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歯周疾患検診は
お済みですか
　歯周病は成人が歯を失う最大の
原因であり、初期は自覚症状が乏
しく早期発見が大切です。
　検診期間が残り 2 か月を切りま
した。受診がまだの人は、この機
会に受診しましょう。
■対象者

平成30年 4 月 1 日時点で
40・50・60・70歳の人
※対象者には案内を送付済みです。

■場所　市内や中能登町の指定歯
　　　　科医療機関
■検診期間　11月30日㈭まで
■内容　問診、検診、歯科衛生指導
■費用　1,300円
　※市民税非課税世帯、生活保護　
　　世帯の人は無料です。

健康推進課　☎53-3623

　　　　　　   …  　　　　　　

慢性腎臓病予防講演会
■日時　11月10日㈮
　　　　19：00～20：30
■場所　七尾サンライフプラザ　　
　　　　 2 階視聴覚室
■テーマ
　国民病としての慢性腎臓病
　（CKD）を知ろう
■講師　金沢医科大学医学部腎臓
　　　　内科学教授　横山 仁 氏
■費用　無料
■申込期限　11月 7 日㈫

保険課　☎53-8420

新しい国民健康保険証の
有効期限
　10月から使用できる新しい保険
証を 9 月中旬以降交付していま
す。
　この保険証の有効期限は、平成
30年 7 月31日です。これは、平成
30年度から国民健康保険の財政運
営が市町村から県単位に広域化す
るためです。
　ただし、平成30年 7 月31日まで
に75歳になり後期高齢者医療制度
に変わる人などは有効期限が異な
ります。

保険課　☎53-8420

　　　　　　   …  　　　　　　

6 次産業化推進事業
の公募　
　農林漁業者などによる農林水産
物などを活用した商品開発を支援
します。
■対象者

市内の農林漁業者または農林漁
業者と協力して取り組む者

■内容
市内で生産する農林水産物など
を原材料とした商品開発をする
ための加工試験や加工品の試験
販売の取り組み。

■補助率　対象経費の 3 分の 2 以内
■補助金額　上限30万円
■申込期限　11月17日㈮必着
※審査会で事業計画を選考します。

産業振興課　☎53-8565

健康推進課　☎53-3623NANAO
情報通
今月のお知らせと募集
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市の人口 　 　

平成29年 8 月31日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世　帯　22,228世帯　（△ 8 ）
人　口　54,119人　　（△63）
　男　　25,588人　　（△22）
　女　　28,531人　　（△41）
年齢別人口
　 0 ～ 20歳　8,629人
　21 ～ 64歳　26,379人
　65歳～　　 19,111人
転　入　97人　　　転出　122人
出　生　26人　　　死亡　　65人
婚　姻　17件　　その他　 1 件

納税のお知らせ 　 　

市・県民税（ 3 期）
国民健康保険税（ 4 期）
納期限：10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。

広報ななお「七尾ごころ」
広告募集

■発行部数　毎月23,000部
■サ　イ　ズ　縦55㎜×横55㎜
■掲載料金　黒　　 10,000円
　　　　　　カラー 20,000円
※申込書は市ホームページからダウンロードできます。

問　広報広聴課　☎53-1130



詳細は の連絡先にお問い合わせください。

13 七尾ごころ 2017.10

全国一斉
緊急地震速報訓練に
参加しましょう
　地震速報や津波警報などの緊急
情報を、さまざまな手段を使って
市民の皆さんへお伝えする情報伝
達訓練を実施します。

訓練開始の合図を受けたら、自
宅や事業所など自分がいる場所
で、地震の揺れから身を守る「安
全行動訓練」への参加をお願いし
ます。
■日時　11月 1 日㈬　10：00 ～
■訓練開始の合図

次の媒体で訓練開始の情報を配
信します。
・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

■訓練内容
訓練開始の合図に合わせ、その
場でしゃがんで姿勢を低くして
ください。机の下など身を守れ
るところでじっとする安全行動
を約 1 分間とってください。

