
詳細は の連絡先にお問い合わせください。

令和 2年度七尾市高齢者
いきいき入浴補助券の配布
　入浴施設を利用して、健康づく
りや交流をしませんか。対象の人
に、市内の入浴施設で利用できる
入浴補助券を郵送します。
※今年度分の発送は、 9 月下旬頃

を予定しています。
■対象者
　市内に住所がある70歳以上の人
　※要介護 3 以上の人と施設入所

者などは除きます。
■補助券
　 1 枚200円12枚つづり
　※対象者本人のみ使用できま

す。他の人に譲渡はしないで
ください。

■利用施設
　和倉温泉総湯、湯川温泉龍王閣、
　ほっとらんどNANAO、健康増

進センターアスロン、ひょっこ
り温泉島の湯、なかじま猿田彦
温泉いやしの湯、宝湯、弘法湯、
弁天湯、ことぶき湯

■使用期限　令和 3 年 3 月31日㈬

高齢者支援課　☎53-8463

新型コロナウイルスの感染症拡
大防止のため、イベントや説明
会などが中止・変更となる場合
があります。開催の有無など、
詳細は各問い合わせ先へご確認
ください。

令和 2年度七尾市職員
採用試験(大卒程度)
■採用予定人数
　令和 3 年 4 月 1 日採用職員を募
集します。

職　種 採用予定人数
行政(上級) 3 人程度

土木 2 人程度
管理栄養士 1 人程度

■申込期間
　 5 月20日㈬～ 6 月10日㈬
■ 1 次試験(学科試験)
　・日時　 6 月28日㈰
　　　　　 9 ：00～
　・場所　七尾市役所
■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
※申し込み方法など、詳細は市

ホームページをご覧ください。
秘書人事課　☎53-8465

　〒926-8611　袖ケ江町イ部25番地

市の人口 　 　

令和 2 年 3 月31日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世　帯　22,007世帯　（△58)
人　口　51,632人　　（△327）
　男　　24,519人　　（△153）
　女　　27,113人　　（△174）
年齢別人口
　 0 ～ 20歳　 7,842人
　21 ～ 64歳　24,406人
　65歳～　　 19,384人
転入 　202人　転出　 　468人
出生 　 17人　死亡 　　 78人
婚姻 　 13件

納税のお知らせ 　 　

軽自動車税(種別割)(全期)
納期限： 6 月 1 日㈪

愛の献血 　 　

今月の献血はありません。

※変更の場合があります。
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

◆フォークリフト運転技能講習 55//2211～～

◆ガス溶接技能講習 55//2255・・55//2266

◆小型移動式クレーン運転技能講習 55//2277・・55//2288・・55//3311

◆アーク溶接特別教育 66//1155・・66//1166

◆玉掛け技能講習 66//1177・・66//1188・・66//2211

◆車両系建設機械運転技能講習 66//2222～～

◆高所作業車運転技能講習 66//2244・・66//2288

　　　　　　　　
申込書など詳しくは当協会☝のホームページで！

資資格格取取得得講講習習会会((七七尾尾会会場場))案案内内！！

★★労労災災・・雇雇用用保保険険のの手手続続ききはは事事業業者者のの義義務務でですす！！
　　事業主・ご家族・一人親方様の特別加入も　即手続きします。

((一一社社))七七尾尾労労働働基基準準協協会会  ☎☎00776677--5522--55334433

※新型コロナ感染状況により一部延期する場合があります。

赤字を黒字にして、追加
してください。

令和 2年度自動車税(種別割)
納期限は 6月 1日㈪です
　最寄りの金融機関やコンビニエ　
ンスストア、県総合(県税)事務所
で納期限までに納めましょう。
■トラブル防止のために
　・自動車を手放したときは、名

義変更されているか確認しま
しょう。

　・自動車を廃車したときは、抹
消登録されているか確認しま
しょう。

　・住所を変更したときは、石川
県税務課または最寄りの県総
合(県税)事務所へ届け出ま
しょう。

　・納税証明書は車検を受ける際
に必要です。車検証と一緒に
大切に保管しましょう。

石川県税務課　☎076-225-1273

　　　　　　　　　　　　　　　

風しん抗体検査・予防接種
　近年、全国で風しんの患者数が
増加しています。これまで風しん
の予防接種を受ける機会が一度も
なかった男性に対し、令和元年度
から風しんの抗体検査と定期予防
接種を行っています。対象の人に
は、 4 月末にクーポン券を送付し
ています。
■対象者
　昭和37年 4 月 2 日から昭和47年

