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労働保険の加入手続きは
お済みですか
　労働保険（労災保険・雇用保険）
は、労働者が仕事中や通勤途中で
事故にあった場合や失業した場合
に保険給付が受けられるなど、職
場の安全・安心や雇用の安定、失
業の予防を図る保険制度です。
　従業員を 1 人でも雇用している
事業主は、原則として労働保険に
加入しなければなりません。加入
していない事業主は、早急に加入
手続きをお願いします。

七尾労働基準監督署
　☎52-3294
　七尾公共職業安定所
　☎52-3255

　　　　　　   …  　　　　　　

自動車税の口座振替を
ご利用ください
■取扱金融機関
　銀行や信用金庫（ＪＡバンクや
　ゆうちょ銀行も可）
■申込方法

県内の金融機関に備え付けてあ
る申込用紙に必要事項を記入
し、金融機関窓口に提出してく
ださい。

※平成30年度分の自動車税から口
座振替を希望する人は、平成30
年 2 月28日㈬までにお申し込み
ください。
石川県税務課

　☎076-225-1273

税を考える週間
　毎年11月11日から11月17日まで
は「税を考える週間」です。この
機会に、税の仕組みや必要性を考
えてみませんか。

【小・中学生「税についての作品」
展示（標語・書道）】
■期間　11月 8 日㈬～11月17日㈮
■場所　パトリア 2 階

【消費税の軽減税率制度説明会】
■日時　11月15日㈬
　　　　10：30～11：30
　　　　13：30～14：30
■場所　七尾税務署

七尾税務署　☎52-3381

【年末調整説明会】
■日時　11月16日㈭
　　　　10：00～12：00
　　　　13：30～15：30
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　中ホール

七尾税務署　☎52-3381

【税の無料相談会】
　所得税や相続税、贈与税など、
北陸税理士会七尾支部の税理士に
無料で相談できます。
■日時　11月15日㈬
　　　　10：00～16：00
■場所　市役所本庁 1 階
　　　　市民ロビー

NANAO
情報通
今月のお知らせと募集

Ｎ Ａ Ｎ Ａ Ｏ  Ｉ Ｎ Ｆ Ｏ Ｒ Ｍ Ａ Ｔ Ｉ Ｏ Ｎ

市の人口 　 　

平成29年 9 月30日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世　帯　22,200世帯　（△28）
人　口　54,056人　　（△63）
　男　　25,570人　　（△18）
　女　　28,486人　　（△45）
年齢別人口
　 0 ～ 20歳　8,611人
　21 ～ 64歳　26,328人
　65歳～　　 19,117人
転　入　75人　　　転出　　99人
出　生　29人　　　死亡　　68人
婚　姻　13件

納税のお知らせ 　 　

国民健康保険税（ 5 期）
納期限：11月30日㈭

愛の献血 　 　

11月 7 日㈫
北陸電力七尾支社（三島町）
9 ：45 ～ 12：00
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

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。



詳細は の連絡先にお問い合わせください。
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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　11月16日㈭、12月19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。

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

　　　　　　   …  　　　　　　

のと就職フェア参加企業募集
■日時　 3 月11日㈰
　　　　13：00～16：00
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　中ホール
■対象　宝達志水町以北の能登地
　　　　域に事業所を有する企業
■申込期限　12月15日㈮
　※応募多数の場合は抽選です。

産業振興課　☎53-8565
　石川県商工労働部産業立地課
　☎076-225-1517

　　　　　　   …  　　　　　　

河川でのサケの採捕は
禁止です
　河川でのサケ（鮭）の採捕は、
水産資源保護法により禁止されて
います。
　サケが河川に帰ってくるのは、
市民の皆さんがきれいな河川環境
を実現するために努力されてきた
結果です。
　北の海から長い旅を経て、産卵
のために生まれた河川に戻ってき
た貴重なサケを採捕せず、温かく
見守ってください。

農林水産課　☎53-5010

12月 1 日は世界エイズデー
　HIVやエイズは身近な問題であ
り、決してひとごとではありませ
ん。正しい知識を持ち、感染に不
安のある人は検査を受けましょう。
■場所　石川県能登中部保健福祉
　　　　センター
■検査の種類と日時
　【即日検査】
　第 1 月曜日　 9 ：00～11：30
　【通常検査】
　第 2 月曜日　 9 ：00～19：00
　第 3 ～ 5 月曜日　 9 ：00～11：30

