
詳細は の連絡先にお問い合わせください。

平成30年度
七尾市競争入札参加資格（工事）
主観的事項受け付け開始
■対象者

七尾市競争入札参加資格(工事)
がある、または審査申請中であ
る市内Ⅰ・市内Ⅱの建設工事業
者

■受付期限　 2 月28日㈬
※申請方法は、市ホームページを

ご覧ください。

総務課　☎53-1118

　　　　　　   …  　　　　　　

経営事項審査総合評定値通知書
（経審）の受け付け開始
■対象者

七尾市競争入札参加資格（工事）
がある建設工事業者

■受付期限　 2 月28日㈬
■提出方法

平成29年10月 1 日直前決算の経
審の写しを総務課に提出(郵送
可)

※提出済みの場合、再提出不要。
※建設業許可行政庁から未着の場

合、届き次第提出。
総務課　☎53-1118

農業経営講座
　石川県を代表する米農家「六星」
の若手社長が実践する経営判断の
極意を学びませんか。
■対象者　市内農業者や経営に
　　　　　関心のある人
■日時　 3 月 1 日㈭　14：00～
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　 2 階視聴覚室
■講師　株式会社六星（白山市）
　　　　代表取締役社長
　　　　輕部　英俊
■演題　豊かな日常に貢献できる

農業を目指して～企業と
して農業に取り組む～

■費用　無料
■申込期限　 2 月22日㈭
※申込書は農林水産課窓口のほか

行政サービスコーナーにありま
す。市ホームページからもダウ
ンロードできます。
農林水産課　☎53-8422

　　　　　　   …  　　　　　　

平成30年度
七尾市競争入札参加資格審査申請
（工事・業務・物品など）
第 2回追加登録受け付け開始
■受付期限　 2 月28日㈬
※申請方法は、市ホームページを

ご覧ください。期限後の随時受
け付けは行いませんので、ご注
意ください。

総務課　☎53-1118

NANAO
情報通
今月のお知らせと募集
このコーナーは敬称を省略します

市の人口 　 　

平成29年12月31日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世　帯　22,231世帯　（△27）
人　口　53,919人　　（△91）
　男　　25,516人　　（△42）
　女　　28,403人　　（△49）
年齢別人口
　 0 ～ 20歳　 8,571人
　21 ～ 64歳　26,228人
　65歳～　　 19,120人
転入　　65人　　転出　　94人
出生　　22人　　死亡　　86人
婚姻　　16件　 その他　 2 人