4 月 1 日生まれの男性
※昭和47年 4 月 2 日から昭和54年

4 月 1 日生まれの男性で、令和
元年度に抗体検査を受けていな
い人にもクーポン券を改めて送
付しています。

■内容
　①風しん抗体検査

②抗体検査の結果、十分な風し
ん抗体価がない場合、麻しん
風しん混合(MR)ワクチンの
接種

■費用　無料
健康推進課　☎53-3624

各種健診事業は
7月から実施(予定)
　例年 5 月中旬から実施している
各種健診事業は、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大を受け、安全確
保のため 7 月から実施予定です。
健診の案内は、 6 月中旬に発送を
予定しています。ご理解のほど、
よろしくお願いします。
　感染状況によっては、予定が変
更になる場合があります。その際
は、市ホームページなどでご確認
いただくかお問い合わせくださ
い。
■ 7 月に実施予定の健診など

①集団健診
　(特定健診・長寿健診など、各

種がん検診)
②医療機関健診
　(特定健診・長寿健診、子宮頸

がん検診）
③歯科健診
　(40、50、60、70、76歳対象)

健康推進課　☎53-3623

　　　　　　　　　　　　　　　

製造事業所の皆さまへ
工業統計調査にご協力を！
　製造業の実態を明らかにするこ
とを目的として、製造業を営む事
業所を対象に、統計調査を実施し
ます。 5 月から 6 月にかけて調査
員が訪問するか、国から直接調査
票が郵送されますので、調査票の
回答をお願いします。
■調査の基準日　 6 月 1 日㈪
■回答方法
　郵送またはインターネット回答

※調査員による回収は行いませ
ん。

■回答期限　 6 月30日㈫
総務課国勢調査推進室

　☎58-3145

令和 2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　矢田町
　(変更になる場合があります)
※工事予定区域を表示した図面は

市ホームページに掲載していま
すので、ご覧ください。
上下水道課　☎53-8430

　　　　　　　　　　　　　　　

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、
さまざまな手段で市民の皆さんへ
お伝えするための情報伝達訓練を
実施します。
■日時　 5 月20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
「これはJアラートのテストで
す」× 3 回
総務課防災対策室　☎53-6880

　　　　　　　　　　　　　　　　
福祉・介護の仕事セミナー
＆個別相談
　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28日㈭、 6 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
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

桜の苗木無料配布
　七尾市を「桜のまち」にするた
め、苗木を無料で配布しています。
沿道から見える場所に桜を植えて
みませんか。
■苗木の大きさ
　高さ約1.5m、太さ約 1 cm
■申込方法

申込書を持参または郵送、メー
ル、ファクスで提出

■申込書の配置場所
都市建築課(市役所本庁 2 階)、
税務課横(ミナ.クル 2 階)、パト
リア 3 階市民ロビー、各地区コ
ミュニティセンター、市立図書
館など

　※市ホームページからもダウン
ロードできます。

■申込期限　 6 月19日㈮
■配布時期　11月下旬

都市建築課
　☎53-8469　FAX52-9288
　〒926-8611　袖ケ江町イ部25番地

　　　　　　　　　　　　　　　

公立能登総合病院職員募集
　令和 3 年 4 月に採用する職員を
募集します。 
■募集職種および採用予定人数 

職　種 採用予定人数
助産師 2 人程度
看護師 20人程度
調理師 4 人程度

■申込期間 
　 5 月 7 日㈭～ 29日㈮
■試験日　 6 月 6 日㈯
※申し込み方法など、詳細は公立

能登総合病院ホームページをご
覧ください。
公立能登総合病院総務課

　☎52-8749

手話奉仕員養成講座(入門編)
受講者募集
　七尾市と中能登町にお住まいの
人が対象です。あいさつや自己紹
介など初歩的な手話を学びます。
■日時　 6 月19日㈮～12月11日㈮
　　　　14：00～16：00
　　　 　(毎週金曜日、全23回)
■場所　パトリア 3 階会議室 4
■定員　20人
■費用　5,300円
　　　　(テキスト・資料代)
■申込期限　 6 月12日㈮

福祉課　☎53-8464

　　　　　　　　　　　　　　　

青柏祭の曳山行事
中止のお知らせ
 新型コロナウイルス感染症拡大
の影響による現在の社会的状況を
踏まえ、令和2 年の「青柏祭の曳
山行事」は中止となりました。
 これに伴い、例年市街地周辺で
実施している交通規制や御祓川大
通り沿いでの露店の出店はありま
せん。

