
ミナ．クル 2階、パトリア 3階
年末の市民窓口業務
■日時
　12月29日㈯　 8 ：30～17：15
　※年始は 1 月 4 日㈮からです。
■取扱内容

・住民票写し、印鑑登録証明
書、戸籍証明書などの発行

・納税証明書、所得・課税証明
書、その他の税務証明の発行

・各種申請の受け付け
※平日の業務とは異なり、取り扱

いできない業務もあります。事
前に電話などでお問い合わせく
ださい。
税務課　☎53-8412

　市民課　☎53-8417
　福祉課　☎53-3625

　　　　　　　　　　　　　　　

市営住宅入居者を募集
■募集住宅（変更の可能性あり）
住宅 家賃（所得に応じて決定）

【七尾地区】
奥原 1 万円～1 万9,700円
古府 1 万3,400円～3 万4,000円

【田鶴浜地区】
馬場 1 万6,400円～4 万8,200円
大津 1 万8,200円～4 万1,300円
相馬 2 万1,800円～4 万3,800円

【中島地区】
中島 1 万9,700円～4 万8,900円
■注意事項
※応募者多数の場合は抽選です。
※入居時に家賃 3 カ月分の敷金が

必要です。
■申込期限　12月19日㈬

都市建築課　☎53-8429

平成30年度七尾市文化賞・産業賞
受賞おめでとうございます
　本市の文化や産業の振興・発展
に顕著な功績を挙げられた方に贈
られます。
　11月 3 日(土・祝)に、サンビー
ム日和ヶ丘で贈呈式を行いました。
■七尾市文化賞（敬称略）
・木本　峰生
　教職の傍ら、書にいそしみ、現
代美術展に入選。七尾美術作家協
会長や石川県書美術連盟評議員な
どを歴任し、書文化の振興と後継
者育成に寄与されました。
■七尾市産業賞（敬称略）
・酒井　秀信
　株式会社鹿渡島定置社長。高齢
化が課題となる漁業で若者が働き
やすい場をつくるとともに、 6 次
産業化などで漁獲物の付加価値を
高め、販路拡大と漁業者の所得増
大につなげられました。
・濵　暉元
　七尾駅前ミナ．クルの整備・運
営に尽力するなど、駅前活性化に
貢献。現在、七尾街づくりセンター
社長、ななお・なかのとDMO理
事長として、商業や観光の振興に
取り組まれています。

秘書人事課　☎53-1110

市の人口 　 　

平成30年10月31日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世　帯　22,159世帯　（△ 3)
人　口　53,049人　　（△ 76）
　男　　25,163人　　（△ 17）
　女　　27,886人　　（△ 59）
年齢別人口
　 0 ～ 20歳　 8,267人
　21 ～ 64歳　25,532人
　65歳～　　 19,250人
転入　 82人　転出　 120人
出生　　22人　死亡　　60人
婚姻　　 8件

納税のお知らせ 　 　

固定資産税・都市計画税（ 3 期）
国民健康保険税（ 6 期）
納期限： 1 月 4 日㈮

愛の献血 　 　

12月13日㈭
七尾市役所
9 ：45 ～ 16：00
献血の詳しい情報は

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

NANAO情報通
お知らせと募集
このコーナーは敬称を省略します

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。

◆低圧電気業務特別教育 1月25日

◆ガス溶接技能講習 2月4～5日

◆アーク溶接特別教育 2月12～13日

◆研削といし(グラインダー等)特別教育 3月 7日

　　　　　　　　
　　　申込書など詳しくは当協会☝のホームページで！

★資格取得講習会(七尾会場)案内！

★一人親方様の労災特別加入　即手続きします！

(一社)七尾労働基準協会 ☎0767-52-5343

　★労働健診(2月18日羽咋、2月19～20日七尾)実施します。
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

袖ケ江駐車場を開放します
　年末年始に市役所前の袖ケ江駐
車場を開放しますので、帰省や観
光などにご利用ください。
■開放期間
　12月29日㈯　 8 ：15から
　 1 月 3 日㈭　18：00まで

