
詳細は の連絡先にお問い合わせください。

郵便局での証明書代理人
請求が可能となりました
　 6月 1日から郵便局での代理人
請求が可能となりました。請求に
は代理人選任届出、または委任状
が必要です。
■実施する郵便局
　田鶴浜、中島、能登島、南大吞、
　佐々波、崎山、七尾満仁
■証明書の種類
　・住民票の写し
　・印鑑登録証明書
　・戸籍証明書(最新のもの)
　・戸籍の附票の写し
　・税関係証明書
※印鑑証明書の場合、印鑑登録カー
ドがあれば委任状は不要です。
市民課　☎53-8417

　　　　　　　　　　　　　　　

マイナンバーカード
受け取り専用の休日窓口を
開設します
　マイナンバーカード交付申請を
行った後、受け取りに来庁されて
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　 6月13日㈰、27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(ハガキ)
　・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

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。

県道城山線が日中通行可能
となりました
　広報ななお 3月号でお知らせし
た県道城山線の通行規制は、工事
作業時間が変更され、日中は通行
可能となりました。11月末まで予
定されている通行規制は次のとお
りです。土・日、祝日、お盆、七
尾城まつりの期間には通行規制は
ありません。
時 間 帯 規制内容

9：00 ～
　　　　17：00

片側交互通行
全車両通行可

17：00 ～
　　　　24：00

大型車両のみ
通行止め

詳細は二次元コ
ードを読み取り、
ご確認ください。

【工事内容・通行規制に関すること】
　受注者：(株)九電工関西支店
　　　　 現場事務所　☎59-1460
　施工者：北陸電気工事(株)
　　　　 現場事務所　☎58-6290
　【史跡七尾城跡に関すること】
　スポーツ・文化課七尾城跡保存
　活用推進室　☎53-8437

市の人口 　 　
令和 3年 4月30日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世　帯　22,020世帯　（　69)
人　口　50,766人　　（△22）
　男　　24,125人　　（△18）
　女　　26,641人　　（△ 4）
年齢別人口
　 0 ～ 20歳　 7,548人
　21 ～ 64歳　23,905人
　65歳～　　 19,313人
転入　204人　　転出　169人
出生　 13人　　死亡　 71人
婚姻　 9件　　その他 1人

 納税のお知らせ 　 　
市・県民税( 1 期)
納期限： 6月30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

NANAONANAO
情報通情報通
お知らせと募集

このコーナーは敬称を省略します

◆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

◆刈払機安全衛生教育 7/8

◆安全衛生推進者 7/14・7/15

◆フルハーネス特別教育 8/19

◆特定化学物質作業主任者技能講習 9/1・2 又は 10/6・7

　　　　　　　　

資格取得講習会(七尾会場)案内！
※新型コロナ感染状況により延期となる場合があります。

★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
申込書など詳しくは当協会☝のホームページで！
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

全国一斉緊急地震速報訓練
のお知らせ
　地震速報や津波警報などの緊急
情報をさまざまな手段でお知らせ
する、情報伝達訓練を実施します。
皆さまには、訓練合図時に自分が
いる場所で、地震の揺れから身を
守る「安全行動」をお願いします。
■日時　 6月17日㈭　10：00～
■情報伝達手段
屋外スピーカー、防災ラジオなど
総務課防災対策室
　☎53-6880

　　　　　　　　　　　　　　　

県民一斉防災訓練
シェイクアウトいしかわ実施
　大地震が発生したときに、地震
の揺れから身を守るため、各自が
どう行動すればよいかを考える訓
練です。
屋外スピーカーで流れる訓練開

始の合図に合わせて「しゃがむ、
隠れる、じっとする」といった安
全行動を約 1分間とってください。
■日時　 7月 7日㈬　11：00
総務課防災対策室　
　☎53-6880
　石川県危機対策課　
　☎076-225-1482

　　　　　　　　　　　　　　　

介護保険負担限度額認定の
更新時期です
　現在お持ちの負担限度額認定証
の有効期限は、 7 月末までです。
8月からも引き続き利用を希望す
る場合は、更新手続きが必要です。
　負担限度額認定証をお持ちの人
には、更新用の申請書を 6月中旬
に送付します。必要事項を記入し、
高齢者支援課（パトリア 3階）へ
ご提出ください。
※令和 3年 8月から負担限度額認
定の要件が変更になりますの
で、詳細は更新手続きに同封す
るお知らせをご覧ください。
高齢者支援課　☎53-8451

