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輝かしい歴史を活かすために
～史跡七尾城跡整備基本計画書ができました～
7・8月はイノシシ被害防止強化月間です！
新型コロナウイルス関連のお知らせ

輝かしい歴史を活かすために

世紀前

年度までの

ヘクター
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史跡七尾城跡の整備が目指す姿

地区におい

て整備方針を決めました。史跡指定地内（ A 地

区分し、さらに細分したA〜Dの計

この対象範囲を史跡指定地内外、城郭と城下に

口駐車場とそれらを結ぶ大手道（旧道）です。

ル）と城下の七尾城史資料館・懐古館、七尾城登山

― 七 尾 城 跡のスケールと 眺 望 を 体 感でき 、
市 民が誇りを もてる史 跡 ―

「七尾」の由来となった戦国時代の城郭

市では貴重な歴史文化遺産であり、観光資源で

七尾城跡を守る、整備基本計画を策定

史跡七尾城跡整備基本計画書ができました！
国史跡七尾城跡
七尾城跡は、能登国の守護・畠山氏が

もある七尾城跡を次世代に保存・継承し、市民が
誇りと愛着を持てる史跡として活用するため、そ

半に築いた城館跡で、全国屈指の規模を誇る国指
定の史跡です。七尾の地名の由来となった七つの

の基本方針を示した「史
年度に策定。

跡七尾城跡保存活用計

尾根筋を中心に、多数の曲輪が山上から山麓まで
連なる戦国時代を代表する中世城郭です。

画」を平成

その活用計画に基づき、

昨今の山城ブームで七尾城跡へ訪れる人は
年々増加しています。コロナ禍の昨年は、屋外

年度から

主郭部（史跡内

です。対象範囲は、七尾城

内容を具体的に示したもの

年間のスケジュールと整備

10

期的な展望を示し、令和3

この整備基本計画は長

計画を策定しました。

ら、今年3月に整備基本

委員会で協議を重ねなが

容やスケジュールを策定

導の下、具体的な整備内

し、文化庁や石川県の指

喫緊の課題や問題を整理

尾城跡を訪れていました。

で3密を避けるためか、平日でも多くの人が七

29
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区）の本丸・二の丸周辺と大手道を優先的に整

七尾城登山口駐車場の整備

市民の皆さまへ

発掘調査や整備完了時には市民向けに説明会を

業、一般社団法人ななお・なかのとDMOと連携

設。周辺の観光施設や七尾城に関する解説板を備

今年３月に完成した駐車場の一画にトイレを建

ヘクタールもの広 大 な 範 囲 を 対

備する計画です。
整 備 計 画は
利便性の向上

し、七尾城跡を守りながら、さらに魅力を磨き上

開 催 しま す 。地 域住 民 やボ ラ ン テ ィアガ イ ド 、 企

安 心 安 全に見 学できるように、 本 丸 周 辺や大 手

げ、市民が誇りを持てる七尾城跡に整備していき

えた休憩スペースも設けます。
（令和2年〜3年）

長期的な展望を持って実施する計画と優先的

道 沿いを 中 心 とした見 学 路の整 備や解 説 板の設 置 、

ます。

象とするため、多くの課題を抱えていますが、
に 実 施 し て いく計画の二つに定めました。

ベンチの更新などを行います。（令和4年〜6年）

保存目的の整備
城内に広がる植生調査や石垣の調査をしながら、
きゅうしゃくいし

九尺石や本丸北側斜面の石垣など手当てが必要な
箇所の復旧を行います。
発掘調査
●城郭の構造や性格を明らかにするために調度丸

伐採・剪定等覆土

の発掘調査を行います。（令和2年〜3年）
●城郭と城下を結ぶ大手道の実態を明らかにして、
年）

国史跡の追加指定を目指します。（令和元年、令
和8年〜
● 本丸西側虎口の発掘調査で上屋構造が明らかに
なれば、建物の復元を検討します。
（令和6年）

活用目的の整備
眺望の確保
令和元年度から実施している、本丸・二の丸か
らの眺望や見通しを良くするための樹木の伐採・
枝落としを実施します。（令和元年〜5年）
大手道の整備（能越自動車道高架下）
発掘調査で検出された石敷きの道路をAR（拡
張現実）で再現。また、当時の大手道を復元整備

本丸周辺の整備計画図（A-1～3地区）

30

します。（令和4年〜6年）
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調度丸の発掘調査 （令和２年９月

調度丸に建物？

べい

日〜

月８日実施）

せき

本 丸 の 北 西 下 に あ る 調 度 丸 に３ カ 所 の 調
ど

査区を設定し、発掘調査を行いました。石
るい

塁（土塀の基礎）の構造が一部判明し、出入
口があったことや積み直しがあったこと、
石 塁 の ７ｍ 東 側 に あ る 大 き な 石 は 同 時 期 に
せき

存在していたことが分かりました。また、
そ

礎石（柱の基礎）が発見されたことから、建
物の存在が想定できました。
調査区から炭や焼土を多く含む層が確認さ
れ、城内で火事があったこと、その後に造成・
整地して石塁を構築していることから、調度
丸の中で少なくても2つの時期があったこと
が判明しました。
今年度は、出土品の整理作業を進めながら、