■放送内容
ただ今から訓練放送を行いま
す。緊急地震速報。大地震(お
おじしん)です。大地震です。
これは訓練放送です。

防災交通課　☎53-6880

市営住宅入居者および
補欠者募集
■募集住宅
住宅 家賃

【七尾地区】
奥原 　　9,900円～1 万9,400円
古府 1 万3,400円～3 万3,900円
後畠 1 万7,700円～3 万8,200円
後畠

（シルバー）
1 万5,200円～3 万1,100円

和倉 1 万8,800円～4 万1,700円
【中島地区】

中島 1 万9,700円～4 万9,000円

・変更の可能性があります。
・応募者多数の場合は抽選です。

■家賃など
・家賃は所得に応じて決定します。
・別途駐車料金がかかります。
・入居時に家賃 3 カ月分の敷金
　が必要です。

■申込期限　10月19日㈭
都市建築課　☎53-8429

　　　　　　   …  　　　　　　

第 5回ななお景観賞
市民投票
　最終選考の参考とするための市
民投票を実施します。
■日時
　10月 7 日㈯～10月22日㈰
　 8 ：30～17：00
　(市役所、コミュニティセンター
　は土・日、祝日を除く）
■場所

市役所 1 階市民ロビー、田鶴浜・
中島・能登島のコミュニティセ
ンター、ミナ．クル 1 階広場

（市ホームページからも投票で
きます。）

■投票方法
　 1 人 1 回、各部門 1 作品

※候補作品は各投票会場で展示
するほか、市ホームページに
掲載します。

都市建築課　☎53-8469

子どもと高齢者の
インフルエンザ予防接種
■接種期間
　10月23日㈪～ 1 月20日㈯

【子ども】
■対象者
　市に住民票がある生後 6 カ月
　から中学生までの人
■助成金額　 1 回につき1,000円

市から送られる接種券を医療機
関に提示すると、医療機関で定
めた接種料金から1,000円を差
し引いた金額が請求されます。

■接種方法　
市指定医療機関で接種
生後 6 カ月～小学生： 2 回接種
中学生： 1 回接種

【高齢者】
■対象者

市に住民票があり、次の①また
は②の要件を満たす人
①満65歳以上の人
　（接種券を送付します。）
②満60歳から満64歳までで、心 

臓・腎臓・呼吸器の機能障害
やヒト免疫不全ウィルスによ
る免疫機能に障害があり、身
体障害者手帳 1 級を持ってい
る人
(接種を希望する人は、手帳
を持って健康推進課で接種券
の発行を受けてください。)

■費用　1,300円
■接種方法
　市指定医療機関で 1 回接種

健康推進課　☎53-3623
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不用品活用銀行
■ゆずります

歩行器（幼児用）、木製滑り台（幼
児用）、紙オムツ（大人Lサイズ
100枚程度）、姿見（幅30㎝高さ
150㎝）、クリスマスツリ－、24
インチ自転車（小学生男子用）、
ペットフェンス（ウサギ用）、
水墨画写真集30冊
■ゆずってください

自転車 3 台（大人用 2 台、小学
生男子用 1 台）、中学生制服上
着（男子用185cm）、ランドセ
ル（男子用）、ダイニングテー
ブルセット

※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

聞こえの相談会・生活教室
　加齢とともに聞こえづらくなっ
た人や、病気や事故で聴力を失っ
た人、その家族を対象に、専門家
による聞こえの相談会と生活教室
を開催します。
　自分の聞こえの状態を知り、生
活に役立つ情報を学びませんか。

【聞こえの個別相談会】
■日時　11月11日㈯
　　　　10：00～15：00
■場所　ワークパル七尾
■費用　無料
■申込期限　10月31日㈫

【生活教室】
■日時　11月25日㈯
　　　　13：00～16：00
■場所　ワークパル七尾
■費用　無料
■内容　交通安全講話、障害があ
　　　　る人同士のカウンセリン
　　　　グ
　※当日参加できます。

福祉課　☎53-8464

こころの健康相談日
　不安や悩みを抱え、食欲がなく
なる、寝付きが悪い、憂うつな気
分になるなどの症状はありません
か。本人に限らず、家族も相談で
きます。事前に申し込みください。
■日時　10月17日㈫、11月21日㈫
　　　　10：00～12：00
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　保健センター

健康推進課　☎53-3623

　　　　　　   …  　　　　　　

法律相談
■日時・弁護士

10月12日㈭　小島　次郎
10月19日㈭　柴田　未来
10月26日㈭　堀江　重尊
11月 2 日㈭　杉本　隆
11月 9 日㈭　多賀　秀典
13：30～16：00