商工観光課　☎53-8424

　　　　　　　　　　　　　　　

和倉温泉能登よさこい祭り
中止のお知らせ
　 6 月12日㈮～ 14日㈰に開催を
予定していた「和倉温泉能登よさ
こい祭り」は、新型コロナウイル
ス感染症拡大の影響により中止と
なりました。

祭りの國能登の賑い実行委員会
　☎62-1555

世界農業遺産「能登の里山里海」
をロゴマークでPR活用しませんか
　皆さんに世界農業遺産「能登の
里山里海」の浸透を図り、元気な
里山里海づくりを推進するための
ロゴマークです。使用するには申
請が必要です。

農林水産課　☎53-5010

　　　　　　　　　　　　　　　

こころの健康相談
　心の健康や病気、引きこもり、
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、専門医が応じ
ます(相談は無料、要予約)。
　指定日以外の日は相談員や保健
師などが対応しますので、お気軽
にご相談ください。

日　時 場　所

毎月第 1 ～ 4 木曜日
13：30～15：00

能登中部
保健福祉
センター

毎月第 1 金曜日
13：30～15：00

羽咋地域
センター

毎月第 3 金曜日
13：30～15：00

志賀町保
健福祉セ
ンター

能登中部保健福祉センター
　☎53-2482

　　　　　　　　　　　　　　　

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団体のご芳名
　(敬称略)

【令和元年台風第19号災害義援金】
・北陸発電工事労働組合七尾分会

福祉課　☎53-3625

令和 2年度
石川県警察官採用募集
■試験区分

警察官A・女性警察官A・警察
官A(武道指導)

■受験資格
昭和62年 4 月 2 日から平成12年
4 月 1 日生まれで、大学卒業ま
たは卒業見込みの人

■申込期間
　 5 月27日㈬～ 6 月19日㈮
■第 1次試験
　筆記試験　 7 月12日㈰
　体力試験　 7 月18日㈯
■第 2次試験　 8 月下旬

七尾警察署警務課　☎53-0110

　　　　　　　　　　　　　　　

不用品活用銀行
■ゆずります

学習机、小学生女児用学習デス
ク(椅子付き)、スイングラック、
ドレッサー (椅子付き)、ダイニ
ングテーブル4 人用(椅子3 人
分) 

■ゆずってください
小学生男子制服上下(140cm)、
七尾中学校女子制服(155cm、
160cm)、七尾高校女子制服
(162cm)、大人用自転車

※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

七尾市有害鳥獣捕獲奨励金
　有害鳥獣による農産物被害防止
を図るため、有害鳥獣を捕獲した
人を対象に有害鳥獣捕獲奨励金を
交付します。
■対象者

市内に住所があり、有害鳥獣駆
除のため鳥獣捕獲許可証の交付
を受けた人(鳥獣の保護及び管
理並びに狩猟の適正化に関する
法律に基づく有害鳥獣の捕獲）

■奨励金額
　成獣1 万円、幼獣3,000円

農林水産課　☎53-8422

　　　　　　　　　　　　　　　

七尾市有害鳥獣埋設事業補助金
　やむを得ず、捕獲した有害鳥獣
を埋設処分した場合に、市捕獲隊
員に協力した地元町会や生産組合
などを対象に補助します。
■補助金額
　埋設1 回当たり6,000円

農林水産課　☎53-8422

　　　　　　　　　　　　　　　
七尾市狩猟免許取得支援補助
　新規で狩猟免許を取得した人を
対象に、予算の範囲内で補助しま
す。
■対象者
　市内に住所があり、(一社)石川

県猟友会七尾鹿島支部に加入
し、有害捕獲隊員として業務を
行う人、または行う意思のある
人

■補助金額
　狩猟免許　 1 万円
　第 1 種銃猟免許　 3 万円

農林水産課　☎53-8422

七尾市有害鳥獣捕獲檻
購入事業補助金(新規事業)
　有害鳥獣による農作物被害防止
を図るため、新規で有害鳥獣捕獲
檻を購入する町会や生産組合に対
し、有害鳥獣捕獲檻の購入費用を
予算の範囲内で補助します。
※ 5 万円以上(税別)のものを購入

した場合に限ります。
■対象者

地元の有害捕獲隊員と連携およ
び協力できる町会、生産組合

■補助金額　 1 基当たり 2 万円
農林水産課　☎53-8422

　　　　　　　　　　　　　　　

