119番通報と
火災情報テレホンサービスの
使い分けを

119番は火災や救急などを通報
するための緊急通報用です。
火災や救助などの災害情報の問
い合わせは、火災情報テレホン
サービス53-4999（自動音声ガイ
ダンス）をご利用ください。
119番では「サイレンが鳴って
いるが火事はどこですか」などの
問い合わせには、お答えできませ
ん。119番がふさがると緊急通報
冬の除雪
作業にお困 がつながらなくなりますので絶対
りなら当社 にやめてください。
へ！！
■消防車は火災以外も出動します
消防車は、火災だけでなく、救
千代田機電㈱
古府町り47-2
急活動支援のために出動する場
TEL：54-0035
TEL：54-0036
合があります。
消防車が救急車より早く駆けつ
・工場内作業
け、周囲の安全確認や心臓マッ
・イベント
・農作業
サージ、止血処置を行う場合が
あります。
消防車と救急車が連携を図り、
応急処置や安全確保を行うこと
で、救命率の向上や市民の皆さ
千代田機電㈱
んの安心・安全に努めています。

ンタル

古府町り47-2
TEL：54-0035
TEL：54-0036

ンタル
冬の除雪作
業にお困り
なら当社へ

七尾鹿島消防本部指令室
☎53-0119

市役所窓口の臨時開庁
平日の業務と異なり、取り扱い
の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。
■日時 4 月 1 日㈰
8 ：30～17：15
【パトリア 3 階】
健康推進課
☎53-3623
子育て支援課
☎53-8419
福祉課
☎53-3625
保険課
☎53-8420
【ミナ.クル 2 階】
税務課
☎53-8412
市民課
☎53-8417
※上下水道料金お客さまサービ
スセンターは休みです。
・工場内作業
・イベント
…
・農作業

固定資産の価格などの縦覧
■期間

4 月 2 日㈪～ 5 月 1 日㈫
（土・日、振替休日を除く）
■時間 8 ：30 ～ 17：15
■場所 ミナ．クル 2 階 税務課
■必要なもの
・はんこ
・本人確認ができる公的証明
書類（運転免許証など）
・納税者の代理人が縦覧する場
合は委任状
※平成30年度固定資産税・都市計
画税の納税通知書などは、 4 月
上旬に発送します。
税務課 ☎53-8415

千代田機電㈱
古府町り47-

TEL：54-0035
TEL：54-0036

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30年 1 月31日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世 帯 22,212世帯 （△19）
人 口 53,819人
（△100）
男
25,470人
（△46）
女
28,349人
（△54）
年齢別人口
0 ～ 20歳 8,532人
21 ～ 64歳 26,124人
65歳～
19,163人
転入
45人 転出
106人
出生
16人 死亡
55人
婚姻
5件

納税のお知らせ
国民健康保険税（ 9 期）
納期限： 4 月 2 日㈪

愛の献血
3 月29日㈭
9 ：00 ～ 12：00、13：00 ～ 16：00
恵寿総合病院
石川県赤十字血液センター

経営者、社長、役員の方へ

全棟構造設計

《構造計算専門店》

・工場内作業
・イベント
・農作業

キャリアダンプ

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。

㈱西川総合建築／西川測量登記
千代田機電㈱

古府町り47-2
七尾市能登島通町チ部２番地
TEL：54-0035
TEL/FAX 0767-85-2752
TEL：54-0036

【担当 西川剛志 080-1965-6748】

春先の農作業
に活躍します！
発電機

刈払機

水中ポンプ

検索

市のシンボル
菜の花

松

カモメ

ハチメ

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

七尾ごころ
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

あなたの力で自分たちの
町を守りませんか
消防団員募集
消防団員は火災や大規模災害発
生時に自宅や職場から現場へ駆け
つけ、消火や救助活動を行う非常
勤特別職の公務員です。
平成30年 1 月末現在、399人が
活躍しています。
■入団資格
18歳以上で市内に居住や勤務、
通学する人。
■待遇など
・活動に必要な衣服や報酬、出
動手当を支給します。
・活動中に万が一負傷した場合
は補償費を支払います。
※分団ごとに募集人数が違うため、
電話でお問い合わせください。
七尾鹿島消防本部消防課
☎53-1015
…

