
詳細は の連絡先にお問い合わせください。
ケーブルテレビななお
11チャンネル番組ガイド 

要約筆記啓発講座
　聞こえにくい人に、文字で情報
を伝える技術が要約筆記です。
　必要な人や興味のある人は体験
してみませんか。費用は無料です。

【第 １ 回】
■対象　市内在住の人
■日時　 ６月 ７日㈬
　　　　13：30 ～ 1６：30
■場所　七尾サンライフプラザ
■申込期限　 ５月31日㈬

【第 ２ 回】
■対象　事業所や公共機関などの
　　　　窓口業務の人
■日時　 ６月19日㈪
　　　　18：30 ～ 20：30
■場所　ワークパル七尾
■申込期限　 ６月14日㈬
福祉課　☎５3-84６4

　　　　　　   …  　　　　　　

平成29年度石川県警察採用募集
■区分　警察官A・女性警察官A
■受験資格
昭和６1年 4 月 2 日から平成 9年
4月 1日までに生まれた人

（大学卒業および平成30年 3 月
までに大学卒業見込みの人）

■受付期間　
　 ５月24日㈬～ ６月14日㈬
■第 １ 次試験
　筆記試験　 ７月 9日㈰
　体力試験　 ７月1５日㈯
■第 ２ 次試験　 8月下旬
■最終合格発表　 9月上旬

石川県警察本部　☎0７６-22５-0110
　七尾警察署　☎５3-0110

能登立国1300年祭
ボランティア募集
　七尾に能登国府が置かれてか
ら、平成30年で立国1300年を迎え
ます。市は実行委員会を設立し、
記念イベントの企画や県内外への
PRなどを計画しています。そこ
で、一緒に盛り上げてくれる元気
な人を募集します。希望者は文化
課にお問い合わせください。
■対象　能登が大好きな人
　　　　性別年齢問わず
■申込期限　 ５月31日㈬

1300年前の能登国分寺（イメージ）
文化課　☎５3-843７

　　　　　　   …  　　　　　　

福祉・介護のしごと出張相談
　石川県福祉の仕事マッチングサ
ポートセンターは、ハローワークに
出張し、福祉の仕事や資格取得、職
場体験などの相談に応じています。
■日時　 ５月18日㈭
　　　　13：30 ～ 1５：00
■場所　ハローワーク七尾
　他のハローワークでも出張相談
を開設しています。
　福サポいしかわ	出張相談 検索

石川県福祉の仕事マッチング
　サポートセンター（福サポい 
　しかわ）☎0７６-234-11５1

NANAO
情報通
今月のお知らせと募集
ＮＡＮＡＯ  ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

市の人口 　 　

平成29年 3 月31日現在
先月比較（△＝減）※外国人含む
世　帯　22,103世帯 （△ 1５）
人　口　５4,191人 （△20６）
　男　　2５,５8７人 （△12７）
　女　　28,６04人 （△ ７9）
年齢別人口
　 0 ～ 20歳 8,６89人
　21～ ６4歳 2６,431人
　６５歳～ 19,0７1人
転　入　2５0人　　　転　出　43５人
出　生　2６人　　　死　亡　48人
婚　姻　2５件　　　その他　 1人

納税のお知らせ 　 　

軽自動車税（全期）
　　納期限： ５月31日㈬

愛の献血 　 　

今月の献血はありません。

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

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。
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電話犯罪ブロック！
通話録音装置を無料貸し出し
　還付金詐欺や悪質な電話勧誘な
どの被害を防止するため、警告
メッセージ付きの通話録音装置
（振込め詐欺見張隊）を無料で貸出
します。
■対象（①または②に該当する人）

①市内在住の６５歳以上高齢者
　のみの世帯の人
②詐欺などの被害に遭った人、
または不審電話を受けたこと
がある人

■貸出台数　1５台
■貸出期間
　装置設置日から 1年以内
■利用料
　無料（電気代は使用者負担）
■注意事項
申請多数の場合は、世帯状況な
どを審査し、緊急度の高い人を
優先します。
また、黒電話や電話回線に別の
機器などを取り付けている場合、
設置できないことがあります。