PCB使用照明器具などは
期限内に処理をお願いします
　事業者(廃業者含む)の皆さんの
工場やオフィス、店舗に古い照明
器具(蛍光灯・水銀灯など)や大型
の変圧器(トランス)・コンデン
サーはありませんか。
　これらには有害な化学物質であ
るPCBが含まれ、健康被害が生じ
る恐れがあります。期限内に処分
しないと罰則が科せられますので、
早めの適正処分をお願いします。
■PCB含有の可能性があるもの

①昭和52年 3 月末までに建築・
改修された建物の照明器具

②製造年が平成 2 年以前のコン
デンサー

③製造年が平成 5 年以前の変圧
器(トランス)

■PCB廃棄物などの処分期限
①高濃度PCB廃棄物である大

型変圧器・コンデンサー
　　令和 4 年 3 月31日

②PCB含有照明器具・高濃度
PCB汚染物

　　令和 5 年 3 月31日
③低濃度PCB廃棄物

　　令和 9 年 3 月31日
※使用中のものも、処分期限ま

でに処分する必要があります。
 石川県　PCB 検索

石川県資源循環推進課
　☎076-225-1474
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

法律相談開催
■開催日
　 5 月14日㈭、21日㈭、28日㈭
　 6 月 4 日㈭　
■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　5,500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

　　　　　　　　　　　　　　　

北陸新幹線 5周年・
和倉温泉わくたまくん
限定コラボポロシャツ
　JR西日本商品化許諾済商品です。
みんなでポロシャツを着て、新幹
線 5 周年を祝い、和倉温泉を応援
しましょう。
■価格　2,800円(税込み)
■サイズ　XS ～ 5 L
　　　　　( 3 L～ 5 Lは500円追加)
■色　黒のみ
　　　(イラストはフルカラー )
■申込期限　 5 月31日㈰
■入荷予定　 6 月下旬
■申込方法　ファクス、メール

※メールの場合は、件名にポロ
シャツと表記してください。

和倉温泉観光協会
　☎62-1555　FAX62-2611
　ﾒｰﾙ：info@wakura.jp

5 月は「赤十字運動月間」
　日本赤十字社は、災害救護・救
援活動をはじめとして、救急法の
普及や赤十字奉仕団の活動支援、
ボランティアの育成、医療・献血
事業など、人々が安心できるさま
ざまな活動を行っています。
　こうした活動の根幹となってい
るのが、会員や協力会員の皆さま
の会費です。毎年 5 月は「赤十字
運動月間」として会費の納入をお
願いするとともに、新たな赤十字
会員の加入を呼び掛ける月間と位
置付けています。
　赤十字の活動は、近年、増加傾
向にある災害の救援・救護活動な
ど、突発的で人命に直接関わる事
業が中心です。活動資金となる会
費納入にご理解とご協力をお願い
します。

福祉課(七尾市赤十字奉仕団事
務局)　☎53-3625

　　　　　　　　　　　　　　　

七尾市赤十字奉仕団団員募集中
　あなたの力を奉仕団活動に生か
してみませんか。七尾市赤十字奉
仕団は、災害時に備えて炊き出し
訓練やバザー、募金活動など、さ
まざまな奉仕活動を行っていま
す。
　少しでも興味がある人は、お気
軽にご連絡ください。

日赤公式マスコットキャラクター

福祉課(日本赤十字社石川県支
部七尾市地区事務局)

　☎53-3625

富山県氷見市交流情報
ノルディック・ウオーキング教室
　雄大な景色を眺めながら、楽し
く歩きましょう。次の日程の他に
も教室を開催しますので、詳細は
お問い合わせください。
■日時
　 6 月14日㈰　 9 ：30～
　※受け付けは開始30分前から。
■場所
　漁業文化交流センター～
　阿尾城址方面

※荒天の場合は中止か屋内での
エクササイズに変更します。

■講師
全日本ノルディック・ウオーク
公認指導員、氷見市スポーツ推
進委員

■持ち物
ノルディック・ウオーキング用
ポール、タオルなど
※ポールがない人は貸し出し可
　(先着40人)

■申込方法
申込用紙に記入し窓口に持参ま
たはファクスで提出(電話申し
込みも可)
※申込用紙は氷見市スポーツ振

興課またはふれあいスポーツ
センターにあります。

■参加費
　500円(保険料、飲み物代込み)