・即日検査は約 1 時間後、通常
検査は 1 週間後以降に結果が
出ます。

・検査は要予約・匿名・無料で
行っています。

・羽咋地域センターでも通常検
査を受けられます（毎月第 2
月曜日、 9 ：00～11：30）。

石川県能登中部保健福祉セン
　ター　☎53-2482
　羽咋地域センター
　☎0767-22-1170

肝臓に関する講演会
　ウイルス性肝炎（B型・C型）
に関する講演会と個別相談会を開
催します。
■日時　11月10日㈮　10：00～
　　　　受付 9 ：30～
■場所　石川県能登中部保健福祉
　　　　センター
■内容
　【講演会】10：00～11：00
　「知っておきたい肝臓のはなし～

ウイルス肝炎の治療について～」
　講師　恵寿総合病院　内科科長
　　　　宮森　弘年　
　【医師による個別相談】
　11：00～12：00
　（希望者のみ、要予約）
※検査データやお薬手帳などがあ

ればご持参ください。
石川県能登中部保健福祉セン 

　ター　☎53-2482

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、病気治療中の人も対象です。
11月30日㈭まで市内の医療機関でも受診できます。
　がん検診は、次の特定健診会場で同時に開催しています。希望日の 2
週間前までに、はがきで申し込みが必要です。

月　日 場　　所 受付時間

11月 7 日㈫ 七尾サンライフプラザ 8 :30～10:00
13:00～14:00

11月12日㈰ 中島健康福祉センターすこやか 8 :30～10:00
11月20日㈪

七尾サンライフプラザ 8 :30～10:00
13:00～14:0011月29日㈬

■がん検診追加日程
月　日 場　　所 受付時間

12月14日㈭ 七尾サンライフプラザ 8 :30～10:00

※胃、肺、大腸、乳、子宮頸がん検診のみ実施します。
特定健診：保険課　☎53-8420

　がん検診：健康推進課　☎53-3623

　　　　　　　　　　　　　　  …  　　　　　　　　　　　　　　

福サポいしかわ　出張相談 検索
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平成29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。
　中島町上町町会が宝くじの助成
金でみこしを修繕しました。

ふるさと振興課　☎53-1134

　　　　　　   …  　　　　　　

法律相談
■日時・弁護士
　11月16日㈭　辻明士
　11月30日㈭　堀江重尊
　12月 7 日㈭　小蕎秀臣
　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

11月は
いしかわパープルリボン
キャンペーン2017
　配偶者からの暴力（ＤＶ）は犯
罪となる行為をも含む重大な人権
侵害です。みんなで暴力のない社
会を実現しましょう。
　ＤＶなどで悩んでいる人は、勇
気を持って相談してください。

【女性なんでも相談】
■日時　第 1 ～第 4 火・金曜日
　　　　13：00～17：00　
■場所　パトリア 5 階
　　　　フォーラム七尾

フォーラム七尾　☎52-7830
【女性相談】
■日時　月～金曜日、 8 ：30～17：15
■場所　子育て支援課

子育て支援課　☎53-8445
【電話相談】
■日時　月～金曜日、 9 ：00～17：00
■電話番号　0570-070-810
　配偶者暴力相談
　支援センターに
　つながります。

総務課人権・男女共同参画室
　☎53-1112

　　　　　　   …  　　　　　　
全国一斉
女性の人権ホットライン
強化週間
　夫・パートナーからの暴力やス
トーカーなど女性をめぐるさまざ
まな人権問題の解決を図るため、
法務局職員や人権擁護委員が電話
で相談に応じます。相談無料、秘
密は守られます。
■日時　11月13日㈪～ 17日㈮
　　　　 8 ：30～19：00
　　　　11月18日㈯、19日㈰
　　　　10：00～17：00
■電話番号　0570-070-810

平日は金沢地方法務局、土日は
名古屋法務局につながります。
金沢地方法務局七尾支局

　☎53-1721

受賞おめでとうございます
平成29年度
七尾市自治功労者表彰
■受賞者（敬称略）
【七尾市町会長】
15年以上退任表彰
播摩正義
10年表彰 
大森貞、石橋宏文、川淵正、
森井正明、須﨑昭夫、竹森義久、
松本米治、山田隆英