総務課人権・男女共同参画室
　☎５3-1112
　　　　　　   …  　　　　　　

製造事業所の皆さん 
工業統計調査にご協力ください
　製造業を営む事業所を対象に調
査を実施します。 ５月中旬から ６
月にかけて調査員が訪問するか、
国から直接調査票が送付されます
ので、回答をお願いします。
■調査基準日　 ６月 1日㈭
■回答方法
　・紙の調査票（調査員が回収）
　・インターネット
総務課　☎５3-1132

平成29年度七尾市職員
採用試験（大卒程度）
■採用予定人数

■ １ 次試験（学科試験）
　日時　 ６月2５日㈰ 9 ：00 ～
　場所　七尾市役所
■申込期間
　 ５月1７日㈬～６月 ７日㈬
■実施要項・申込書類の入手方法
　①市ホームページからダウンロード
　②本庁 3階秘書人事課
　③120円の返信用切手と角型 2  
　　号の封筒を同封して郵便で請求
※詳細は市ホームページをご覧く　
　ださい。
秘書人事課　☎５3-84６５

　　　　　　   …  　　　　　　

不用品活用銀行
■ゆずります

新潮社世界文学全集（全40巻）、木
製ベッド、学習机（いす無し）、レ
コード（昭和40年代歌謡曲約20
枚）、ジュニアシート、木製滑り台

（乳児用）、歩行器（乳児用）
■ゆずってください
大人用自転車 3台、田んぼ用長
靴、学生服上着（石崎小学校男子
６年生）、ぶら下がり健康器、
チャイルドシート（新生児用）、
シルバーカー、チャイルドシー
ト（ 1歳児用）、ひまわり保育園
制 服・ 体 操 服（ 上 下、110 ～
120cm）、山王小学校制服（ス
カートのみ、高学年用）、中学生
制服上着（18５cm、男子）

※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

がん検診が始まります
　自覚症状が出る前に、定期的に
がん検診を受け、自分の体を
チェックしましょう。
　詳細は、 4月末頃に各家庭に配
布される緑色の封筒「がん検診の
ご案内・申込書」をご覧ください。
■検診期間　
　 ５月～12月

健康推進課　☎５3-3６23
　　　　　　   …  　　　　　　

植えてはいけない「けし」の花
家の周りに咲いていませんか
　けしの仲間は、春から初夏にか
けて色鮮やかな美しい花を咲かせ
るものが多く、ガーデニングや切
り花として人気があります。
　しかし、けしには法律で栽培が
禁止されているものがあります。
植えてはいけないけしを発見した
場合は、連絡してください。

能登中部保健福祉センター
　☎５3-2482
　七尾警察署　☎５3-0110
　　　　　　   …  　　　　　　

平成29年度下水道工事予定区域
　次の区域で下水道工事を予定し
ています。
■工事予定区域
　大手町、藤橋町、所口町、
　南藤橋町、西藤橋町、万行町
※工事予定区域の図面は市ホーム
　ページに掲載しています。
※変更になる場合があります。
上下水道課　☎５3-8430

職　種 採用予定人数
行政（上級） 8人程度
保健師 1人程度
管理栄養士 1人程度

葉が茎を
抱き込んで
いるもの
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

ふるさと納税
市民への返礼品を取りやめ
　 4 月 1 日付け総務省の通知「当
該地方団体の住民に対し返礼品を
送付しないようにすること」を受
け、 ５月 1日㈪から市民への返礼
品の送付を取りやめます。
ふるさと振興課　☎53-3311

　　　　　　   …  　　　　　　

義援金の受け付けを延長
■平成２9年 6 月30日まで
平成28年新潟県糸魚川大規模火
災義援金

■平成30年 3 月3１日まで
平成28年熊本地震災害義援金、
東日本大震災義援金

■受付時間　 8 ：30～1７：1５
　　　　　　（土・日、祝日除く)
■受付場所
福祉課、税務課、健康推進課、
田鶴浜・中島・能登島地区のコ
ミュニティセンター
福祉課　☎５3-84６3