■場所　フォーラム七尾
■申込方法　
　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

※負担が困難で法律援助資力基
準に該当する場合や、クレ・
サラ相談（初回）は無料。

金沢弁護士会
　☎076-221-0242

　　　　　　   …  　　　　　　

無料調停相談会
　交通事故や金銭、土地建物、家
庭内・近隣との問題など、調停委
員が調停手続きの相談に応じます。
■日時　10月29日㈰
　　　　10：00～15：00
■場所　パトリア 5 階
　　　　フォーラム七尾和室

七尾調停協会（金沢地方裁判所
　七尾支部内）☎52-4622

ひきこもり家族教室
■対象　おおむね中学生から40歳代までのひきこもりの人の家族や支援者
　　　　（明らかに精神疾患がある人は除く）

対象者・日時・場所 内容
【家族・支援者が対象】
10月24日㈫
14：30～16：30
能登中部保健福祉センター

・講演会
　「不登校・ひきこもりの理解と対応」
　講師　ひろメンタルクリニック院長　
　　　　奥田　宏　氏
・質疑応答、意見交換

【家族のみ対象】
11月19日㈰
14：00～16：00
能登中部保健福祉センター

・ミニ講義
　「ひきこもる子どもへの家族の対応」
・家族交流会
　講師　やすらぎの会（不登校・ひきこ
　　　　もり等と向き合う親たちのグル
　　　　ープ）代表　山　美弥子　氏

能登中部保健福祉センター健康推進課　☎53-2482

　　　　　　　　　　　　　　  …  　　　　　　　　　　　　　　
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土地・家屋の登記名義人
変更の手続き
　土地や家屋の登記名義人が亡く
なった時は、法務局で所有権移転
登記（登記名義人の変更）の手続
きが必要です。年内に手続きを完
了した場合、翌年度から新しい登
記名義人に固定資産税が課税され
ます。
　 1 月 1 日を過ぎても、この手続
きをしていないときは、相続人の
中から相続人代表者（市からの納
税通知書などを受け取る人）を決
定し「相続人代表者指定届」を提
出してください。
　この届出は、法務局での登記や
相続税の課税に関係ありません。

税務課　☎53-8415
　　　　　　   …  　　　　　　

資源回収を行う団体に
奨励金を交付します
■対象団体　
　町会、子ども会、小中学校ＰＴＡ、
　女性会、老人会、市長の認める団体
■資源物の種類と交付金額

種類 交付金額
新聞、雑誌、
段ボールなど

1 キログラム
2 円

アルミ缶 1 キログラム
2 円

ビールびん、
一升びん 1 本 1 円

※事前に資源物回収団体への登録
　が必要です。

環境課　☎53-8421
　　　　　　   …  　　　　　　

第23回みのり園まつり
　模擬店コーナーやバザー、大抽
選会などがあります。
■日時　10月15日㈰
　　　　 9 ：30～13：30
■場所　みのり園（国分町）
　※雨天決行
　※七尾駅から送迎バスあり

みのり園　☎53-7266

生ごみ処理機購入費助成
　市内居住の個人が購入したコン
ポストや電気生ごみ処理機の購入
費を予算の範囲内で補助します。
■補助金額　

購入価格（消費税込み）の 2 分
の 1 以内で年間限度額 3 万円
※限度額内であれば複数台の助

成も可能です。
環境課　☎53-8421

　　　　　　   …  　　　　　　

公立能登総合病院
平成30年度採用職員募集
■募集職種および採用予定人数

職　　種 採用予定人数
薬剤師 若干名
臨床検査技師 若干名
助産師 若干名
看護師 若干名
調理師 若干名

■募集期限　11月10日㈮
■試験日　11月24日㈮

公立能登総合病院総務課
　☎52-8749

　　　　　　   …  　　　　　　

10月16日㈪～22日㈰は
行政相談週間
　行政相談委員や石川行政評価事
務所は、皆さんから国の行政全般
の苦情や意見・要望などを受け付
け、行政運営の改善に役立てる行
政相談を行っています。
　定例相談の開催日時は、広報な
なお「今月の市民相談」コーナー
にて毎月掲載しています。
■行政苦情110番（電話相談）

電話：0570-090-110
ファクス：076-222-5233
土・ 日、 祝 日、 夜 間（17：30
～翌日 8 ：30）は留守番電話で
受け付けています。
総務省石川行政評価事務所

　☎076-222-5232

マナーを守って
きれいなまちに
　道路や公園などの公共の場所で
次の行為を行った場合、市から指
導・勧告・命令を受けたり、過料
が科されたりすることがあります。
■禁止行為
　・空き缶などのぽい捨て
　・廃棄物の投棄
　・ペットのふんの放置
■喫煙する人へ
　・指定場所で喫煙しましょう。
　・指定場所以外で喫煙する場合