【七尾市交通安全推進隊員】
20年表彰　
前田乙一、池田菊一
10年表彰
飯田正男、宮田定幸、山田之成、
大原藤光、谷口　敬、小谷正行、
初見嘉房

総務課　☎53-1111

　　　　　　   …  　　　　　　

メンタルヘルス講演会
　ストレスの多い現代、心の病気
やストレスへの対応の正しい知識
を学びましょう。
■日時　11月16日㈭
　　　　14：00 ～ 15：00
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　保健センター
■講師　七尾松原病院　
　　　　院長　中川　東夫
※電話でお申し込みください。

健康推進課　☎53-3623
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不動産無料相談
　空き家・土地・建物の困りごと
や売買・賃貸物件に関することな
ど、何でも相談できます。
■日時　11月28日㈫
　　　　13：00～16：00
■場所　パトリア 5 階
　　　　フォーラム七尾
　　　　第51・52会議室
※11月14日㈫に輪島市役所の大集

会室でも開催します。
（公社）石川県宅地建物取引業

　協会　☎0120-424-425

　　　　　　			…		　　　　　　

能登地区リウマチ講演会
■日時　11月23日（木・祝）
　　　　13：30～15：30
■場所　パトリア 5 階
　　　　フォーラム七尾
　　　　第51・52会議室
■テーマ　
　能登地区のリウマチ患者さんへ
　～能登で働いた経験から～
■講師　珠洲市総合病院内科医
　　　　西岡　亮
■費用　無料

日本リウマチ友の会石川支部
　（平野）☎090-4329-5808

　　　　　　			…		　　　　　　

ピアノ大好きコンサート
　スタインウェイピアノであなた
だけの音色を奏でませんか。コン
クールではありませんので、気軽
に参加できます。
■日時　12月10日㈰
　　　　10：00～16：00
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　大ホール
■参加費　1,000円
■申込期限　11月15日㈬
■持ち時間　 7 分以内で 2 曲まで

七尾市公共施設管理公社
　☎53-1160

桜の苗木植え方講習会
　実際に苗木を植え、土づくりや
肥料やり、支柱の立て方など、植
えるポイントを説明します。
■対象　どなたでも
■日時　11月20日㈪
　　　　10：00～11：00
■場所　希望の丘公園
　　　　さくらの広場
■講師　一級造園施工管理技士
　　　　達　茂
■費用　無料
■申込期限　11月16日㈭必着
■申込方法　

電話やはがき、ファクスで申し
込みできます。
はがきやファクスの場合は「桜
の苗木植え方講習会参加希望」
と明記し、住所、氏名、電話番
号を記入して送付してくださ
い。
〒926-8611
七尾市袖ケ江町イ部25番地　
都市建築課(桜の苗木植え方講
習会担当あて)
☎53-8469　FAX52-9288

　　　　　　   …  　　　　　　

ご存知ですか
建設リサイクル法
　建設リサイクル法では、コンク
リートや木材、アスファルトなど、
再生資材として利用できる特定の
建設廃棄物の分別とリサイクルを
積極的に推進することとされてい
ます。
　一般家屋を解体する場合には同
法が適用され、家主などの工事の
発注者は、解体事業者に適正な分
別解体・再資源化を促すことなど
が必要です。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

全国一斉情報伝達訓練の実施
　Ｊアラートは地震・津波や武力
攻撃など、対応に時間的余裕のな
い事態に関する情報を国から送信
し、自治体に設置する防災無線を
自動起動して、住民に緊急情報を
瞬時に伝達するシステムです。
　Ｊアラート機器の起動、屋外ス
ピーカーなどの動作確認を行うこ
とを目的に訓練を行います。
■日時　11月14日㈫11：00
■起動する機器