不用品活用銀行
■ゆずります
ランドセル（赤）、ペットフェ
ンス（ウサギ用）、洋服タンス
1 さお、学習机、エレクトーン、
サイドボード、碁石 2 組、ライ
ティングデスク、壁掛型姿見
■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 ）
、 水 墨 画 集、
男女小学校制服（130㎝七尾地
区）、ルームランナー
※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（本庁 1 階）
☎53-8421
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子育て家庭を支援する会員募集 協力会員養成講座・会員研修会
子どもの預かりや送迎などの支援を行うファミリーサポート協力会員
の養成講座です。既に会員の人も参加できます。
■求める人材 心身共に健康な人。資格不問。
■申込期限 3 月 8 日㈭
日

時

3月10日㈯
9：00～15：30

場

所

内

ミナ．クル 3 階
多目的会議室

容

子どもと絵本、栄養と食事、
心の発達とその対応など

3月11日㈰
ミナ．クル 3 階
10：00 ～15：00 多目的会議室

簡単に作れるおもちゃ、小児
看護の基礎知識など

3月12日㈪以降 ミナ．クル 3 階
の希望日
親子ふれあいランド
9：00～13：00
あい・あい・あい

保育実習（希望者）
3 月12日㈪ か ら20日㈫ ま で の
希望する1日

※協力会員に登録し支援活動を行った場合、 1 時間につき700円の謝礼
金が依頼会員から支払われます。
ファミリーサポートセンター
（親子ふれあいランドあい・あい・あい内） ☎52-1476
子育て支援課 ☎53-8419

七尾産の木材を使って
新築しませんか
七尾産の木材を使用して住宅を
新築する人に助成します。
■対象者
市内に居住するため、七尾産の
木材を 5 立法メートル以上使用
して70平方メートル以上の木造
住宅を新築する人。(建売住宅
の購入を含む)
ただし、石川県が実施している
「いしかわの木が見えるたても
の推進事業」に補助金の申し込
みをした住宅に限ります。
■助成金額
1 戸あたり10万円
■申込方法
申請書と必要書類を提出。
※申請書は農林水産課窓口で受
け取るか、市ホームページか
らダウンロードしてください。
■申込期間
4 月 2 日㈪～12月20日㈭
農林水産課（本庁 2 階）
☎53-8510

…

ケーブルテレビななお
代理人の届け出が可能になります
ケーブルテレビななおに関する
届け出が代理人でも可能になりま
す。
■代理の届け出が可能な書類
移設届、加入者変更届、利用休
止届、廃止届、再利用届
■必要なもの
代理人のはんこ

ケーブルテレビ利用料口座振替
収納済通知書を廃止します
これまでケーブルテレビ利用料
を口座振替で支払っていた人へ
「収納済通知書」を送付していま
したが、経費削減と省資源化の推
進のため、平成29年度振替分から
廃止します。
今後は預貯金通帳で振替結果を
ご確認ください。
ケーブルテレビななお
（広報広聴課）（本庁 1 階）
☎53-8699

Jアラート全国一斉
情報伝達訓練の実施
Jアラートは、地震や津波、武
力攻撃などの緊急情報を、国から
市町村へ、人工衛星などを通じて
瞬時に伝えるシステムです。
Jアラートからの緊急情報を、
さまざまな手段を使って市民の皆
さんへお伝えするための情報伝達
訓練を実施します。
■日時 3 月14日㈬ 11：00
■情報伝達手段
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
など
■放送内容
上りチャイム音
「これは J アラートのテストで
す。」（ 3 回繰り返し）
「こちらは七尾市です。」
下りチャイム音
防災交通課

☎53-6880
…

3 月は自殺対策強化月間です
もし、あなたが悩みを抱えてい
たら、ぜひ相談してください。大
切な人が悩みを抱えていることに
気づいたら、声を掛けてみてくだ
さい。
市の保健師が、ストレスや不安
などのこころの健康に関する相談
に応じています。
■日時 3 月20日㈫
10：00～12：00
■場所 パトリア 3 階
健康推進課
※本人に限らず、
家族の相談も可。
※事前にお申し込みください。