市営住宅入居者募集
■募集住宅（変更の可能性あり）
住宅 家賃(所得に応じて決定)
【七尾地区】
古府 13,500円～34,200円
後畠 15,300円～38,600円
万行 17,600円～42,800円
【田鶴浜地区】
馬場 16,100円～46,800円
大津 17,600円～40,100円
【中島地区】
中島 19,600円～48,700円
要貝 23,700円～46,500円
代本 51,400円～54,000円
【能登島地区】
舘山 18,000円～38,000円

■注意事項
　・応募者多数の場合は抽選です。
　・入居時に家賃 3カ月分の敷金
　　が必要です。
■申込期限　 6月18日㈮
都市建築課　☎53-8429

　　　　　　　　　　　　　　　

風しんの抗体検査と予防接種を
自己負担なしで受けられます
　風しんが流行しないように、こ
れまでの予防接種を受ける機会が
一度もなかった男性に対して、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、勧奨ハガキを送
付しています。クーポン券（令和
2年 4月末に送付済）を持参して
受診してください。
■対象
昭和37年 4 月 2 日から昭和54年
4 月 1 日生まれの男性で過去に
風しん抗体検査を受診していな
い人
■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

市・県民税の納税通知書を
6月11日㈮に送付します
　市・県民税は、令和 3 年1月1日
現在居住している市町村で、前年中
の収入に対して課税されます。通知
が届いた人は、納税方法を確認して
納め忘れのないようにしましょう。
①納付書での納付
金融機関、税務課（ミナ.クル
2階）で納めてください。

②口座振替での納付
口座の残高確認をお願いします。
③年金からの引き落とし
年金支給月に年金から引き落と
されます。
※市税の納付は、口座振替が便利
です。市内の指定金融機関やゆ
うちょ銀行、税務課で手続きが
できます。
税務課　☎53-8412

　　　　　　　　　　　　　　　

七尾市保育士等就労奨励金
　七尾市に転入し、市内保育園な
どに就労する保育士などに対し、
就労奨励金を交付します
■金額　10万円(転入時、30歳未
　　　　満の場合は15万円)
■対象
　次の①～⑤の全てを満たす人
①市内私立保育園などに新たに
就労することが決定した人
② 2年以上継続して勤務するこ
とが見込まれる人
③保育士として 1日 6時間以上
かつ 1月当たり20日以上勤務
する人
④転入の日から90日以内に就労、
または就労の日から90日以内
に転入した人。ただし、保育
士資格などを取得するため、
市内に住民登録をしたまま市
外に居住していた人は、その
事実を証明できる人
⑤七尾市保育士等修学資金の貸
付を受けていない人

※詳細は市ホームページをご覧く
　ださい。
子育て支援課　☎53-8419

若者サポートステーションは働き
たい人を全力でサポートします
　「これまで一度も働いたことが
ない」「働くことに自信が持てな
い」などの悩みを抱えている人と
その家族を対象に、相談会を開催
します。相談者に応じて、働くた
めに何から始めればいいかをサ
ポートします。気軽にご連絡くだ
さい。
■日時　 6月16日㈬
　　　　13：00～16：30
■場所　ハローワーク七尾
■対象　15歳～49歳の働くことに

悩みを抱えている人とそ
の家族

若者サポートステーション石川　
　☎076-235-3060

　　　　　　　　　　　　　　　

第 4次七尾市男女共同参画
推進プランを策定しました
　七尾市では「誰もが、社会のあ
らゆる場で、互いに認め協力し合
い、自分の個性を生かし活躍でき
る社会」を目指し、第 4次七尾市
男女共同参画推進プランを策定し
ました。
【 3つの基本目標】
①人権や男女平等の意識を高める
啓発に取り組みます。
②家庭・地域・職場において男女
がともに協力し合い、仕事と家
庭生活との両立ができる環境づ
くりの促進に取り組みます。
③男女がいきいきと活動できるよ
うに健康づくりを推進し、安心
して暮らせる環境の整備に取り
組みます。
※ 6月23日～29日は男女共同参画
推進週間です。家庭や学校、職
場で一人一人ができることから
始めてみませんか。
※詳細は市ホームページをご覧く
ださい。
第4次七尾市男女共同参画推進プラン 検索

総務課人権・男女共同参画室
　☎53-1112

令和 3年度低所得の子育て世帯
に対する子育て世帯生活支援特別
給付金（ひとり親世帯分）
　新型コロナウイルス感染症によ
る影響が長期化する中で、ひとり
親世帯の生活を支援するため新た
に給付金を支給します。この給付
金は全国一律の制度です。
■対象
①ひとり親世帯で、公的年金受
給により児童扶養手当の支給
が全額停止の人
②ひとり親世帯で、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受け
て家計が急変し、児童扶養手
当の対象となる水準まで収入
が減少した人