は携帯灰皿を使用しましょう。
　・周囲に迷惑をかけないように

しましょう。
環境課　☎53-8421

　　　　　　   …  　　　　　　

外国人のための日本語講座
■日時　10月27日㈮、10月31日㈫、
　　　　11月 7 日㈫、11月14日㈫、
　　　　11月15日㈬（全 5 回）
　　　　19：00 ～ 20：30
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　 2 階第 1 研修室ほか
■講師　七尾を世界へひらく市民
　　　　の会　日本語講師
■費用　無料
■定員　20人（市内在住の外国人
　　　　に限る）
※電話でお申し込みください。

七尾市国際交流協会事務局
　（地域づくり支援課内）
　☎53-8633

　　　　　　   …  　　　　　　
石川県の最低賃金は
時間額781円
　10月 1 日から最低賃金が変更に
なりました。使用者は、最低賃金
より低い賃金で労働者を雇用する
ことはできません。
　なお、産業によっては、より金
額の高い特定（産業別）最低賃金
が適用されます。

石川労働局☎076-265-4425
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富山県氷見市交流情報
木育キャラバン	in	氷見
　毎年大人気のイベント木育キャ
ラバンが、今年も氷見にやってき
ます。国内外の木のおもちゃ 300
点以上を一堂に集めた、木のおも
ちゃの遊園地です。
　木に触れて、においを嗅いで、
音を聞いて、遊びを通して木を思
いっきり感じましょう。木にまつ
わる体験教室も同時開催します。
■日時　10月 6 日㈮～9 日（月・祝）
　　　　 9 ：00～17：00
　　　　（ 6 日は10：00から）
■場所　氷見市海浜植物園
■費用　平日無料、土・日、祝日

は大人500円、小中学生
100円（体験教室は別途
費用がかかります。）

氷見市海浜植物園
　☎0766-91-7117

　　　　　　   …  　　　　　　

食の安全を学ぼう
七尾生活学校の米粉料理教室
　七尾生活学校は、安全で安心で
きる食生活を考えた地産地消、じ
わもんの推進・実行など学び、実
践する女性グループです。
　米粉を使った簡単でおいしい料
理を学びませんか。
■日時　10月12日㈭　10：00～
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　調理室
■定員　10人程度（先着順）
■講師　食育コーディネーター
　　　　橋本　良子　氏
■費用　無料
■申込期限　10月10日㈫

七尾生活学校（坂井）☎57-2034

七尾「山の寺の日」
　年々、来場者が増え続けている

「山の寺の日」。大好評につき、今
年も開催します。
　山の寺寺院群では、長谷川等伯
や前田家に関する作品の公開や特
別講演が行われます。
　七尾美術館と山の寺寺院群間の
シャトルバスもありますので、ぜ
ひ、お越しください。
■日時　10月21日㈯
　　　　 9 ：00～16：00
■場所　山の寺寺院群

【特別講演】
■時間　13：00～
■場所　長齢寺

山の寺の日実行委員会事務局　
　（高木）☎52-1247

　　　　　　   …  　　　　　　

各種義援金の受け付け
　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のご芳名
　（敬称略）
　【平成29年 7 月 5 日からの大雨
　災害義援金】
　・東湊地域づくり協議会
　・駅コンサート・松本　佐智子
　【東日本大震災義援金】
　・駅コンサート・松本　佐智子
　【平成28年熊本地震災害義援金】
　・駅コンサート・松本　佐智子

福祉課　☎53-8463

七尾検定2017
申し込み開始
　住んでいても意外と知らない七
尾のあれこれ。初級から上級まで
七尾に関するいろいろな分野の
250問が勢ぞろい。
　各級のオリジナル合格記念バッ
ジを用意して、皆さんの挑戦をお
待ちしています。
■申込期間
　10月10日㈫～ 1 月10日㈬必着
■検定日時　
　 2 月 3 日㈯10：00 ～
■場所　七尾サンライフプラザ
■検定区分　初級、中級、上級
■費用　無料

七尾検定実行委員会事務局
　（文化課内）　☎53-8437

　　　　　　   …  　　　　　　

移動式バスケットゴールを
設置
　スポーツ振興くじ助成金の助成
を受けて、七尾総合市民体育館に、
新しく移動式バスケットゴールを
設置しました。
　大会や合宿、団体練習などでご
利用いただき、輝くスポーツライ
フをお楽しみください。

