
詳細は の連絡先にお問い合わせください。

マイナンバーカード
交付専用の休日窓口開設
　マイナンバーカード交付申請を
行った後、受け取りに来庁してい
ない人を対象に、休日窓口を設け
ます。
※事前に電話予約が必要です。
■日時　 5月 9日㈰、23日㈰
　　　　 9：00～12：00
■場所　ミナ.クル 2階 市民課
■必要なもの
　・交付通知書(はがき)
　・本人確認書類
　　※顔写真付きは 1点
　　　顔写真無しは 2点
　・通知カード

市民課　☎53-8417

　　　　　　　　　　　　　　　

令和 3年経済センサス-活動調査
　わが国における事業所や企業の
経済活動を全国および地域別に明
らかにするとともに、各種統計調
査の母集団情報を得ることを目的
として実施します。
■調査期日　 6月 1日㈫
■調査対象　事業所・企業
■調査方法
　調査員が調査票などを配布
■回答方法
　インターネット回答、調査票の
　提出(回収)
総務課　☎53-1111

新型コロナウイルスの感染状況
により、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。参加する際は、マスクの着
用など感染症対策にご協力をお
願いします。

令和 3年度七尾市職員採用
募集(大卒程度ほか)
 令和 4年 4月 1日に採用する職
員を募集します。
■採用予定人数

職　種 採用予定人数
　行政(上級) 3 人程度
　土木
　(上級、中級) 1 人程度

　建築技師
　(上級、中級) 1 人程度

■申込期間
　 5月12日（水）から 6月 2日（水）
　まで
■ 1次試験(学科試験)
　日時　 6月20日(日)　 9 ：00～
　場所　七尾市役所(本庁)
■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秘書人事課(本庁 3階)で交付
　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

※申込方法など、詳細は市ホーム
ページでご確認ください。
秘書人事課　☎53-8465

 市の人口 　 　
令和 3年 3月31日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世　帯　21,951世帯　（△ 13)
人　口　50,788人　　（△226）
　男　　24,143人　　（△112）
　女　　26,645人　　（△114）
年齢別人口
　 0 ～ 20歳　 7,562人
　21 ～ 64歳　23,907人
　65歳～　　 19,319人
転入 　231人　　転出 　384人
出生 　 17人　　死亡 　 90人
婚姻 　 19件

 納税のお知らせ 　 　
軽自動車税(種別割)(全期)
納期限： 5月31日㈪

 愛の献血 　 　
5 月 7 日(金)
石川県立七尾産業技術専門校
13：45 ～ 16：00
※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 5/21～

◆小型移動式クレーン運転技能講習 5/25・5/26・5/30

◆ガス溶接技能講習 5/24・5/25

◆アーク溶接特別教育 5/31・6/1・6/2

◆玉掛け技能講習 6/16・6/17・6/20

◆車両系建設機械運転技能講習 6/21～

◆高所作業車運転技能講習 6/23・6/27

　　　　　　　　
申込書など詳しくは当協会☝のホームページで！

資格取得講習会(七尾会場)案内！

★労災・雇用保険の手続きは事業者の義務です！
　　事業主・ご家族・一人親方様の特別加入も　即手続きします。

(一社)七尾労働基準協会 ☎0767-52-5343

※新型コロナ感染状況により延期となる場合があります。

七尾市本府中町ハ部28-1

（七尾市役所向い ホテルルートイン前）
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

植えてはいけない「ケシ」の花
家の周りに咲いていませんか？
　ケシの仲間は、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、ケシには法律で栽培が
禁止されているものがあります。
植えてはいけないケシを発見した
場合はご連絡ください。
※植えてはいけないケシは、葉が
　茎を巻き込んでいます。
 

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

　　　　　　　　　　　　　　　

マダニにご注意ください！
　重症熱性血小板減少症候群は多
くの場合、ウイルスを保有してい
るマダニにかまれることによって
感染します。マダニは、春から秋
にかけて活動が活発になりますの
で、草むらなどマダニが多く生息
する場所へ入る場合は注意しま
しょう。
■予防ポイント
　①長袖シャツ、長ズボンなどを
着用し、肌の露出を避ける。