■申請期限
　令和 4年 2月28日㈪
※手続きには別途書類の提出が必
要です。詳細はお問い合わせく
ださい。
子育て支援課　☎53-8445

　　　　　　　　　　　　　　　

児童手当現況届の提出は
6月末までに！
現況届は児童手当の支給要件を

確認するためのものです。該当者
には現況届を送付しましたので、
必ず提出してください。未提出の
場合は、 6月以降の児童手当は支
給されませんのでご注意ください。
■現況届の添付書類
　【児童と別居している人】
　・別居監護申立書
　【各種共済組合員(私立学校教職
　員共済を除く)の人のみ】
　・健康保険証の写し
※その他必要な添付書類の詳細
は、現況届に同封したお知ら
せでご確認ください。

■児童手当の振込日
　年 3回、指定の口座に支払いま
　す。(支払通知は送付しません)
　・ 2～ 5月分　 6月10日㈭
　・ 6～ 9月分　10月 8 日㈮
　・10～ 1 月分　 2月10日㈭
子育て支援課　☎53-8445

不要品活用銀行
■ゆずります
システムベッド(パイプ製)、学
習机(イス付)、学習机(中・高
校生用)、英会話教室用リュッ
ク(赤)、子ども用スイミングク
ラブセット(リュック、水泳パ
ンツ、水泳帽)サイズ130男の子
用、ベビーベッド、ポータブル
トイレ
■ゆずってください
七尾東部中学校セカンドバッグ
(赤)、アコースティックギター、
自転車(大人用)
※市内居住者が対象です。
※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

　　　　　　　　　　　　　　　

石川県・富山県民陽子線
がん治療通院費助成
　福井県立病院陽子線がん治療セ
ンターへの通院費を助成します。
■対象者
当センターで陽子線治療を受け
た人で、その人が陽子線治療を
受けることの同意書を提出した
時点において、石川県(加賀市
を除く)または富山県に住所を
有している人
■対象経費　通院費
■助成額
通院 1回当たり3,000円
(陽子線治療通院回数×3,000円
＝助成額として算出）
■申請方法
　助成金交付申請書の提出
福井県立病院陽子線がん治療セ
　ンター (坂野)
　☎0776-57-2981
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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
　 6月10日㈭、17日㈭、24日㈭
　 7月 1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

　　　　　　　　　　　　　　　

音楽歴史紀行
第 8回ロマン派の作曲家たち
■開催日  6 月20日㈰
■場所
　石川県七尾美術館アートホール
■定員　50人(各部)
■演奏者　高田　匡隆(ピアノ)
■内容
【第 1部】13：30～14：15
　名曲いっぱいコンサート－ロマ
　ン派－
　曲目：愛の夢 ほか
　入場料：1,000円(親子1,500円)
【第 2部】14：30～16：30
　演奏法、指導法セミナー
　受講料：3,000円
※来場の際は、マスクの着用や手 
　指消毒にご協力ください。
能登ピアノレスナー会(中田)
　☎090-8263-0913

わくわく英会話
　外国人訪問者とのコミュニケー
ションのツールとして楽しみなが
ら学ぶ、初心者のための英会話教
室です。
■開催日　 6月15日㈫、29日㈫

　 7月13日㈫、27日㈫
　 9月14日㈫、28日㈫
　10月12日㈫、26日㈫
　11月16日㈫、30日㈫
　12月 7 日㈫、21日㈫
　 1月11日㈫、25日㈫
　 2月 8日㈫、22日㈫
　 3月 8日㈫、22日㈫

※状況によって変更する場合が
あります。申込時にご確認く
ださい。

■時間  10：00～11：30
■場所　フォーラム七尾
■定員　15人(先着順)
■費用　一回500円
七尾市国際交流協会
　☎53-8633

　　　　　　　　　　　　　　　

夏の園芸教室
　管理が簡単な多肉植物の壁掛け
を作りましょう。
■日時　 7月 4日㈰　
　　　　 9：30～13：00
■定員　20人
■参加費　2,500円(昼食付)
ふれあいセンター山びこ荘
　☎57-0022

富山県氷見市交流情報
ノルディック・ウオーキング教室
　 2本のポール(ストック)を使っ
て歩く運動です。氷見市内の雄大
な景色を眺めながら、楽しく歩き
ましょう！
■日時とコース
日時 集合場所～方面など

8月 1日㈰
7：00～

島尾海浜公園～雨晴
海岸方面

9月19日㈰
10：00～

森寺公民館～礒部神
社方面

10月31日㈰
9：30～
（注）

ふれあいの森大芝生
広場～市街地方面

令和 4年
1月23日㈰
10：00～

B&G海洋センター
(屋内でエクササイ
ズ)