納税のお知らせ 　 　

固定資産税・都市計画税（ 4 期）
国民健康保険税（ 8 期）
納期限： 2 月28日㈬

愛の献血 　 　

今月の献血はありません。
石川県赤十字血液センター 検索

市のシンボル 　 　

菜の花 松

カモメ ハチメ

経営者、社長、役員の方へ

全棟構造設計
《構造計算専門店》

㈱西川総合建築／西川測量登記
七尾市能登島通町チ部２番地
TEL/FAX　0767-85-2752

【担当  西川剛志 080-1965-6748】

家の新築やリフォームでお悩みの方
病院、工場、事務所、店舗、住宅…
木の温もりある建物。可能性は無限大。

・工場内作業

・イベント

・農作業

春先の農作業

に活躍します！

除雪機 レンタル

冬の除雪作

業にお困り

なら当社へ

千代田機電㈱
古府町り47-
TEL：54-0035
TEL：54-0036

千代田機電㈱
古府町り47-2

TEL：54-0035
TEL：54-0036

・工場内作業

・イベント

・農作業

・工場内作業

・イベント

・農作業

千代田機電㈱
古府町り47-2

TEL：54-0035
TEL：54-0036

除雪機 レンタル

冬の除雪

作業にお困

りなら当社

へ！！

千代田機電㈱
古府町り47-2

TEL：54-0035
TEL：54-0036

千代田機電㈱
古府町り47-2
TEL：54-0035
TEL：54-0036

キャリアダンプ

刈払機

水中ポンプ発電機

七尾市　入札 検索

七尾市　入札 検索
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七尾市女性のつどい
■対象者　男女問わずどなたでも
　　　　　（申し込み不要）
■日時　 2 月18日㈰
　　　　10：00～12：30
■場所　サンビーム日和ヶ丘
　　　　ホール
■講演
　【演題】
　地元の魅力発見と情報発信
　【講師】
　ハッピープロジェクト合同会社
　川向　正明
（自分にとっての「当たり前」は、
他から見るととてもうらやまし
いものです。氷見市の定置網漁
を例にしたお話しです。）

■アトラクション出演者
　七尾吹奏楽団、外雷太鼓

生涯学習スポーツ課
　☎53-3661

　　　　　　   …  　　　　　　

犬のしつけと
飼い主のマナーアップ講座
　人と犬が楽しく共生するため、
飼い主としての正しい飼い方やし
つけの基本的な知識が学べる講座
です。
■対象者　

犬を飼っている(犬の登録をし
ている）市民、犬を飼おうと思っ
ている市民

　※犬の同伴不可
■日時　 3 月17日㈯
　　　　10：00～12：00
■会場　七尾サンライフプラザ
　　　　第 1 研修室
■講師　ＪＡＨＡ認定家庭犬トレー

ニングインストラクター
　　　　小西　伴彦
■費用　無料
■定員　50人
■申込期限　 2 月28日㈬
　　　　　　（電話申し込み）

環境課　☎53-8421

能登立国1300年
能登国分寺跡などが
いしかわ歴史遺産に認定
　日本遺産の石川県版にあたる

「いしかわ歴史遺産」は、県を代
表する歴史や伝統、風習などの魅
力をストーリーで紹介し、全国に
発信するもので、県は2020年まで
に20件程度認定する予定です。
　昨年12月、能登立国1300年をＰ
Ｒする第 1 弾として、能登国の中
心「国府」の存在を示す文化財を
まとめた「能登国府を探る～能登
立国1300年～」の認定が決まりま
した。
　養老 2 （718）年に能登国が立
国し、平和を祈るために置かれた
能登国分寺跡など12件の文化財
や、青柏祭をはじめとする祭礼な
ど、先人が紡いできた歴史と文化
が評価されました。

能登国分寺跡南門

文化課　☎53-8437

不用品活用銀行
■ゆずります
　歩行器（幼児用）、碁石 2 組、

ランドセル（赤）、学習机、
ペットフェンス（ウサギ用）、
洋服タンス 1 さお、エレクトー
ン、サイドボード、ライティン
グデスク

■ゆずってください
　大人用自転車、ダイニングテー

ブルセット、パイプベット、椅
子20脚、収納ケース、ペット
サークル（犬・猫用）、男女小
学校制服（130㎝七尾地区）、
水墨画集

※電気製品は取り扱いできません。
※登録期限は 6 カ月です。
※次の場合、環境課に連絡が必要

です。
　・交渉の成立・不成立。
　・登録した品物を処分した。
　・品物が不要になった。

環境課　☎53-8421

ケーブルテレビななおに加入して
地域密着の自主放送「ニコニコちゃんねる」を楽しみませんか
■加入のメリット
　・市内のイベントや学校行事などを放送する自主放送が見られます。
　・アンテナが不要です。
　・地域に密着した防災情報を放送します。
　・データ放送でゴミ収集や休日医療などの暮らしの情報をお届けします。
■引込工事負担金
　・テレビのみ加入　 3 万円
　・インターネットのみ加入　 3 万円
　・テレビ・インターネット同時加入　 5 万円
■テレビ月額利用料
　税込1,080円から（NHK放送受信料は含みません）
　コースによってBS放送や多チャンネル放送、有料放送を視聴できます。
■インターネット月額利用料
　税込4,687円～5,767円（通信速度とテレビのコースで料金が異なります）