総務課　☎53-1111

　　　　　　　　　　　　　　　

のと里山里海ミュージアム
年末年始休館のお知らせ
■休館日　12月29日㈯～
　　　　　 1 月 3 日㈭
※毎週火曜日は定休日です。

のと里山里海ミュージアム
　☎57-5100

　　　　　　　　　　　　　　　

平成30年度コミュニティ助成事業
　（一財）自治総合センターでは、
宝くじの社会貢献広報事業とし
て、コミュニティ助成事業を行っ
ています。宝くじの受託事業収入
を財源として、地域の自治意識を
高め、連帯感を盛り上げるコミュ
ニティ活動に対し、事業費を助成
するものです。
　藤野町町内会が宝くじの助成金
で、神輿（みこし）の修繕をしま
した。

企画財政課　☎53-1117

文化財施設の冬期休館
■休館日

【12月11日㈫～3 月10日㈰】
　七尾城史資料館（古屋敷町）
　懐古館（古屋敷町）
　能登国分寺展示館（国分町）
　祭り会館（中島町横田）
　明治の館（中島町外）

【 3 月31日㈰まで】
　蝦夷穴歴史センター
　（能登島須曽町）
※休館中の入館を希望する人はご

連絡ください。
スポーツ・文化課　☎53-8437

　　　　　　　　　　　　　　　

中小企業･小規模事業者の皆さまへ
消費税軽減税率制度の実施
　来年の10月 1 日から消費税率が
10％に引き上げられるとともに消
費税軽減税率制度が実施されま
す。
　中小企業・小規模事業者などに
対しては、複数税率対応レジの導
入や、受発注システムの改修など
が必要になる場合に、これにかか
る経費の一部を補助する国の制度
があります。ぜひご活用ください。
　詳しくは「軽減税率対策補助金
事務局ホームページ」をご覧くだ
さい。

軽減税率対策補助金事務局
　☎0570-081-222

平成31年度用家庭ごみ収集
カレンダーの広告主募集
　毎年 4 月に無料配布される家庭
ごみ収集カレンダーに宣伝広告を
掲載しませんか。
■広告枠規格（ 1枠）縦40㎜、横77㎜
■掲載料金（ 1枠）　10万円
■募集枠数　 5 枠
■申込期限　12月14日㈮
■申込方法
　広告掲載申込書に記入し、環境
　課へ提出してください。
※申し込み多数の場合は抽選です。
※申込書は環境課窓口または市

ホームページから入手できます。
環境課　☎53-8421

　　　　　　　　　　　　　　　

「若者サポートステーション石川」
出張相談会
　「働きたいけど心配。どうすれ
ばいいのか分からない」「対人関
係、コミュニケーションが苦手で
不安」「ブランクがあり仕事をす
ることに不安」などさまざまな悩
みを抱える人とその家族を対象
に、出張相談会を開催します。
■日時　12月18日㈫
　　　　13：00～16：30
■場所　ワークパル七尾
■対象　15歳～39歳の求職者と
　　　　その家族

若者サポートステーション石川
　☎076-235-3060

年末年始の家庭ごみの持ち込み	
　どの施設も12月30日㈰、 1 月 1 日(火・祝)、 2 日㈬は持ち込みできません。

ごみの種類 持ち込み場所 12月29日㈯・31日㈪・ 1 月 3 日㈭
燃えるごみ、
乾電池、蛍光管、 
ビン、鏡など

ななかリサイ
クルセンター 9 ：00～12：00

埋立ごみ、
金物類

ななか中央
埋立場

新聞、雑誌等、 
段ボール、アルミ缶、 
ペットボトル

常時資源ごみ
集積所えーこ屋 休み

※場所、料金などは「家庭ごみ収集カレンダー」裏面でご確認ください。
ななかリサイクルセンター　☎68-3200

　ななか中央埋立場　☎53-5321　環境課　☎53-8421
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のと里山里海ミュージアムの
ボランティア募集中！
　ミュージアムの館内案内やイ
ベント補助などの軽作業です。
ミュージアムの活動に興味のある
人のご参加をお待ちしています。
■対象　高校生以上
■応募条件　説明会への参加