(注)キトキトウオーキング 6ｋｍ
コースとして実施予定で、別
途申し込みが必要です。

※受付は開始30分前から。
※荒天の場合は中止または屋内で
　エクササイズを行います。
■料金　各500円
　　　　(保険料・飲料代込み)
■持ち物
　ノルディック・ウオーキング用
　ポール、タオルなど
　※ポールが無い人には貸出可

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

　　　　　　　　　　　　　　　

寄付金の報告とお礼
　地域振興や社会福祉の向上に役
立てて欲しいと寄付がありまし
た。ありがとうございます。
■寄付金をいただいた方のご芳名
　(敬称略)
・藏野　高　　　200万円
・黒土　政德　　 20万円

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
10：00～11：30

羽咋地域セン
ター

毎月第 3金曜日
10：00～11：30

志賀町保健福
祉センター

能登中部保健福祉センター
　☎53-6894

自死遺族交流会(J交流会)
自死遺族の人が寄り添い、お互

いに共感することで、心が安らぐ
時を過ごせる場を提供しています。
■日時　 7月 3日㈯
　　　　14：00～16：00
■場所　金沢市内(会場は連絡時

にお知らせします)
石川県こころの健康センター
　相談課　☎076-238-5750

　　　　　　　　　　　　　　　

令和 3年度調理師試験
合格対策講座(講習会)
■日時　 8月 2日㈪、10日㈫ 
　　　　 2日間　 9：00～16：45
■場所 羽咋勤労者総合福祉センター
■対象　調理師試験願書提出者
■費用 33,500円(テキスト代含む）
■申込期限　 6月30日㈬まで
(公社)石川県調理師会
　羽咋ブロック(本西)
　☎090-2122-2740

国家公務員税務職員募集
■応募資格
①令和 3年 4月 1日時点で、高　
校または中等教育学校を卒業
した日の翌日から起算して 3
年を経過していない人
②令和 4年 3月までに高校また
は中等教育学校を卒業する見
込みの人

■インターネット申込期間
　 6月21日㈪ 9：00～30日㈬
■試験日
　 1次試験　 9月 5日㈰
　 2次試験　10月13日㈬～22日㈮
※申し込みは、人事院ホームペー
ジ内「国家公務員試験採用情報
NAVI」から行ってください。
人事院中部事務局
　☎052-961-6838

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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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

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、治療中の人も対象です。市内医療機関では特定健診のみ、11月30日
まで受診できます。ただし、新型コロナワクチン接種の実施による混雑などを避けるため、受付開始日が医療
機関ごとで異なります。受診される際は医療機関にご確認ください。
　会場ではがん検診も実施していますが、密集を避けるため予約が必要です。検診希望日の 2週間前までに、
がん検診申し込みはがきをポストへ投函してお申し込みください。（がん検診票と予約票は、検診日の 3 ～ 4
日前ごろに届きます。）　　　　　　　　　　　　　　 ※特定健診の受け付けは10：30に終了します。
検診日 会　　　場 受付時間 特定健診 胃 大腸 肺 前立腺 乳 子宮

6
月

6日㈰ 中島健康福祉センターすこやか 8：30～10：00 ● ● ● ● ● - -
9日㈬ 矢田郷地区コミュニティセンター 8：30～10：00 ● ● ● ● ● - -

15日㈫ 田鶴浜地区コミュニティセンター 8：30～10：00 ● ● ● ● ● - -
13：00～14：00 - - ● - - ● ●

16日㈬ 矢田郷地区コミュニティセンター 8：30～10：00 ● ● ● ● ● - -
13：00～14：00 ● - ● - ● ● ●

23日㈬ 矢田郷地区コミュニティセンター 8：30～10：00 ● ● ● ● ● - -

25日㈮ 中島文化センター (能登演劇堂) 8：30～10：00 ● ● ● ● ● - -
13：00～14：00 ● - ● - ● ● ●

26日㈯ 勤労者総合福祉センター (ワークパル七尾) 8：30～10：00 ● ● ● ● ● - -

7
月

1日㈭ 矢田郷地区コミュニティセンター
（託児あり※）

8：30～10：00 ● ● ● ● ● - -
13：00～14：00 ● - ● - ● ● ●

9日㈮ 能登島地区コミュニティセンター 8：30～10：00 ● ● ● ● ● - -
※矢田郷地区コミュニティセンターは旧七尾サンライフプラザ、田鶴浜地区コミュニティセンターは旧サン
　ビーム日和ヶ丘です。
※託児サービス(無料)を希望される人は、検診 3日前までに申し込みが必要です。
健康推進課　☎53-3623
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広報ななお「七尾ごころ」
広告募集

■発行部数　毎月22,100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