ケーブルテレビななお（広報広聴課）　☎53-8699

　　　　　　　　　　　　　　  …  　　　　　　　　　　　　　　

10七尾ごころ



詳細は の連絡先にお問い合わせください。

スポーツ安全保険 検索

小さな掛金･大きな補償
スポーツ安全保険
　スポーツ安全保険は、アマチュ
アのスポーツ・文化・ボランティ
ア活動等を行う 4 人以上の団体を
対象とした団体活動中や経路往復
中の傷害事故および賠償責任を負
う事故を補償するものです。
　また、急性心不全などの突然死
に対して葬祭費用を支払い、団体
員が安心して活動できるようにつ
くられた営利を目的としない互助
共済的な補償制度です。万が一に
備えて加入しましょう。
■加入区分・年間掛金

【子ども】中学生以下
団 体 活 動 800円
個 人 活 動 1,450円

【大人】高校生以上
文化・ボランティ
ア・地域活動など　 800円

ス ポ ー ツ 活 動・
指 導・ 審 判

64歳以下
1,850円

65歳以上
1,200円

【全年齢】
危 険 度 の 高 い
ス ポ ー ツ 活 動 1 万1,000円

■受付期間　平成30年 3 月 1 日～
　　　　　　平成31年 3 月30日
■保険期間　平成30年 4 月 1 日～
　　　　　　平成31年 3 月31日
※ 4 月 1 日以降の申し込みは、加

入手続日翌日から有効です。

（公財）スポーツ安全協会
　石川県支部　☎076-268-3100

法律相談開催
■日時・弁護士

2 月15日㈭　松本　亘市　
2 月22日㈭　出口　勲
3 月 1 日㈭　横見　健太
3 月 8 日㈭　渡辺　数磨
3 月15日㈭　菊地　環
3 月29日㈭　岩田　浩二
13：30～16：00

■場所　
　パトリア 5 階フォーラム七尾
■申込方法　
　相談日前日の17時までに電話予約
■定員　 5 人（先着順）
■相談料　5,400円

※負担が困難な人で、法律援助
資力基準に該当する場合は無
料。クレ・サラ相談は初回無料。

金沢弁護士会
　☎076-221-0242

　　　　　　   …  　　　　　　

石川県立七尾城北高等学校
平成30年度転入学・編入学試験
■対象者
　転入学：他の高校に在学中の人
　編入学：高校を中途退学した人
■説明会　 2 月13日㈫
　　　　　18：00～19：30
■体験入学　 2 月14日㈬～16日㈮
　　　　　　16：50～20：55
■試験申込期間
　 2 月19日㈪～ 3 月 2 日㈮
　（24日、25日を除く）
　13：00～16：00
■試験日　
　 3 月 8 日㈭　12：30受付締切
■試験科目
　学科試験（国語・数学）、作文、
　個人面接
■合否の連絡　 3 月14日㈬

石川県立七尾城北高等学校
　☎53-1897

義援金の受け付け
　皆さんからお預かりした義援金
は、日本赤十字社を通じて被災地
へ送られます。
■義援金をいただいた方（敬称略）
　【東日本大震災義援金】
　七尾東雲高校ボランティア部

福祉課　☎53-3625

　　　　　　   …  　　　　　　

中皮腫や肺がんなど
石綿（アスベスト）による
疾病の補償・救済　
　労働者として石綿ばく露作業に
従事していたことが原因で、中皮
腫や肺がんなどを発症したと認め
られた場合には、労働災害保険法
に基づく各種の労災保険給付や石
綿救済法に基づく特別遺族給付金
が支給されます。
　石綿による疾病は、石綿を吸っ
てから非常に長い年月を経て発症
することが大きな特徴です。
　中皮腫などで亡くなられた人が
過去に石綿業務に従事していた場
合には、労災保険給付などの支給
対象となる可能性があります。