※ 1 月下旬から 2 月上旬に説明
会を開催します。

■申込方法　電話
■申込期限　 1 月20日㈰

のと里山里海ミュージアム
　☎57-5100

　　　　　　　　　　　　　　　

上下水道事業審議会委員の募集
　生活に欠かせない上下水道事業
の適切な運営を考える上下水道事
業審議会の委員を募集します。
■募集人数　 2 人
■任期
　平成31年 3 月 2 日から 2 年間
■応募資格

市内に住所があり、20歳以上で
上下水道事業に関心のある人

■申込方法
上下水道をテーマに400字以内
の作文を提出してください。

■申込期限　 1 月31日㈭
上下水道課　☎53-8002

運転免許証の窓口が混雑します
　12月中旬から 1 月中旬まで窓口
が非常に混雑します。ご理解とご
協力をお願いします。
■注意事項
・希望する更新時講習が受けられ

ない場合があります。
・受け付け順に手続きできない場

合があります。
・視力の再検査に時間がかかりま

す。
※駐車スペースが限られていま

す。他の施設には駐車しないで
ください。
七尾警察署交通課　☎53-0110

　　　　　　　　　　　　　　　

ご存知ですか？「建設リサイクル法」
～家屋の解体などに適用されます～
　建設リサイクル法に基づき、再
生資材として利用できる特定の建
設廃棄物（コンクリートや木材、
アスファルトなど）の分別とリサ
イクルを積極的に推進していま
す。
　一般家屋の解体などの際には、
業者に適正な分別解体・再資源化
を促すなど、建設リサイクル法の
推進にご理解とご協力をお願いし
ます。

北陸地方建設副産物対策連絡
協議会事務局

　☎025-280-8880

100人女子会in	NANAOで
本音トークしませんか
　今の暮らしの中で困っている、
解決したい、やりたいことなど、
女性だけでざっくばらんに話しな
がら、これからの女性の活躍を考
えてみませんか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■日時　12月15日㈯
　　　　14：00～16：00
　　　　※託児あり
■場所　矢田郷地区コミュニティ

センター多目的ホール（七尾サ
ンライフプラザ）

■対象　市内在住、勤務などで七
尾に関わりのある20代～ 40代
の女性

■定員　100人
■参加費　無料

石川県男女共同参画推進員
　（山﨑）☎58-3007
　メール：creative_land@icloud.com

　　　　　　　　　　　　　　　

不用品活用銀行
■ゆずります
洋服たんす、ローテーブル、鏡台、
本棚（大・小）、食器棚、 1 人用
ソファ、紙オムツ（大人女性用）、
チャイルドシート
■ゆずってください
ペットサークル犬・猫用、獅子舞
子ども踊り子衣装、チャイルド
ゲート、等伯ポロシャツ（新品）、
男女子ども用着物（ 5 歳～12歳）、
小学生男女制服（130cm～160cm）
※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

今年最後の特定健診・がん検診の日程
　身体の状態を教えてくれる特定健診は、治療中の人も対象です。
　がん検診は、次の特定健診会場で同時に開催しています。希望日まで
にお申し込みください。

日 会　場 受付時間

12月15日㈯ 七尾サンライフプラザ　【託児あり】 8:30～10:00
13:00～14:00

・肺がん検診は、結核検診（対象65歳以上）と兼ねて実施しています。
・胃がん検診の受け付けは、 8 ：30～10：00のみです。
・受診券などを紛失された場合、再発行できます。

健康推進課　☎53-3623
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

「男女共同参画社会づくり
4コマまんが・川柳」
「人権擁護に関する標語」

　最優秀作品が決定しました。
■各部門の最優秀賞

【 4 コマまんが】
・小学生の部
　作品名「父がつくるお弁当」
　　朝日小学校　坂口　智哉
・中学生の部
　作品名「父さんの料理」
　　七尾中学校　瀧野　陽平

【川柳】
　思いやり 対等社会 つくり出す
　　田鶴浜高校　鹿野　向日葵

【人権擁護に関する標語】
・小学生の部
　だれにでも　差別をしない
　その気持ち
　　小丸山小学校　曽我　祥平
・中学生の部
　大丈夫？ その一言で 救われる
　　七尾中学校　樟　有紗