氷見市スポーツ推進委員協議会
事務局(氷見市スポーツ振興課内)　
☎0766-74-8446

　FAX0766-74-5520

のと里山空港助成金制度
4月から名称が変わりました
①のと里山空港首都圏研修等助成金

→のと里山空港グループ旅行助
成金

　(会員 5 人以上で利用)
②ハッピーバースデー能登羽田便

利用助成金
→のと里山空港ハッピーバース
デイ旅行助成金

　(会員が誕生月に往復利用)
③ファミリー能登羽田便利用旅行

助成金
→のと里山空港ファミリー旅行
助成金

　(同一世帯 2 人以上で往復利
用。会員期間中 4 回まで申請
可能)

※①～③は併用不可。ただし、市
の助成とは併用可。

■その他
　ウイング・ネットワークの会員

証の会員期間の表示を「入会日」
から「有効期限日」に表示変更
します。会員期間はこれまで通
り入会日から 1 年間です。
※年会費1,000円(保護者が会員

の場合、中学生以下は無料)

のと里山空港利用促進同盟会
　☎0768-26-2366

ちぎり絵教室
　初心者でも簡単ですてきに仕上
がるちぎり絵をやってみませんか。
■日時　 6 月 9 日㈫
　　　　 9 ：30～14：00
■場所
　ふれあいセンター山びこ荘
■定員　20人
■参加費　2,000円

ふれあいセンター山びこ荘
　☎57-0022

　　　　　　　　　　　　　　　

5 月12日は「看護の日」
5月10日～16日は「看護週間」
～看護の心をみんなの心に～
　近代看護を築いたフローレン
ス・ナイチンゲールの誕生日にち
なみ、看護の心や助け合いの心を
育むきっかけとなるよう、 5 月12
日は「看護の日」と定められてい
ます。
　新たな感染症とその世界規模の
流行下で、皆さまとともに知恵を
働かせながら健やかに暮らしてい
けるよう、私たち看護職も、医療
現場の最前線や地域の看護提供の
各所で頑張っていきます。
　看護の心は助け合いの心です。
お互いが深く思いをはせ合えば、
その気持ちは優しく静かに伝わ
り、癒しや勇気につながります。
一緒に歩みましょう。

(公社)石川県看護協会
　☎076-232-3573

羽咋市 お土産に最適
  まいもん一家シリーズまいもん一家シリーズ

道の駅のと千里浜で
は、お土産品として
人気の「紅はるか(サ
ツマイモ)チップス」
を、サイズを変えて
リニューアルしました。紅はるかと紫芋の 2
色チップスも好評です。今後、ジャガイモや
レンコンなどのチップスに加工できる根菜類
を「能登まいもん一家」としてブランド化を
推し進め、自然栽培米や「のとしし」に続く
目玉商品となるよう目指していきます。

道の駅のと千里浜　☎0767-22-3891

志賀町　志賀ふるさとの味
かきもち、あられかきもち、あられ

素朴な自然の味をぜ
ひ ご 賞 味 く だ さ い。
一年を通して、志賀
町の道の駅などで購
入できます。

ころ柿の里しか　☎0767-32-4831
　とぎ海街道　☎0767-42-0975
　白山邦夫さん　☎0767-36-1003

中能登町 第7回 中能登
トレジャートレイルランエントリー募集トレジャートレイルランエントリー募集

毎年全国から多くのラ
ンナーが集まり、自然
豊かな里山を駆け抜け
る中能登トレジャート
レイルランの開催日が
決定。今回もイベント盛りだくさんで、初心
者から本格派の人まで楽しめる大会です。

［開催日］ 11月 1 日㈰
［エントリー期間］ 7 月31日㈮まで
※詳細は大会公式ホームページをご覧くださ
　い。
 中能登トレラン 検索

企画課(鳥屋庁舎)　☎0767-74-2806

宝達志水町
宝浪漫マラソン2020参加者募集宝浪漫マラソン2020参加者募集

［開催日］
　 9 月27日㈰

［コース］
　30㎞、10㎞ほか
[締切日]
　 7 月31日㈮
[申込方法]　ランネット、スポーツエントリー
 宝浪漫マラソン 検索

宝浪漫マラソン実行委員会
　☎0767-28-4749

☎076-222-4680
石川県シルバー人材センター連合会(公社)

☎52-4680七尾市シルバー人材センター(公社)

シルバー会員が多分野で
活躍しています。

就業体験もできます

60歳以上のみなさん

お仕事してみませんか★

入会お待ちしています。

高齢者活躍人材確保育成事業

毎週水曜日相談員います(9:00～12:00)

シルバー人材センターで
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