石川労働局労災補償課
　☎076-265-4426

　　　　　　   …  　　　　　　

自動車の検査・登録申請は
混雑する 3月を避けてお早めに
　毎年 3 月は、自動車の検査・登
録が集中し窓口が大変混雑しま
す。長い時には半日お待ちいただ
く場合もあります。
　継続検査（車検）は有効期間満
了の 1 カ月前から受検できますの
で、なるべく 2 月中に受検をお願
いします。また、名義変更や廃車
の手続きは 3 月上旬までに済まさ
れますよう、ご理解とご協力をお
願いします。

石川運輸支局　
　☎050-5540-2045
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農家民宿を始めませんか
農家民宿開業セミナー
　農家民宿は、一般の個人が宿泊
者に農林漁業体験を提供しなが
ら、自宅の一部に客室として滞在
してもらう宿のことです。
　全国の農家民宿が実践している
お客さまに喜ばれるおもてなし術
や、農家民宿開業のポイントなど
を学びます。
■対象者
　農家民宿に関心のある人、農家

民宿の魅力をアップさせたい人
など

■日時　 2 月22日㈭　
　　　　14：00～16：15
■場所　ラピア鹿島（中能登町）
　　　　 2 階　第 2 会議室
■定員　25人（先着順）
■費用　無料
■申込期限　 2 月15日㈭
■申込方法　
　メールや電話、ファクスのいず

れかで氏名、連絡先、住所、性
別、年齢をお知らせください。
石川県里山振興室

　☎076-225-1629 
　FAX　076-225-1618
　Email
　t-nakamoto@pref.ishikawa.lg.jp

　　　　　　   …  　　　　　　

放送大学
平成30年 4 月入学生募集
　放送大学は、テレビやインター
ネットで学べる通信制の大学で
す。
　働きながら学んで大学を卒業し
たい、学びを楽しみたいなど、さ
まざまな目的で幅広い世代・職業
の人が学んでいます。
■募集期限　 3 月20日㈫

放送大学石川学習センター
　☎076-246-4029

第 6回770のひな人形展

■日時　 2 月24日㈯～ 3 月 4 日㈰
　　　　10：00～17：00
　　　　（最終日は16：00まで）
■場所　パトリア 4 階フォーラム
　　　　七尾多目的ホールほか

第 6 回770のひな人形展開催委員会
　☎54-0770

うつ病家族教室

　うつ病の人により良い対応がで
きるよう、うつ病の知識や理解を
深めるための家族教室です。
■対象者

うつ病（そううつ病を含む）と
診断された人やうつ病と思われ
る人の家族など

■日時　 2 月23日㈮
　　　　14：00～16：00
■場所　石川県能登中部保健福祉
　　　　センター（本府中町）
　　　　 2 階ふれあいルーム
■費用　無料

石川県能登中部保健福祉センター
　☎53-2482

インターネットで申告できます
　国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」で申告書が作成でき、
不明な点は電話で相談できます。

問い合わせ内容 電話番号 受付時間
確定申告書等作成コー
ナーの使い方

（事前準備、送信方法、
エラー解消など）

e-Tax・作成コーナー
ヘルプデスク
0570-01-5901

（全国一律市内通話料金）
または 03-5638-5171

（通常の通話料金）

月曜日～金曜日
（祝日、振替休日を除く）

9 ：00～17：00

マイナンバーカード
を利用する場合の IC
カードリーダライタの
設定など

マイナンバー総合フ
リーダイヤル
0120-95-0178

（通話料金無料）
または 050-3818-1250

（通常の通話料金）

月曜日～金曜日
9 ：30～20：00
土・日、祝日、振替休日
9 ：30 ～ 17：30

申告書の作成など 七尾税務署
52-3381

（自動音声案内に従っ
て番号を押してくださ
い。）

月曜日～金曜日
（祝日、振替休日を除く）

9 ：00～17：00

【七尾税務署での申告相談】
■日時　 2 月16日㈮～ 3 月15日㈭（土・日除く）
　　　　 9 ：00～16：00（混雑状況によって早めに終了する場合あり）
※申告手続きには、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写