　②素足やサンダル履きは避け、
長靴を着用する。

　③屋外から戻った後は、衣服や
体にマダニがついていないか
よく確認する。

　④必要に応じて虫よけ剤などを
使う。

※詳細は市ホームページでご確認
ください。
健康推進課　☎53-3624

国民健康保険
人間ドック受診費用助成
■受付開始日　 5月18日㈫
■受診期間
　 6月 1日㈫～12月31日㈮
■対象
次の①～④全てに該当する人
①昭和27年 4 月 1 日から昭和57
年 3 月31日生まれで、七尾市
国民健康保険加入している人
②国民健康保険税を完納してい
る世帯の人
③令和 2年度にこの助成制度を
利用していない人
④令和 3年度に特定健診を受け
ていない人

■申請方法
　申請書を記入し、保険課に持参
または郵送
※申請書は市ホームページから
入手できます。ご不明な点は
お問い合わせください。

■必要なもの
　・七尾市国民健康保険被保険者証
　・特定健診受診券
保険課　☎53-8420

　　　　　　　　　　　　　　　

キャッシュレス決済を活用した
ポイント還元キャンペーン
　市では、市内店舗における消費
喚起と、非接触のキャッシュレス
決済による感染防止の推進を目的
として、スマートフォンを使った
キャッシュレス決済のポイント還
元事業を実施します。
■期間　 6月 1日㈫～30日㈬
■還元率　最大20％
※詳細は市ホームページや広報な
なお 6月号でご確認ください。

産業振興課　☎53-8565

七尾城登山口駐車場を
ご利用ください
　昨年度整備した七尾城登山口の
駐車場が、 4月 1日から利用可能
となっています。国指定史跡七尾
城跡に訪れる際にご利用くださ
い。
　今年度は、休憩・案内機能を備
えたトイレを駐車場内に整備しま
す。

スポーツ・文化課七尾城跡保存　
　活用推進室　☎53-8437

令和 3年度七尾市高齢者
いきいき入浴補助券を交付します
　入浴施設を利用して、健康づく
りや交流をしませんか。令和 3年
度から入浴補助券の交付を希望す
る人は、申請が必要です。
■対象者
　次の①②のどちらも満たす人。
　①令和 3年 4月 1日時点で市内
に住民票の登録がある。

　②令和 4年 3月31日時点で70歳
以上。
※要支援、要介護の人や施設入
所者などは対象外です。

■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
■申請期間
　 6月 1日㈫～令和 4年 2月28日㈪
■申請方法
新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、郵便またはメールに
よる申請をお願いします。はが
きまたはメールに氏名、住所、
生年月日、電話番号、「入浴補
助券申請」と記載の上、高齢者
支援課宛てに送付してくださ
い。押印は不要です。
※後日、住民票の住所に入浴補
助券を郵送します。
※高齢者支援課窓口でも申請で
きます。

■使用期限
　令和 4年 3月31日㈭
高齢者支援課　☎53-8463
　〒926-0811
　御祓町 1番地パトリア 3階
　メール：kourei@city.nanao.lg.jp

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
まざまな手段を使い、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19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

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(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入手で
きます。

■申込期限　 6月18日㈮ 
■配布時期　11月中旬
都市建築課
　☎53-8469　FAX52-9288
　〒926-8611袖ケ江町イ部25番地

　　　　　　　　　　　　　　　

和倉港桟橋係留者募集
■募集内容

艇　幅 艇　数
2 . 5 m未満 6艇

■年額　 1万円～ 1万3,000円
　※船舶の全長により決定。
■申込期間
　 5月 6日㈭～ 19日㈬必着
■抽選日　 5月21日㈮
※申し込み方法など、詳細は市
ホームページでご確認ください。
土木課　☎53-8456

　　　　　　　　　　　　　　　

令和 3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
　藤橋町　
※変更する場合があります。
※工事予定区域を示した図面は市
ホームページでご確認ください。
上下水道課　☎53-8430
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受けよう！自分のための特定健診・がん検診
　日程や健診内容は、 5月中旬頃に個人宛にお届けする「健康診断のご
案内(青色封筒)」をご確認ください。
■注意点
　新型コロナウイルス感染症対策により、集団検診会場が限られていま
　す。お住まいの地区に関係なく、受診してください。
　日程などは、感染状況によって変更の可能性があるため、受診前に市
　ホームページなどでご確認ください。
■各種健康診断スケジュール(詳細は案内をご確認ください)