健康推進課

国民健康保険の異動手続きを忘れずに
健康保険が変わった時は、14日以内に忘れずに手続きをしてください。
・国民健康保険への加入が遅れると、さかのぼって保険税をまとめて
支払わなければならない場合があります。
・国民健康保険からの脱退が遅れると、その間に受診した医療費を全
額自己負担しなければならない場合があります。
こんな時

職場の健康保険をやめて
国民健康保険に加入する時

職場の健康保険に加入して
国民健康保険をやめる時

必要なもの

①健康保険の喪失日が記載された証明書
( 加入者全員の氏名と喪失日が分かるもの )
①新しい健康保険の保険証
②国民健康保険証

就学のために
①転出する人の国民健康保険証
市外に住所を移す時
②在学証明書または学生証
( 手続きによって七尾市の保
( 学生証は有効期限があるもの )
険証がそのまま使用できます ) ※在学中は毎年更新手続きが必要です。

全ての手続きには次の 3 点が必要です。
①はんこ(認め印) ②窓口に来る人の身元確認書類
③世帯主と異動対象者のマイナンバー (個人番号)カードまたは通知カード
保険課（パトリア 3 階） ☎53-8420
…

3月11日㈰石川県知事選挙・石川県議会議員補欠選挙
■当日投票時間 7 ：00～20：00
次の投票所の投票終了時刻は18：00です。
第19投票所（多根町ふれあい研修センター）
第33投票所（河内多目的研修センター）
【当日投票できない人は期日前投票ができます】
■期間 3 月10日㈯まで毎日 ※ 9 日㈮と10日㈯は混雑が予想されます。
■時間 8 ：30～20：00
■場所 七尾市役所本庁、サンビーム日和ヶ丘、
中島地区コミュニティセンター、能登島総合健康センター
七尾市選挙管理委員会（総務課内） ☎53-1111
…

和倉温泉運動公園多目的グラウンド リニューアルオープン
和倉温泉運動公園多目的グラウンドの人工芝張替工事が完了し、 3 月
17日に新たなグラウンドとしてリニューアルオープンします。
耐久性やクッション性に優れた高性能の人工芝を採用し、より快適で
安全に利用できます。大会や合宿、練習などで、ぜひご利用ください。
このグラウンドの人工芝張り替えは「スポーツ振興くじ助成金」を受
けて整備しました。

☎53-3623
観光交流課

☎53-8424
七尾ごころ
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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
ニティ活動の充実・強化を図る事
業に対し助成するものです。
新町町会（中島町中島）が宝くじ
の助成金で集会所を整備しました。

なかじまプロジェクト
市民公開講座
～ライフスタイルと認知症～
金沢大学脳老化・神経病態学（神
経内科学）は「いきいき脳健診（旧
もの忘れ健診）」を中島地区で実
施しています。
市民公開講座では「ライフスタ
イルと認知症」や「くすりと認知
症」に関する講演を行います。
ライフスタイルを見直し、認知
症を予防しませんか。
■日時 3 月21日（水・祝）
10：00～11：50
■場所 能登演劇堂
■講師 金沢大学脳老化・神経病
態学 教授 山田 正仁
金沢大学臨床薬物情報学
教授 松下 良 ほか
■費用 無料
昨日
何してたかな？

ふるさと振興課

☎53-1134

…

第１８回石川県障害者
スポーツ大会参加者募集
■開催日 5 月27日㈰
■場所
西部緑地公園陸上競技場、いし
かわ総合スポーツセンターほか
■対象者
県内に在住、在勤、在学で障害
（身体・知的・精神）のある人（平
成30年 4 月 1 日現在満13歳以上
の人）
■実施競技
陸上、水泳、アーチェリー、卓
球、フライングディスク、ボウ
リング、バレーボール、ボッチャ
■申込期限 3 月23日㈮
※申込用紙は石川県ホームページ
からダウンロードできます
福祉課（パトリア 3 階）
☎53-8464
13
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金沢大学脳老化・神経病態学
（神経内科学） ☎076-265-2292
健康推進課 ☎53-3623