総務課人権・男女共同参画室
　☎53-1112

　　　　　　　　　　　　　　　

2019年版「石川県民手帳」
絶賛発売中
　石川県の過
去 5 年 間 の 毎
日の天気や郷
土の主な催し、
自 然 と 産 業、
各市町の見ど
ころなど県内
の統計情報が
満載の使いやすい手帳です。
　購入希望の人は、下記販売場所
でお早めにお求めください。
■価格　 1 冊450円（税込み）
■販売場所
　・総務課（本庁 1 階）
　・田鶴浜・中島・能登島各行政
　　サービスコーナー
　・カーマホームセンター
　・コメリホ－ムセンター
　・明文堂書店

総務課　☎53-1111

法律相談開催
■開催日・弁護士
　12月13日㈭　飯森　和彦　
　12月20日㈭　宮崎　昇一郎
■時間　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

　　　　　　　　　　　　　　　

水道メーター検針員募集
　未経験者歓迎です。研修がある
ので初めての人でも安心です。
■期間　平成31年 4 月から
■業務内容
　水道メーターの検針と付随業務
　（毎月 5 日～ 9日の 5 日間）
■勤務地　七尾市内
■募集人数　若干名（ 5 人程度）
■給与
　完全出来高制（検針件数による）

上下水道料金お客様センター
　☎53-8431

　　　　　　　　　　　　　　　

義援金を被災地に送金します
　皆さま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
へ送金されます。
■義援金をいただいた方のご芳名
　（敬称略）

【平成30年北海道胆振東部地震災
害義援金】
・御祓中第11回卒業生一同ホテル

海望
【平成30年 7 月豪雨災害義援金】
・御祓中第11回卒業生一同ホテル

海望
・七尾市職員労働組合

福祉課　☎53-3625

道路の除雪にご理解とご協力を
①交通量の多い道路や通勤通学路

から、除雪作業を進めます。
②除雪の障害となりますので、路

上駐車はしないでください。
③屋根雪などは道路へ出さないで

ください。
④船に危険が伴うため、海に雪を

捨てないでください。
⑤除雪車が通った後、玄関先など

に残る雪は各家庭で処理をお願
いします。

⑥生活道路は、地域での除雪協力
をお願いします。

⑦道路交通確保のため、所有者へ
連絡せずに倒木処理を行うこと
があります。

■雪みちナビ
　石川県では、積雪・気温情報、

ライブカメラなどを提供する
「雪みちナビ」を開設していま
す。スマートフォンでも閲覧で
きます。雪道走行の情報収集に
ご利用ください。

■雪みちネットワーク路線
　大雪のときに優先的に除雪する
「雪みちネットワーク路線」を
設定しています。詳細は、雪み
ちナビをご覧ください。

雪みちナビ 検索

※ＱＲコードを
読み取ってサ
イトにアクセ
スできます。

【市道】土木課　☎53-8425
　 【国道249号・県道】
　　中能登土木総合事務所
　　☎52-5100
　 【その他国道】
　　能登国道維持出張所
　　☎57-0778
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インフルエンザを予防しよう！
　インフルエンザの本格的な流行
が始まります。予防のために、適
切な対応を心掛けましょう。
■ワクチン接種を受けましょう。
■咳エチケットを守りましょう。
・咳やくしゃみが出るときはマス

クを着用しましょう。
・マスクがない場合は、ティッ

シュなどで口や鼻を押さえ、顔
を他の人に向けないようにしま
しょう。

・鼻水、痰などを含んだティッ
シュはすぐにごみ箱に捨て、手
のひらで咳やくしゃみを受けた
時はすぐに手を洗いましょう。

■外出後には手洗いをしましょう。
■室内の適度な湿度(50～60％）
を保ちましょう。

■十分な休養とバランスの取れた
食事を取りましょう。

■流行時はできるだけ人ごみへの
外出を避けましょう。
健康推進課　☎53-3624

　　　　　　　　　　　　　　　