七尾総合市民体育館
　☎53-4242

　　　　　　   …  　　　　　　

第31回徳田まつり　
■日時　10月 8 日㈰
　　　　10：00～14：30
■場所　能登歴史公園
　　　　（国分寺地区）

徳田公民館　☎57-1252
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羽咋市　
パセオでフラメンコ

スペインのストリートをモデルとしたパセオ
通りで、たくさんの踊り手が本場スペインを
ほうふつさせる情熱的なダンスを披露します。
[日時］10月28日㈯　 9 ：00 ～ 16：00
　 　　 9 ：00 ～パセオ蚤の市ほか
　 　　11：00 ～フラメンコステージ
[場所］パセオ通り
　　　（旭町）

パセオ商店会
　☎0767-22-0006

志賀町
第13回志賀町文化祭

[日時］11月 ３ 日(金・祝)～ ５ 日㈰　作品展示
   　 　11月 ５ 日㈰　 9 ：３0 ～　
　　　 式典、記念講演(元プロ野球選手の
　　    仁志敏久氏)、舞台発表
[場所］志賀町文化
　　　 ホール

生涯学習課　
　☎0767-３2-9３５0

中能登町　
雨の宮古墳まつり

[日時］10月14日㈯　10：00～1３：00
[場所］雨の宮能登王墓の館前広場
[内容］勾玉作り、古墳めぐりクイズラリー、
　　　 出土品の展示、乗馬体験など
※模擬店の出店も
　あります。

企画課　
　☎0767-74-2806

宝達志水町
蓮華山大相撲

6５0年の歴史をもつ蓮華山大相撲。加賀・能登・
越中から集まった力士たちが、夜遅くまで熱
戦を繰り広げます。
[日時］10月14日㈯　17：３0 ～
　　　　（子供相撲は1３：３0 ～）
[場所］蓮華山相撲場
　　 　（子浦）

蓮華山相撲協会
　☎090-３290-08３５

能登和倉
万葉の里マラソン2018
エントリー受け付け中
■開催日　平成30年 3 月11日㈰
■エントリー方法
　インターネットサイト
　「RUNNET」から申し込み
■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

種　目 参加料 定　員
マラソン 7,000円 5,000人

10km 4,000円 2,000人
親子ペア 3,000円 なし

能登和倉万葉の里マラソン大会
　組織委員会事務局（観光交流課内）
　☎53-8436
　　　　　　   …  　　　　　　

第 6回希望の丘公園
スタンプラリー
　公園内のスタンプを集めて、お
いしい焼き芋をゲットしよう。
■日時　10月 8 日㈰
　　　　 9 ：30～12：00
　　　　（雨天中止）
■費用　無料（先着100人）

希望の丘公園管理事務所
　☎52-9266

富山県高岡市交流情報
第37回高岡万葉まつり
第28回万葉集全20巻朗唱の会
　日本最古の歌集「万葉集」の編
者として知られる大伴家持は、奈
良時代に越中国司として高岡に赴
任し、多くの秀歌を残しました。　　
　今年は大伴家持生誕1300年の節
目の年でもあり、記念事業も多数
開催されます。
■開催日　10月 6 日㈮～ 8 日㈰
■場所　高岡古城公園
　　　　中之島特設水上舞台ほか

高岡万葉まつり実行委員会
　（高岡市観光交流課）
　☎0766-20-1301

　　　　　　   …  　　　　　　

長野県飯山市交流情報
スポーツサイクルで
秋の信越自然郷を巡ろう
■レンタル場所
　信越自然郷エリア内の指定箇所
■料金　
　半日：500円～2,000円
　 1 日：1,000円～3,000円

・自転車の種類によって異なり
ます。

・1,000円追加で乗り捨てできま
す。

※その他、荷物配送サービスも
あります。

信越自然郷アクティビティセンター
　☎0269-62-7001

 ギヨファームの 
 りんご園へ行こう！ 

 0 上旬～ 2 上旬（予定） 

開園時間： 0：00～ 6：00 
休園日：毎週木曜日 

《お問合せ》スギヨファーム志賀農場  

TEL:0767-42-26 7 

 間 

場所 

 間 場所  間 期間 場所 

スギヨファーム志賀農場 

りんご園 
羽咋郡志賀町香能ろ64 

千秋・陽光他 

￥500/㎏～ 

信州自然郷 検索