健診種類 健診期間
医療機関 集団会場

がん検診
肝炎ウイルス検診
30歳代健診(国保)

6 月 3 日㈭～
12月18日㈯特定健診(国保)

長寿健診
6月 1日㈫～
11月30日㈫

歯科健診 6月 1日㈫～
11月30日㈫

【国民健康保険以外の健康保険組合に加入している人へ】
　社会保険などに加入している被扶養者(家族)の「特定健康診査受診券」
は、加入している健康保険組合から送付されます。案内を確認の上、不
明な点は加入している健康保険組合にお問い合わせください。
【後期高齢者医療制度に加入している人へ】
　要介護 1以上の要介護認定を受けている人で、長寿健診を希望する場
合は、受診券を発行しますのでご連絡ください。
健康推進課　☎53-3623

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



詳細は の連絡先にお問い合わせください。

能登島ガラス美術館
ボランティア募集のお知らせ
　美術館活動をサポートしてくれ
る人を募集しています。当館のボ
ランティアは登録制です。お気軽
にお問い合わせください。
■対象
高校生以上で説明会に参加でき
る人
※説明会は随時開催
■活動内容
①イベント・ワークショップの
補助
②団体鑑賞サポート
③広報物、図書整理
　※どれか 1つの活動でも構いま
　　せん。
■活動時間
　 1回につき 2～ 3時間程度
　※ 1回の活動につき当館招待券
　　を 2枚進呈
■受付期間
　令和 4年 2月28日㈪まで
石川県能登島ガラス美術館
　☎84-1175

　　　　　　　　　　　　　　　

寄付金の報告とお礼
　新型コロナウイルス感染症防止
対策に役立ててほしいと寄付があ
りました。
■寄付金をいただいた方のご芳名
　(敬称略)
・明治安田生命保険相互会社七尾
　営業所　20万円
企画財政課　☎53-1117

山びこ荘講座参加者募集
【春の里山ハイキング】
　新緑の石動山麓を歩きましょう。
■日時
　 5月 9日㈰　 8：30～14：00
■定員　25人
■参加費　1,200円(昼食付き)
【ちぎり絵教室】
　初心者でも簡単で素敵に仕上が
るちぎり絵をやってみませんか。
■日時
　 6月 9日㈬　 9：30～14：00
■定員　20人
■参加費　2,000円(昼食付き)
ふれあいセンター山びこ荘
　☎57-0022

　　　　　　　　　　　　　　　

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20日㈭、 6月24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

5 月は「赤十字運動月間」
赤十字の活動にご理解とご協力を
　日本赤十字社では、災害救護救
援活動をはじめ、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月に「赤十字
運動月間」として会費の納入をお
願いしています。赤十字事業の趣
旨をご理解いただき、ご協力をお
願いします。
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
氷見市海浜植物園が
リニューアルオープンしました！
　氷見市海浜植物園に「木育ルー
ム」ができました。建物内に「ひ
み里山杉」をふんだんに取り入れ
て内装を木質化し、さまざまな木
製玩具を設置しています。ぜひ、
ご利用ください。
■開園時間
　10：00～16：00
　(入園は15：30まで)
■休館日
　火曜日(祝日の場合は翌日)、
　年末年始
■料金
　一般(高校生以上) 　500円
　小中学生・ 4歳以上の幼児

300円
　乳幼児( 4 歳未満) 無料

氷見市海浜植物園
　☎0766-91-0100

七尾の特産品開発を支援します！ 
　七尾の地域資源を活かした特産
品の開発や既存商品を改良し、新
たな販路拡大に取り組む事業者を
支援します。
■対象者
市内に事業所を有する中小企業
および個人事業者
■補助率
　対象経費の 2分の 1以内
■補助金額　上限50万円
■事前相談期限　 5月 6日㈭
■募集期間　 5月 7日㈮～14日㈮
※詳細はお問い合わせください。
産業振興課　☎53-8565

　　　　　　　　　　　　　　　

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 1日㈫～11月30日㈫
　　　　19：00～21：00
　　　　(毎週火曜日、全23回)
■場所　ラピア鹿島
■定員　20人(先着順)
■費用　5,300円
　　　　(テキスト・資料代)
■申込期限　 5月21日㈮
福祉課　☎53-8464