・屋外スピーカー
・防災ラジオ
・ラジオななおを選局した通常

のラジオ
・インフォメールななおの防災

メール
■放送内容
　「これはテストです。」

防災交通課　☎53-6880

　　　　　　			…		　　　　　　

石川県原子力防災訓練の実施
　原子力災害に関する住民の防災
意識の高揚と防災業務関係者の防
災技能向上を図り、原子力災害の
対応体制を検証する訓練です。
■日時　
　11月26日㈰　 8 ：00～15：30
■訓練地区
　崎山地区、西湊地区、和倉地区、
　中島町豊川地区
■注意事項

・訓練地域は屋外スピーカーで
訓練の放送が流れ、防災関係
車両が通行します。

・訓練に伴いインフォメールな
なおで情報を配信します。

防災交通課　☎53-6880
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X’mas	Party
ランチビュッフェ
　プロのシェフ指導のもと、能登
産りんごを使ったアップルパイを
焼 い て、 シ ェ フ 自 慢 の ラ ン チ
ビュッフェで楽しいひとときを過
ごしませんか。
■日時　12月 2 日㈯
　　　　10：00～16：00
■場所　ファーマーズレストラン
　　　　香能の丘（志賀町）
■定員　24人（男女各12人）
■費用　男性4,000円、女性3,000円
■申込期限　11月15日㈬
※応募多数の場合は抽選です。
※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

不用品活用銀行
■ゆずります

歩行器（幼児用）、チャイルドシー
ト、姿見（幅30㎝高さ150㎝）、
クリスマスツリ－、ペットフェ
ンス（ウサギ用）、水墨画写真集
30冊、洋服タンス 1 さお

■ゆずってください
中学生制服上着（男子用185㎝）、
大人用自転車 2 台、ダイニング
テーブルセット、パイプベッド

※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

第 4回七尾学講座の
参加者募集
　七尾学講座としてこしのくに国
府サミットに参加します。
■日時　11月11日㈯
　　　　13：30～17：00
■会場　和倉温泉観光会館大ホール
※事前申し込みは不要です。当日

受け付けを行います。
※会場は駐車場が少ないので、満

車の場合は和倉温泉運動公園駐
車場や能登香島駐車場をご利用
ください。
文化課　☎53-8437

　　　　　　   …  　　　　　　

平成30年成人式　
　進学や就職などで市外に転出し
た人で、七尾市の成人式への出席
を希望する人はご連絡ください。
■日時　
　 1 月 7 日㈰　10：30 ～
■場所　
　七尾サンライフプラザ大ホール
■対象者　
　平成 9 年 4 月 2 日～平成10年
　 4 月 1 日に生まれた人

成人式実行委員会事務局
　（生涯学習スポーツ課）
　☎53-3661

　　　　　　   …  　　　　　　

能登和倉
万葉の里マラソン2018
エントリー締切は11月末
■開催日　 3 月11日㈰
■エントリー方法

ウェブサイト「RUNNET」か
らお申し込みください。

■エントリー期限　11月30日㈭
　（定員に達し次第締め切り）
■種目・参加料・定員　

マラソン 7,000円 5,000人
10㎞ 4,000円 2,000人
親子ペア 3,000円 定員なし

観光交流課　☎53-8436

ともに歩もう　市民のつどい
～つなげよう市民の輪　広げようしあわせの和～
　人権・男女共同参画の理解を深めませんか。入場無料です。
■日時　12月 3 日㈰　10：00～12：15
■場所　パトリア 4 階フォーラム七尾多目的ホール
■内容　【表彰式】10：00 ～　
　　　　・男女共同参画社会づくり「 4 コマまんが」
　　　　・男女共同参画「川柳」
　　　　・人権擁護に関する標語
　　　　【人権・男女共同参画講演会】10：45～　
　　　　「病とともに生きる
　　　　　　　　～認知症850万人時代を支える地域医療と人権～」
　　　　久田　直子（元NHKきょうの健康キャスター）

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

自衛官候補生・陸上自衛隊高等工科学校生徒を募集
【自衛官候補生】
■応募資格　平成30年 4 月 1 日現在、18歳以上27歳未満の男子
試験(予定)日 申込期限 試験場所
11月25日㈯ 11月22日㈬ 自衛隊石川地方協力本部（金沢市新神田）