　　　　　　   …  　　　　　　

「二重地番」解消作業
　一つの地番区域内に同一の地番
が存在する二重地番解消のため、
土地の地番変更作業を行います。
　地番変更を行った所有者には地
番変更通知書を送付します。
■対象地域（各町の一部）
天神川原町、松百町、大泊町、清
水平町、湯川町、西下町、中島町
筆染、中島町塩津、中島町河崎、
中島町土川、中島町上町、中島町
浜田、中島町横田、中島町宮前、
中島町谷内、中島町外、中島町小
牧、中島町中島、中島町古江、中
島町河内、中島町鳥越、中島町藤
瀬、能登島祖母ケ浦町、能登島鰀
目町、能登島野崎町、能登島曲
町、能登島佐波町、能登島半浦
町、能登島通町、能登島閨町
金沢地方法務局　地図整備・

　筆界特定室　☎0７６-292-７820

第23回いしかわ景観大賞
いしかわ景観賞受賞
　七尾市中心市街地観光交流セン
ター（花嫁のれん館、寄合い処み
そぎ）がいしかわ景観賞を受賞し
ました。
■受賞者
事業者：七尾市
設計者：渡辺斉建築事務所
施工者：アオイ建設株式会社
　　　　株式会社アントール

■受賞理由
黒瓦や土蔵など伝統的町家風の
デザインが周辺のまちなみと調
和した景観を創出した。また、
能登の婚礼文化を展示し、まち
なかににぎわいを生み出した。

都市建築課　☎５3-84６9
　　　　　　   …  　　　　　　

法律相談開催
■日時・弁護士

５ 月11日㈭　菊地環
５月18日㈭　藤野智詔
５月2５日㈭　前川直善
６月 1日㈭　松本亘市
６月 8日㈭　堀江重尊
６月1５日㈭　村井充
６月22日㈭　山岸陽平
６月29日㈭　佐藤健児

　13：30～1６：00
■場所　フォーラム七尾
■申込方法
相談日前日の1７時までに電話で
予約してください。

■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

6 月 1 日「特設人権相談日」
　人権擁護委員法が施行された ６
月 1日は「人権擁護委員の日」で
す。これにちなみ「特設人権相談」
を行います。
　法務大臣から委嘱された人権擁
護委員が、いじめや差別、職場での
セクハラ、家庭や隣近所のもめ事
などの相談に応じます。お気軽に
ご相談ください。秘密厳守、相談
無料です。
■日時・場所　

６月 1日㈭
10：00～12：00
能登島地区コミュニティセンター
13：00～1５：00
七尾市役所
田鶴浜地区コミュニティセンター
中島地区コミュニティセンター

総務課人権・男女共同参画室
　☎５3-1112
　　　　　　   …  　　　　　　

こころの健康相談
　こころの健康や病気、ひきこも
り、うつ病、アルコール使用障害、
認知症などの悩みや不安を持つ人
や家族からの相談に専門員が応じ
ます（相談は無料、要予約）。
　指定日以外の日は相談員、保健
師などが対応しますのでお気軽に
ご相談ください。
■日時　毎月第 1～ 4木曜日
　　　　13：30～1５：00
■場所　能登中部保健福祉センター
能登中部保健福祉センター

　☎５3-2482
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第5回「ななお景観賞」募集
　美しい魅力ある景観づくりに貢
献している地域活動や風景、まちな
みを先導する建物を表彰します。
　どなたでも応募できます。たく
さんのご応募をお待ちしています。
■募集対象
　①地域活動（ 2年以上継続）
　②建築物、工作物（ ５年以内に
　新築、修復、設置したもの）
■応募方法
応募用紙は都市建築課、コミュ
ニティセンター、公民館にあり
ます。市ホームページからもダ
ウンロードできます。

■募集期間
　 ５月 1 日㈪～ ６月30日㈮（必着）
 

第 4回ななお景観賞受賞作品
あっとほーむレガーレ（矢田町)