自死遺族交流会（J交流会）
　自死遺族の人が寄り添い、お互
いに共感することで、心が安らぐ
時を過ごせる場を開催していま
す。事前にお問い合わせください。
■日時　 1 月 5 日㈯
　　　　14：00～16：00
■場所　金沢市内

石川県こころの健康センター
　相談課　☎076-238-5750

　　　　　　　　　　　　　　　

医師、歯科医師、薬剤師の皆さまへ
今年は現況届提出の年です
　平成30年12月31日現在の状況を
報告してください。
　現在、業務に従事していない場
合（無職など）も報告が必要です。
■提出期限　 1 月15日㈫

能登中部保健福祉センター
　☎53-2482

第 4回七尾学講座
参加者募集
　10月にオープンした、楽しく学べ
るのと里山里海ミュージアムを市
民大学講座と共催で見学します。
■日時　12月22日㈯
　　　　13：30～16：00
■場所　のと里山里海ミュージアム
　　　　（現地集合）
■定員　15人
■参加費　無料

スポーツ・文化課　☎53-8437

　　　　　　　　　　　　　　　

のと里山空港クリスマスイベント
サンタとトナカイがやってくる！
　飛行機に乗ってきたサンタから
プレゼントがもらえます。

（ 9 ：55のと里山空港着）
　その他さまざまなイベントで皆
さまをお待ちしています。
■日時　12月23日(日・祝)
　　　　 9 ：00～15：00
■場所　能登空港ターミナルビル
■内容　マスコットキャラクター

との写真撮影（わくたまくん参
加予定）、ビンゴ、演奏会など

※イベント内容は変更になる場合
があります。
奥能登総合事務所

　☎0768-26-2303

　　　　　　　　　　　　　　　

あい愛バザール開催
　七尾市各種女性連絡協議会主催
によるバザーです。日用品から手
作り品まで多数の掘り出し品があ
ります。
　ご家族、ご近所お誘い合わせの
上お越しください。
■日時　12月16日㈰　10：00～
　※品物が無くなり次第終了
■場所　パトリア 4 階
　　　　フォーラム七尾多目的
　　　　ホール

フォーラム七尾　☎52-5222

和倉温泉で「ゆく年くる年」
　和倉温泉街にあるお寺や神社で
新年をお祝いしませんか。ゆく年
を振り返り、心静かに新たな年を
迎えましょう。

【青林寺除夜の鐘】
■日時　12月31日㈪
　　　　23：30～25：00ごろ
■場所　青林寺
■内容　除夜の鐘突き体験、ぜん

ざい振る舞い（先着200食）

【少
すくな
比
ひ
古
こ
那
な
神社初詣】

■日時　12月31日㈪
　　　　23：30～25：00ごろ
■場所　少比古那神社
■内容　自家製甘酒・焼き餅振る

舞い（先着200食）
和倉温泉観光協会

　☎62-1555

　　　　　　　　　　　　　　　

富山県氷見市交流情報
【お正月の寄せ植え教室】
■日時　12月16日㈰
　　　　10：00～12：00
■場所　氷見市海浜植物園
■内容　お正月にぴったりの寄せ
　　　　植えを作ります。　
■定員　15人（先着順）
■費用　3,000円（材料費）
■申込期限　12月 9 日㈰

【お正月フラワーアレンジメント教室】
■日時　12月23日(日・祝）
　　　　10：00～12：00
■場所　氷見市海浜植物園 2 階
　　　　ワークショップ
■講師　仕切　喜久子
■定員　40人
■費用　3,000円（花代のみ）
■持ち物　花器、花切ばさみ
■申込期限　12月16日㈰
※申込期限後のキャンセルはでき

ません。
※12月29日㈯～ 1 月 3 日㈭は休園

します。
氷見市海浜植物園

　☎0766-91-0100
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

羽咋市　道の駅のと千里浜
「土曜魚市」スタート
道の駅のと千里浜で
毎週土曜日に魚市を
スタート！地元の柴
垣漁港で水揚げされ
た取れたての鮮魚を
お得にお買い求めいただけます。