【陸上自衛隊高等工科学校生徒】
■応募資格　17歳未満の男子で中学校卒業者（見込みを含む）

試験日 申込期限 試験場所
1 月20日㈯ 1 月 9 日㈫ 七尾地方合同庁舎 2 階（小島町）

■陸上自衛隊高等工科学校生徒説明会
　　11月26日㈰　10：00 ～　七尾地方合同庁舎 2 階

自衛隊石川地方協力本部七尾出張所　☎53-1691
　　　　　　　　　　　　　　  …  　　　　　　　　　　　　　　
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富山県高岡市交流情報
2017たかおか食彩フェア
　高岡の特産品や農林水産物の販
売のほか、マグロの解体ショーも
行われます。
■日時　11月19日㈰
　　　　 9 ：30～15：30
　　　　マグロ解体ショー
　　　　①11：00～ ②14：00 ～
　　　　カニのタイムサービス
　　　　①15：00～
■場所　高岡テクノドーム

高岡市農業センター
　☎0766-63-1818
　　　　　　   …  　　　　　　

長野県飯山市交流情報
レストランかまくら村
　飯山の冬の風物詩、かまくら内
で名物「のろし鍋」を食べる、レ
ストランかまくら村の予約を受け
付けます。
■受付開始　12月11日㈪
■予約方法　電話またはウェブ
■料金　大人2,500円～
　　　　小学生1,500円～

信州いいやま観光局
　☎0269-62-3133
　　　　　　   …  　　　　　　

広報ななお10月号誤掲載のお詫び
　10月号 7 ページで掲載した方の
ご住所を、誤って掲載しました。
深くお詫び申し上げます。
　（誤）佐野藤博さん（藤野町）
　（正）佐野藤博さん（所口町）

広報広聴課　☎53-1130

第16回オーケストラ・アン
サンブル金沢七尾定期公演
■日時　11月19日㈰　15：00開演
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　大ホール
■指揮者　ミヒャエル・ザンデル
　　　　　リンク
　ピアノ　沼沢淑音
　チェロ　横坂源
■入場料（前売）
　一般席3,000円
　高校生以下席2,000円
　車イス席・介助者席各2,000円
　※全席自由、当日は500円増し
■チケット販売窓口
　・文化課（市役所本庁 5 階）
　・七尾サンライフプラザ
　・パトリアサービスカウンター
　・ミヤコ音楽堂

文化課　☎53-8437
　　　　　　   …  　　　　　　

富山県氷見市交流情報
クリスマスフェア
ポインセチアとシクラメン展
　クリスマスを彩るポインセチア
とシクラメンを展示します。
■日時　
　11月23日(木・祝)～12月24日㈰
　 9 ：00～16：30
■場所　氷見市海浜植物園 1 階
　　　　メインホールほか
■費用　大人200円、
　　　　中学生以下無料

氷見市海浜植物園
　☎0766-91-0100

羽咋市　
企画展	寺家遺跡と気多大社

寺家遺跡出土品と気多大社
関連資料を展示し、羽咋の
歴史を紹介します。
[日時］11月30日㈭まで
　　　 9 ：00 ～ 17：00
　 　　会期中無休、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　西能登　里浜イルミネーション
ときめき桜貝廊

ＬＥＤで光るペット
ボタル約 2 万個が、
全国屈指の夕日ス
ポット「世界一長い
ベンチ」を照らしま
す。（日没から約 ４ 時間点灯）
[期間］平成30年 2 月28日㈬まで
[場所］世界一長いベンチ・
　　　 道の駅とぎ海街道 周辺

商工観光課　☎0767-32-93４1

中能登町　文化推進事業
三遊亭好楽・林家木久蔵落語会

[日時］
11月25日㈯
15：00開演
[場所］ラピア鹿島
[入場料］（全席自由）
一　　　般　前売券1,000円、当日券2,000円
高校生以下　前売券　500円、当日券1,000円
[チケット販売所］ラピア鹿島、カルチャー
センター飛翔、ふるさと創修館

生涯学習課　☎0767-76-1900

宝達志水町　能登半島最高峰
宝達山

能登半島や白山、立
山連峰を一望する眺
望はまさに絶景！山
頂まで歩くもよし、
ドライブにも最適で
す。紅葉の季節、ブナが山頂付近を彩ります。
[車でのアクセス］
のと里山海道米出ＩＣから約30分

企画振興課　☎0767-29-8250