都市建築課　☎５3-84６9
　　　　　　   …  　　　　　　

第2回クラフト雑貨とフードの
おもちゃ箱「クラバコ」
　緑いっぱいの公園で開催するク
ラフトイベントです。全国から６0
組を超える作家たちが集結します。
フードや体験コーナーも充実。子
どもから大人まで楽しめる 2日間。
■日時　 ５月20日㈯、21日㈰
■時間　10:00 ～ 1６:30
■場所　希望の丘公園　
　　　　さくらの広場
 

クラバコ実行委員会
　Mail：kurabako9５8５@gmail.com

能登羽田便を利用した
家族旅行者への助成制度を新設
■助成額
　 1人あたり現金3,000円
■助成条件（全てを満たす人）
①能登地区の住民
②ウイングネットワーク個人会員
③同一世帯の家族 2人以上で、
同じ搭乗便を往復利用

④同一世帯につき年度内に 2回
まで。

　市の助成制度との併用はでき
ますが、同盟会の他の助成制度
（首都圏研修等助成やハッピー
バースデイ助成）とは併用でき
ません。
のと里山空港利用促進同盟会

　☎0７６8-2６-23６６
　　　　　　   …  　　　　　　

恋する水族館～星に願いを～
　七夕夜にすてきな恋を見つけま
せんか。
■日時　 ７月 ７日㈮
　　　　18：30 ～（受付18：00 ～）
■場所　のとじま水族館
■定員　30人（男女各1５人）
■会費　男性3,５00円
　　　　女性1,５00円
※応募多数の場合は抽選。
※男性は、七尾商工会議所会員事 
　業所の従業員などに限ります。
七尾商工会議所　☎５4-8888

　　　　　　   …  　　　　　　

富山県氷見市交流情報 
ハーブ展
■期間　 ５月2６日㈮～ ７月 2日㈰
■場所　氷見市海浜植物園
　　　　 1階メインホール　　
■内容
人間の生活に関わりのある植物
「ハーブ」などを展示します。
ハーブの苗の販売もあります。

■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

旅行や帰省はお得な
のと里山空港をご利用ください
　のと里山空港の羽田便に搭乗し
た人に、お得な助成金制度があり
ます。市外の学校に在学する学生
も対象です。

【搭乗人数 １ ～ 9 人】
■助成額（片道 １ 便あたり）
　商品券2,000円分（子ども半額）
■助成条件
　・市内に住所がある人、市内に住所
　　がない人で両親の住所が市内に
　　ある人（ 3歳未満は対象外）
　・搭乗から ６カ月以内
　・ご搭乗案内 2枚以上
■必要書類
　・ご搭乗案内
　・印鑑
　・身分証明書

【搭乗人数１0人以上】
■助成額（ １ 人あたり）
　現金５,000円
■助成条件
　・10人以上の市民からなる団体
　　（ 3歳未満は対象外）
　・往復利用
　・搭乗から 1カ月以内に申請
■必要書類
　ご搭乗案内（往復分）

【窓口】
観光交流課、市民課、田鶴浜・中島・
能登島地区の行政サービスコーナー
観光交流課　☎５3-8424

　　　　　　   …  　　　　　　

歯科健康フェスティバル
　80歳まで自分の歯を20本保つた
めには日頃から自分の歯に関心を
持ち、むし歯や歯周病の予防に取
り組むことが大切です。
ご家族そろってお越しください。
■日時　 ６月 4日㈰
　　　　 9：00 ～ 11：30
■場所　七尾サンライフプラザ
■内容　歯科検診、歯科相談、
　　　　子どものフッ素塗布など
■費用　無料
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。

長野県飯山市交流情報
第５回北信州ハーフマラソン
エントリー受付中
　実りの秋、爽やかな北信州を駆
け抜けてみませんか。
■開催日　 9月24日㈰
■種目・定員（先着順）
　ハーフマラソン・2,000人　
　10km・1,000人
　 3 km・210人
　北信州ハーフマラソン 検索