　　　　　　　　　　　　　　　

法律相談開催
■開催日
　 5月13日㈭、20日㈭、27日㈭
　 6月 3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

世界農業遺産「能登の里山里海」
ロゴマークの使用
　「能登の里山里海」の周知啓発
や、維持・保全などを伝えるパン
フレット、ポスター、名刺などに
幅広く使用できます。使用には申
請、承認が必要です。
■使用の範囲
①標識、看板、パネル、ポスター、
パンフレット、チラシ、横断
幕、のぼり旗、ホームページ
などの媒体
②能登で生産され、かつ県内外
に広く流通する農林水産物、
また「世界農業遺産　未来に
つなげる『能登』の一品認定
制度」で認定された商品

■使用の手続き
　使用申請書を提出してください。
※市ホームページからもダウン
ロードできます。

農林水産課　☎53-5010

　　　　　　　　　　　　　　　

未来につなげる「能登」の一品
認定制度を知っていますか
　「能登の里山里海」で育まれ、
世界農業遺産の保全・継承につな
げる商品を認定する制度です。現
在、能登で40商品が認定されてい
ます。
　認定商品を食べて「能登の里山
里海」を未来につなげる活動を応
援をしてみませんか。
 「能登」の一品 検索

農林水産課　☎53-5010

公立能登総合病院職員募集
　令和 4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

臨床検査技師 2人程度
薬剤師 2人程度
作業療法士 1人程度
社会福祉士 1人程度
助産師 2人程度
看護師 10人程度
調理師 2人程度
■申込期間　 5月 6日㈭～26日㈬
■試験日　 6月 5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でご
確認ください。
公立能登総合病院総務課
　☎52-8749

　　　　　　　　　　　　　　　

令和 3年度石川県警察官採用募集
【警察官A・女性警察官A・警察
官A(武道指導)※大卒程度】
■受験資格　
昭和63年 4 月 2 日から平成13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19日㈬～ 6月11日㈮
■第 1次試験
　筆記試験　 7月11日㈰
　体力試験　 7月17日㈯
■第 2次試験　 8月下旬
【警察官B・女性警察官B・警察官
B(武道指導)※高卒程度】
■受験資格
昭和63年 4 月 2 日から平成16年
4 月 1 日生まれで、大学卒業ま
たは卒業見込み以外の人
■申込期間
　 8月 2日㈪～31日㈫
■第 1次試験
　筆記試験　 9月19日㈰
　体力試験　10月 2 日㈯
■第 2次試験　10月下旬
七尾警察署警務課　☎53-0110

企画・デザイン・撮影・編集・DTP・印刷
製本と一貫したラインで、パンフレット・
広報誌・販促チラシなどの商業印刷物など
を取り扱っております。

魅力ある紙面で
見る人を笑顔に。

第一印刷株式会社
Tel.0767-53-3800

■本社／七尾市古府町へ部34-1
■金沢営業所／金沢市諸江町中丁260-1

info@daiichiprint.co.jp
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daiichiprintdaiichiprint

石川をもっと楽しく・面白くする地域情報誌

ゾーンマガジン

能登・七尾から
いろんな元気を発信中！

塩味の革命。
淡麗清湯塩拉麺

今月の特集

今月の特集

忘年会＆新年会シーズン♪

特集  激うまラーメン
あの有名店が能登に！

株式会社 政 浦　 七尾市古府町へ部37番地
Tel. 0767-52-8382

https://zoun.en-jine.com/https://zoun.jp/

第一印刷株式会社　七尾市古府町へ部34-1
Tel. 0767-53-3800

石川をもっと楽しく・面白くする地域情報誌

ゾーンマガジン

能登・七尾からいろんな元気を発信中！

株式会社 政 浦　 七尾市古府町へ部37番地
Tel. 0767-52-8382  http://www.zoun.jp
第一印刷株式会社　七尾市古府町へ部34-1
Tel. 0767-53-3800

crowdfunding 未来をデザイン！ひとりの夢みんながつなぐ。

AREA DESIN

G クラウドファンディング

ZOUNクラウドファンディング

18七尾ごころ19 七尾ごころ 2021.5


