2230  58‐2294）

①
－１

①
－２

INFO

寺井図書館　７月21日

休館のお知らせ

寺井図書館は、毎月第４金曜日が資
料整理休館日となっておりますが、
７月は23日 と前日22日 が祝日
のため、21日 が休館となります。
ご了承ください。

夏のどくしょスタンプラリー

本を借りると、台紙にスタンプを押
します。スタンプ30個で手作りプレ
ゼントと交換！
台紙は各図書館にあります。
期間　７月17日 ～８月31日
対象　市内在住小学生以下の方

休館のお知らせ

企画
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わたしとこの町わたしとこの町
わがまち自慢  ～人物編～

26

したいこと、能美市だったら叶うかもしたいこと、能美市だったら叶うかも

27

昨年 11 月に開催したおでかけサロン。コロナが終息したら、今年もお
でかけ先を変えて開催したいと西田さんは話しました。

25

65

14

西田 和美 さん

File46 　長滝町 File45 　末信町

能美ふるさとミュージアムには、七ツ滝
など、長滝町に関係する展示もあり、皆
さん興味を持ち、楽しんでいたそうです。

写真は演奏する津田さん。津田さんは、歌や津軽三味線などにも挑戦

しており、歌では、山中節振興会で最上級の奥伝に認定され、津軽三
味線では、全国大会で準優勝されています。

寺井町民謡会による発表会後の記念の一枚。

津田 外茂夫 さん
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新型コロナウイルス感染状況を考慮し、内容に変更が生じる場合があります。
最新の情報については、市ホームページをご覧いただくか、主催者にご確認ください。お知らせ29

参加される方は、基本的感染対策（マスクの着用・検温・体調確認など）を講じた上でご参加いただき
ますよう、ご理解、ご協力をお願いします。

７月の子育てカレンダー
　市内各施設で、未就園児とその保護者を対象に施設で催しや相談会を
行っています。お気軽にご参加ください。

子育て支援センター催し

行事名 対象・備考 場所 実施日 時間

子育て支援センター
問／子育て支援センター

（☎ 58‐8200 58‐8500）

12・26 日 10：00 ～ 11：00

赤ちゃんひろば 未就園児親子（１歳まで）
９日 13：30 ～ 14：30
27 日 10：00 ～ 11：00

のびのびキッズ
寺井中央児童館 ２・９・16 日

10：30 ～ 11：30根上中央児童館 ９・16 日

辰口中央児童館 ２・９・16 日

親子サロン 問／社会福祉協議会
（☎ 58‐6200  58‐6250）

岩内コミュニティセンター ６・13・20・27 日

９：30 ～ 12：00西二口町公民館
（コミュニティセンター） ７・14・21・28 日

１・８・15 日

問／福祉課
（☎ 58‐2230 58‐2294）

24 日 10：00 ～ 12：00

すくすく相談 持ち物／母子健康手帳、バスタオル

健康福祉センター
｢ サンテ ｣
問／健康推進課

（☎ 58‐2235 58-6897）　　

５・26 日
受付時間

10：00 ～ 10：30

おっぱいの相談日
８日

受付時間
～ 11：00

29 日
受付時間

～ 14：00

マタニティクラス
赤ちゃんとママのための食生活

③

② 17 日 10：00 ～ 11：30

③ 15 日 18：30 ～ 20：30

申し込み先、問い合わせ先　子育て支援センター（☎ 58‐8200 58‐8500）

育児講座『救急救命講座』
乳幼児期に起こりやすい事故の予防・対処法・心肺蘇生法を学びます。

日時：７月 20 日  10：00 ～ 11：30
対象：未就園のお子さんをもつ保護者 ( 能美市にお住まいの方）
講師：能美市消防本部　救急救命士　定員：15 名（要予約）
託児：10 名（要予約）（能美市のお住まいの未就園のお子さん）
申込受付：７月５日 ９：00 ～