北信州ハーフマラソン大会事務局　
　☎02６9-６2-3111
　　　　　　   …  　　　　　　

便利な新高岡駅の
予約駐車場をご利用ください
　駐車場の心配をせず、安心して
北陸新幹線を利用できる新高岡駅
予約専用駐車場があります。
　新高岡駅からの旅をお楽しみく
ださい。
■対象　富山県外に住んでいる人
■場所　新高岡駅立体駐車場隣
　　　　（高岡市下黒田3001）
■入出庫時間　 ７ ：00～23：00
■費用　無料（アンケートの回答
　　　　をお願いします）
■利用期間　平成30年 3 月31日まで
■予約方法　
利用日の 1カ月前から前日まで
に電話予約。
予約専用電話番号
☎0７６６-５0-9838
受付時間10：00～18：00
高岡市都市計画課

　☎0７６６-20-1411

第24回崎山灯台まつり
■日時　 ５月28日㈰
　　　　10：00～13：00
■場所　鵜浦漁港広場
　　　　雨天時：旧北星小学校体育館
■アトラクション
彩の会（歌謡民謡舞踊）、出戸ひ
とみ歌謡ショー、能登風月（よさ
こい）、外雷太鼓、鵜浦豊年太鼓

■能登観音﨑灯台一般公開
　10：30～14：00
■遊漁船に乗って海から灯台を見

よう（30分程度）
　 9：40、10：20、11：00、12：10
■特産品テント市　10:00～13:00
　いきいき七尾魚、崎山いちご、
　菓子パン、アイスクリームなど
■おにぎりと灯台汁（海鮮汁）を
　無料配布（12:00頃、先着５00人）
※天候などにより変更の可能性あり。
崎山灯台まつり実行委員会

　☎５8-1111
　　　　　　   …  　　　　　　

富山県高岡市交流情報
伏木曳山祭「けんか山」
　昼は花山車、夜は提灯山車へと
装いを変える港町の勇壮な曳山祭。
約8トンの山車が激しくぶつかり
合う「かっちゃ」は見ものです。
■日時　 ５月1５日㈪
　曳山（昼の部）10：30～
　　 （夜の部）18：40～24：00
　かっちゃ　19：30頃、22：30頃
■場所　高岡市伏木地内山町一帯
高岡市観光交流課

　☎0７６６-20-1301

羽咋市
妙成寺五重塔まつり

［日　時］ ５ 月 ７ 日㈰　10：00～1５：00
［場　所］妙成寺（滝谷町）
［内　容］五重塔特別拝観、慶讃法要、茶会、
 白象行列、小唄・笛や琴の演奏、
 能楽など

五重塔まつり実行委員会
　☎0７6７-2７-1226

志賀町
土田の郷オープンガーデン2017

　能登の春を鮮やかに彩るのとキリシマツツ
ジが見られる個人の庭を公開しています。

［期　間］ ５ 月中旬まで
［場　所］土田地区

のとキリシマツツジ
　土田の郷センチュリー
　会（辻口）
　☎0７6７-3７-1404
　※土・日、祝日は能登の旅情報センター
　　☎0７68-26-2５５５

中能登町　
で愛 ふれ愛 つばさ愛 第14回 つばさ祭り

［日　時］ ５ 月21日㈰　10：00～14：00
［場　所］つばさの会（良川）
［内　容］アトラクション、模擬店など

つばさ祭り実行委員会
　☎0７6７-７4-20５５

宝達志水町
国指定重要文化財　喜多家

　かやぶきの重厚な門構えを残す表門や主
屋、道具倉など建物の特徴や所蔵品の数々が
説明付きで見学できます。

［開館時間］ 9 ：00～16：4５
　　　　　（入館は16：00まで）

［場　所］北川尻ラ 1 - 1
［入場料］一般５00円、小中学生200円
毎週火曜日休館（祝日の場合は翌日）

生涯学習課
　☎0７6７-29-8320

 

荏原商事株式会社能登支店 

七尾市本府中町ニ 40 番地 1  

℡0767（57）5200  

業種 

上下水道施設の工事・維持管理 

ごみ処理施設の維持管理 

揚排水機場の工事・維持管理 

●中途採用募集中● 

施工管理を全般とした業務 

経験者優遇あり 
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