市有財産を一般競争入札で
売却します
■公売物件
物件番号①
土地 古府町笠松 4 番
物件番号②
土地 中島町宮前甲 6 番
■申込期限
3 月23日㈮ 17：00（必着）
■申込場所
本庁 4 階管財課
■申込方法
一般競争入札参加申込書と添付
書類を提出してください。
■入札日時
3 月26日㈪
物件番号① 10：00～
物件番号② 10：30～
■入札場所
本庁 3 階302会議室
※入札日当日は、見積りした金額
の100分の 5 以上の額の入札保
証金が必要です。
【入札説明会】
■日時 3 月13日㈫ 10：00～
■場所 本庁 3 階302会議室
管財課（本庁 4 階）
☎53-8747
…

…

観光ガイドのための
英会話教室
市内のガイドのための英会話教
室です。ガイド以外で興味のある
人も参加できます。
■日時 3 月10日㈯、18日㈰、
21日(水・祝)、24日㈯
9 ：30～11：30
■場所 ミナ.クル 1 階
はろうななお事務所
■費用 無料
七尾市国際交流協会事務局
（地域づくり支援課内）
☎53-8633

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 3 月15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

七尾市環境審議会委員募集

七尾市健康福祉審議会各分科会 市民委員募集

■募集人数 1 人
■任期 2 年（平成30～31年度）
■応募資格
満18歳以上の市民で、昼間の会
議に出席できる人
■申込期限 3 月19日㈪必着
■申込方法 持参、郵送、メール
■提出書類
応募用紙、小論文（自分ででき
るごみの減量化について400字
以内）
※応募用紙は環境課窓口で受け
取るか、市ホームページから
ダウンロードしてください。
環境課（本庁 1 階） ☎53-8421
〒926-8611
袖ケ江町イ部25番地
kankyo@city.nanao.lg.jp

市民協働の観点から、市民の皆さんの幅広い意見を求め、健康福祉に
関する諸計画や重要事項を審議するため市民委員を募集します。
■募集人数
各会 2 人、合計10人（10人のうち 1 人は健康福祉審議会委員を兼ねる）
①地域福祉分科会
地域福祉計画に関すること
②高齢者福祉分科会 老人福祉計画や介護保険事業計画に関すること
③障害者福祉分科会 障害者計画や障害福祉計画に関すること
④児童福祉分科会
子ども・子育て支援事業計画に関すること
⑤保健医療分科会
健康増進計画に関すること
■任
期 3 年（平成30 ～平成32年度）
■応募資格 応募時に20歳以上で市内に在住し、福祉分野に関心のある人
■申込期限 3 月16日㈮必着
■申込方法 応募用紙に必要事項を記入し、持参、郵送、ファクス、
メールのいずれかで提出
※応募用紙は、市ホームページからダウンロードするか、または福祉課、
田鶴浜・中島・能登島の行政サービスコーナーの窓口で受け取れます。
※応募者多数の場合は、応募動機などにより選考します。また、応募者
が一定の分科会に偏った場合は、応募者と協議により調整します。

…

ケーブルテレビ放送番組
審議会委員募集
番組放送の計画や放送番組の内
容などを審議する機関です。
■募集人員 若干名
■任期 2 年（平成30 ～ 31年度）
■応募資格
ケーブルテレビななおに加入
し、放送番組に関心のある満20
歳以上の人（年 1 、 2 回平日昼
間にある会議に出席できる人）
■申込期限 3 月20日㈫必着
■申込方法
応募用紙に記入し、郵送、持参、
メールのいずれかで広報広聴課
へ提出してください。
応募用紙は広報広聴課窓口で受
け取るか、市ホームページから
ダウンロードしてください。
広報広聴課（本庁 5 階）
☎53-1130
〒926-8611
袖ケ江町イ部25番地
koho@city.nanao.lg.jp

福祉課(パトリア 3 階) 〒926-0811 御祓町 １ 番地
☎53-3625 FAX53-5990 fukushi@city.nanao.lg.jp
…

自衛官等募集
募集種目

幹部候補生

資

格

【大学卒業程度】
22歳以上26歳未満の人
【大学院卒業者】
28歳未満の修士課程修了者
（平成31年 4 月 1 日現在の年齢）

申込期限

5 月 1 日㈫

予備自衛官補 【一般】
4 月 6 日㈮
18歳以上34歳未満の人
【技能】
18歳以上で別に示す国家資格などに応じ
53歳から55歳未満の者
（平成30年 7 月 1 日現在の年齢）
※自衛官候補生男子は、年間を通じて募集しています。
※自衛隊関連のイベント情報などは、ホームページまたはツイッター
(@Ishikawa_PCO)から入手できます。