行事名・対象 場所・備考 実施日 時間

日本語教室
対象／市内に在住・在勤の外国人

根上学習センター ３・10・24・31 日 10：00 ～ 11：30
岩内コミュニティセンター　託児利用料 500 円／回 ６・13・20日 10：15 ～ 11：45
JAIST ６・13・20日 15：20 ～ 16：40
寺井地区公民館 ７・14・21・28 日 19：30 ～ 21：00

テーマ／「オンライン料理講座
～タイ料理を作ってみよう！～」

オンライン開催　リンク先を送付しますので
協会までメールをお送りください。
jimu@niea.iki-iki-nomi.net

11 日 14：00 ～ 15：30

市国際交流協会事務所（寺井地区公民館 1 階）
★外国人と日本人が楽しく交流できるサロンです。
申し込みは不要で、どなたでも自由に参加できます。

毎週水曜日 10：00 ～ 11：30

行事名・対象 予約・問い合わせ 場所 実施日 時間
弁護士無料法律相談

（１回 30 分で４組まで）
社会福祉協議会
くらしサポートセンターのみ

（☎ 58‐6603 58‐6250）　　
ふれあいプラザ

８日 19 日
28 日

13：30 ～ 15：30

行政書士無料相談会 15 日 13：30 ～ 15：30

心配ごと相談
社会福祉協議会

（☎ 58‐6603 58‐6250）

ふれあいプラザ
辰口福祉会館
根上サービスセンター

５日
15 日
26 日

13：30 ～ 15：30

こころの相談
（精神科医が対応します）

健康推進課
（☎ 58‐2235 58‐6897） 健康福祉センター「サンテ」 14 日 ９：30 ～ 11：30

（精神科医が対応します）

お住まいの地区のあんしん相談センター
根上あんしん相談センター（☎ 55‐5626 55‐5627）
寺井あんしん相談センター（☎ 58‐6117 58‐6733）
辰口あんしん相談センター（☎ 51‐7771 51‐7783）

【予約受付】月～金曜日　８：30 ～ 17：15（祝日・年末年始を除く）

７日 ９：30 ～ 11：30

消費者生活相談 消費生活センター（市役所本庁舎）（☎ 58‐2248 58‐2293） 毎週 ～ 10：00 ～ 17：00

相談

国際交流

ご寄附

統計資料

問／国際交流協会（☎ 57‐3751  57‐3761）

要予約

要予約

要予約

要予約

Byeon　Hyeonseob 様（東京都）

武田 綾美 様（京都府）

佐川 真也 様（広島県）
西原物産株式会社 様（野々市市）

福島 武山 様（佐野町）

ご厚志ありがとうございます

（５月１日～５月 31 日受付分、寄附受付日順）

ふるさと納税（５月受付分、公表希望者のみ掲載） 

【ふるさと納税計】
令和３年４～５月分累計　140 件　2,996,000 円

縁日ごっこ
うちわやさん、金魚すくいなどいろいろなお店があります。みんなで縁日ごっこを
楽しみましょう。

日時：７月 16 日  ① ９：15 ～ 10：15　② 11：00 ～ 12：00　
③ 13：15 ～ 14：15　④ 15：00 ～ 16：00　※４部とも同じ内容で行います
対象：未就園のお子さんと保護者（能美市にお住まいの方）
定員：各 20 組（要予約・４部のうち１回のみ参加）
持ち物：マイバック
申込受付：７月１日 ９：00 ～（①②午前の部）　13：00 ～（③④午後の部）
※準備・片付けのため、前日の15 日 は15 時に閉館、当日は 16 時に閉館します。

●人口　　 4 9 , 8 0 7 人

男　24,766 人　　女   25,041 人

●世帯数 1 9 , 3 9 6 世帯

人口と世帯数 市内の犯罪・交通事故など発生状況

令和３年６月１日現在

（前月比ー10）

（前月比＋20） データ提供　能美警察署能美市消防本部

さわやかに

夏を走ろう

北陸道

７月 11 日 から７月 20 日 は夏の交通安全県民運動期間です
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のみ応援特典券に関するお問い合わせ
商工課（☎ 58‐2254 58‐2266）



のみ応援特典券

（掲載省略）