［日時］ 毎週土曜日 9 ：00 ～昼ごろまで
　　　（売切れ次第終了）

［場所］ 道の駅のと千里浜（千里浜町）
※天候によってはご提供できない場合があり

ます。詳しくはお問い合わせください。
道の駅のと千里浜　☎0767-22-3891

志賀町　機
は た

具
ご

岩
い わ

・旧福浦灯台
冬のライトアップ

能登金剛を代表する
景勝地の機具岩と、
日本最古の木造灯台
である旧福浦灯台を
ライトアップ。夕日
を眺めた後、暗闇に浮かび上がる幻想的な風
景が楽しめます。

［期間］12月15日㈯～ 2 月15日㈮
［時間］18：00 ～ 22：00
［場所］機具岩（富来七海）
　　　 旧福浦灯台（福浦港）

商工観光課　☎0767-32-9341

中能登町　能登立国1300年記念
中能登どぶろく神酒festival2018 師走の章

［日時］12月15日㈯　15：00～20：00
［場所］能登二ノ宮天日陰比咩神社（二宮）
［内容］どぶろく・甘

酒振る舞い、ちょい
むすの幻のおにぎり
実演、どぶろく歴史
展など

企画課　☎0767-74-2806

宝達志水町
加賀藩十村役「岡部家」

藩政期に建築された
茅葺入母屋造りを復
元した格式高い十村
屋敷です。

［場所］荻谷ニ42
［開館時間］ 9：00～15：45
［入館料］一般500円、小中学生200円
［休館日］毎週火曜日、年末年始など

生涯学習課　☎0767-29-8320

第24回七尾美術作家協会
2018歳末チャリティー展
　協会会員の近作を展示し、芸術
育成などに寄与します。
■日時　12月 7 日㈮～ 9 日㈰
　　　　10：00～18：00
　　　　（ 9 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
■入場料　無料

七尾美術作家協会事務局（村上）
　☎57-1258

　　　　　　　　　　　　　　　

広報ななお11月号誤掲載の
お詫び
　11月号 8 ページで掲載した方の
お名前を誤って掲載しました。深
くお詫び申し上げます。

(誤)廣島敏明さん
(正)廣島俊明さん

広報広聴課　☎53-1130

　11月号 7 ページで掲載した表の
金額を誤って掲載しました。お詫
びして訂正します。
■西岸財産区特別会計

（誤）
歳入総額 8,375万円
歳出総額 8,375万円

(正)
歳入総額 8 万 4 千円
歳出総額 8 万 4 千円

企画財政課　☎53-8455

能登のまだら伝統芸能交流大会
～ 1,000人が歌う能登の第九
まだら公演2018 ～
■日時　12月22日㈯　12：30～

※23日(日・祝)ではありません。
ご注意ください。

■場所　七尾市文化ホール大ホー
ル(七尾サンライフプラザ)

■特別出演　南砺平高等学校郷土
芸能部「富山県五箇山民謡」

■入場料　無料
七尾まだら保存会（杉田）　

　☎52-1513

　　　　　　　　　　　　　　　

長野県飯山市交流情報
レストランかまくら村オープン！
　豊富な積雪量を誇る飯山市信濃
平地区に今年も期間限定で「かま
くら」が出現します。
　地元食材をふんだんに使った名
物「のろし鍋」をご堪能ください。
■開催期間　
　 1 月25日㈮～ 2 月28日㈭
■場所　飯山市信濃平地区
※詳細はお問い合わせください。

（受付時間は平日 8 ：30～17：15）

（一社）信州いいやま観光局
　☎0269-62-3133

♦外構　・コンクリートにしたい
♦カーポート建てたい・フェンス設置
♦空き家を解体したい
♦漏水・設備・上下水
などなどまずは無料でお見積りいたし
ます！！ぜひご相談ください！！

☎0767-66-6063
090-4684-3379

〒929-2243
七尾市中島町河崎ハ12-1
　　　代表　 宮下　大

民間工事承ります
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