自衛隊石川地方協力本部七尾出張所 ☎53-1691
またはお近くの七尾市自衛官募集相談員
島津栄吉（矢田町）☎53-3668 和田眞裕美（万行町）☎090-3766-4048
中根正一（池崎町）☎57-2159 谷口悦子 （石崎町）☎62-4043
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

第16回ベーゼンを弾こう会

羽咋市

ＨＡＫＵＩピアノコンサート
羽咋郡市でピアノを
習っている人や愛好
家が演奏します。
入場無料です。
［日時］ 3 月11日㈰
10：00～、12：00～、14：00～
［場所］コスモアイル羽咋
ベーゼンを弾こう会 代表 堀田
☎0767-26-2807

志賀町

花のミュージアムフローリィ

3月24日㈯ オープン

500種を超える草花
が咲く屋内外のガー
デンでは、四季折々
に変化するシーンが
楽しめます。
［場所］志賀町赤住14-54- 1
［開館時間］ 9 ：30～17：00
［休館日］毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
［入館料］無料
花のミュージアムフローリィ
☎0767-32-8787

中能登町

なかのと桜まつり
［日時］
4 月15日㈰
11：00～16：00
［場所］
中能登町役場
鹿島庁舎前（井田）
［内容］
テント市、ステージイベント、
マグロ解体ショー（即売あり）
中能登町商工会 ☎0767-76-1221

宝達志水町

毎月23日はオムライスの日
今月のオムライスの
日は、全店オムライ
ス100円引きのサー
ビスを実施します。
ぜひ食べに来てくだ
さいね。
オムライスの日
企画振興課
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☎0767-29-8250

富山県氷見市交流情報
椿展

接客サービス講習会
人権研修会

氷見つばき愛好会の皆さんがヤ
ブ椿や園芸種の椿、竹細工の一輪
挿しなどを展示します。
■日時 3 月17日㈯～19日㈪
9 ：00～17：00
（最終日は15：00まで）
■場所 氷見市海浜植物園 1 階
メインホール
※18日㈰は、呈茶（200円）もあ
ります。
氷見市海浜植物園
☎0766-91-0100

接客サービスに必要な「おもて
なし」の極意と人権尊重の重要性
を学びませんか。
■日時 3 月19日㈪
10：15～12：45
■場所 和倉温泉観光会館
■接客サービス講習会
『ＡＮＡ・ディズ二－の一流サー
ビスのプロが伝授！』
桑野 麻衣
■人権研修会
『すべての人が平等に自分らし
く暮らすことのできる社会をめ
ざして－多様な性の理解－』
石川県同和教育研究協議会
綿引 伴子
■費用 無料（要予約）

…

長野県飯山市交流情報
THE SNOW DAY CAMP
春の息吹漂う残雪の中で過ごす
特別な 2 日間。雪上ヨガやたき火、
ナトハイクなどで思い切り楽しん
だあとは、暖かいコテージでゆっ
くりお休みください。
■日時 4 月 7 日㈯、 8 日㈰
■場所 なべくら高原森の家周辺
■料金
1 人 2 万 2 千円
（ 2 人以上で参加の場合）
※ 3 食（夕、朝、昼）、コテー
ジ宿泊代、アクティビティ参
加費、各種レンタル代込み
なべくら高原森の家
☎0269-69-2888

和倉温泉観光協会
☎62-1555
…

富山県高岡市交流情報
山町筋のひなまつり
土蔵造りの町並みが残り、国の
重要伝統的建造物群保存地区に選
定されている山町筋の家々が、お
ひなさまの町並みギャラリーに変
身します。ひな祭り茶席や講演会
も開催します。
■開催日 3 月10日㈯、11日㈰
■場所 山町筋一帯
土蔵造りのある山町筋まちづく
り協議会 ☎0766-23-2623