しの添付が必要です。（e-Taxを利用した場合、本人確認書類は不要）
七尾税務署　☎52-3381

　　　　　　　　　　　　　　  …  　　　　　　　　　　　　　　

 放送大学 検索
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

富山県高岡市交流情報
第 9回ふくおかひなまつり
　福岡町内にある旧北陸街道沿い
の旧菅かさ問屋の町並みや歴史あ
るひな人形、段飾りをご覧くださ
い。
■期間　 2 月24日㈯～ 3 月 4 日㈰
■場所　雅楽の館、島田邸、いっ

ぷく処（まちづくり福岡
工房）など

㈱ウエルカム福岡　
　☎0766-64-0009

　　　　　　   …  　　　　　　

富山県氷見市交流情報
コーヒーとチョコレート展
　嗜好（しこう）品として広く親
しまれているコーヒーとチョコ
レート。今回の展示は、その原料
となる植物「コーヒーノキ」と「カ
カオノキ」や私たちの手に届くま
での製造過程を紹介します。
　また、試食や体験教室も予定し
ています。詳細は、ホームページ
やフェイスブックをご覧くださ
い。
■日時　 2 月26日㈪まで
　　　　 9 ：00～16：30
■場所　氷見市海浜植物園 1 階
　　　　メインホール
■入園料　大人200円
　　　　　中学生以下無料

氷見市海浜植物園
　☎0766-91-0100

ささゆり商品券
ご利用はお早めに
　長らくご利用いただいた「ささ
ゆり商品券」は12月31日をもって
販売を終了しました。
　加盟店では 3 月31日㈯まで利用
できますので、お早めにご利用く
ださい。

鹿島郡商業振興協同組合
　（能登鹿北商工会内）
　☎66-0001

　　　　　　   …  　　　　　　

長野県飯山市交流情報
第36回いいやま雪まつり
　日本有数の豪雪地帯飯山を代表
する冬の一大イベント。家族で楽
しめるアトラクションや食のブー
スも充実しています。
■開催日　 2 月10日㈯、11日㈰
■場所　飯山市城北グラウンド周辺

いいやま雪まつり実行委員会
　☎0269-62-0156

羽咋市　はくい獅子舞保存活性化実行委員
企画展「お宝ダヨ！全員集合！！」

古い獅子舞道具など
の「お宝」を展示し
ます。獅子舞ビデオ
コーナーもお楽しみ
に。
[期間］ 2 月28日㈬まで
[時間]  9 ：00 ～ 17：00（入館は16：30まで）
[場所］歴史民俗資料館（鶴多町）

歴史民俗資料館　☎0767-22-5998

志賀町　
大漁起舟祭

［日時］ 2 月11日（日・祝）
 10：00 ～ 15：30

［場所］ 石川県富来漁港
　　　　（西海風戸）

［内容］
鮮魚販売、大漁鍋、炉端
コーナー、地元グルメ、
島津悦子歌謡ショーなど
甘エビ・かす漬けセットが
当たるガラポンも開催

商工観光課　☎0767-32-9341

中能登町
中能登町ふれあいコンサート2018

中能登地域を中心と
した中高生吹奏楽部
や一般のアンサンブ
ルグループによる演
奏をお届けします。

［日時］ 2 月25日㈰ 13：00 ～
［場所］ラピア鹿島 アイリスホール

生涯学習課　☎0767-76-1900

宝達志水町　
のまりんの紙芝居げきじょう

野間成之先生の紙芝居ラ
イブは、歌あり踊りあり
で親子で楽しめます。
[日時］ 2 月24日㈯
　　　　14：30 ～
[場所］さくらドーム21
　　　　 2 階視聴覚室
※申込不要

町立図書館　☎0767-29-8350
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