りすると畠山義総や上杉謙信など

を用意しました。ARチェックポイントで読み取

トフォンを利用するARスタンプラリー版の両方

した。台紙に直接書き込むアナログ版と、スマー

全て巡ると記念品が貰えるという仕組みを考えま

城にまつわるチェックポイントを7カ所設置し、

中で新しい試みとして、クイズラリー形式で七尾

ペースで楽しんでもらう計画を立てました。その

て一カ月間の期間を設けて七尾城を自分たちの

してしまうと参加者が集中するため、代替案とし

影響で中止となりました。秋の陣では、日を限定

を実施する予定でしたが、新型コロナウイルスの

昨年の4月に春の陣として七尾城トレッキング

コロナ禍でのクイズラリー

七尾城の歴史を誇り、
まちづくりにもっと活かそう！
輝かしい歴史的・文化的な資源が埋もれている
七尾城跡。市民一人一人がその価値に気付き、誇
りを持って発信すれば、もっと多くの人を呼び込
むことにつながります。

七尾城トレッキング
矢田郷地区まちづくり協議会に属する「能登の
國七尾城プロジェクト実行委員会」では、七尾城
の歴史を学び、体感できるイベント「七尾城ト

きょうおう

人を超える応募で、七尾城の解説

レッキング」を令和元年度から実施。第一回目は
全国から定員

を聞きながら大手道などを登り、室町時代の饗応

料理を復元した「七尾城歴弁」を本丸からの絶景
を眺めながら味わいました。

のキャラクターが画面に浮かび上

がり、一緒に写真撮影ができます。

会員制交流サイト（SNS）には多

上：クイズラリーのチラシ
右：記念品の缶バッジ

くの写真が投稿されていました。

七尾城歴弁

12

石塁の時期や建物の広がり、調度丸の構造・

石塁と同時期に存在した大きな石

100

23

内容の把握に努めていく予定です。

調度丸の石塁（手前）

4
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H istory（生きた

を参考に、ホテル海望の孫八
清史料理長が可能な限り忠実
に食材などを選定し、再現し

月

日に七尾城本丸跡にて、陣幕・

七尾城バーチャルツアー

令和2年

能登畠山文化の一端を伝え

の再現映像を撮影しました。国内観光客はもとよ

尾城を登り、本丸跡で士気を高めるシーンなど

のぼり旗を配置して畠山軍にふんした市民が七

る宴の雰囲気を国登録有形文

した。

な資料映像を制作しま

感していただけるよう

ヒストリーの醍醐味を体

み

り、訪日外国人客に向けて、歴史の舞台に身を置

すし

ご

化財「懐古館」で再現し、訪

からすみ

だい

けるという、リヴイング

ました。

26

日外国人客などの誘客に繋げ

二の膳
鯉焼

蛸

潮煮
（うしおに）

る資料映像を制作しました。

酒浸
（さかびて） 焼物
（鯛）

御本膳

11

世界に魅力を発信
ヴ

（一社 ）ななお ・なかのと ＤＭ Ｏ× 能 登の國七 尾 城
プロジェクト 実 行 委 員 会
リ

文化庁のL iving
歴史体感プログラム）促進事業を活用し、一般社
団法人ななお・なかのとＤＭＯと、能登の國七尾
城プロジェクト実行委員会が連携して、能登畠山
文化の食の再現や、畠山軍の陣を再現した映像の
制作を行いました。
きょうおう

能登畠山饗応御膳の再現
永禄４ 年（１５ ６ １ 年）、当時七尾城主だった

御めし

ひら栗

映像はこちら→

ちょう つぐ つら

塩引

御菓子

山の芋

かし柿
（菓子柿） から花 くるみ

麩のにくし

能登畠山軍にふんした市民の皆さん

畠山義綱（能登守護畠山氏第９代）が七尾城下に

映像はこちら→

御汁こまこきり
手塩
にし
（赤西貝）

ある重臣の長続連の自邸に招かれて盛大な饗応を

ごぼう

三の膳

いもこみ
（芋籠）

海月
（くらげ） ほや冷や汁

かまぼこ
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さしみ
から嶋のり
昆布

海鼠腸
（このわた）
貝鮑
（かいあわび）

受けました。その朝食の献立を「長家文書 雑記」

ホテル海望の孫八清史料理長が調理、
盛り付けする様子

7・8月はイノシシ被害防止強化
月間です！
石川県のイノシシによる農作物被害の9割が水稲です。水稲被害は収穫直

前の時期に多発するため、穂が実り始める7・8月の収穫前に対策を取ること
が大切です。
「防護柵の点検」
「周辺環境の管理」
「捕獲の強化」に取り組
み、農作物への被害を防ぎましょう！

補助制度の紹介

市では、有害鳥獣による農作物や人畜の被害を防止するため、補助金などの制度を設けています。

有害鳥獣処理施設搬入報奨金

有害鳥獣埋設事業補助金

搬入1回当たり3千円

埋設1回当たり3千円

捕獲した有害鳥獣を七尾市能登島有害鳥獣処理
施設に搬入した場合に、市捕獲隊員に協力した地
元町会や生産組合などに交付します。ただし、1日1
回の搬入に限ります。

捕獲した有害鳥獣をやむを得ず埋設処理した場
合に、市捕獲隊員に協力した地元町会や生産組
合などに補助します。ただし、対象地区や豚熱に
よる埋設に限ります。

狩猟免許取得支援補助金

有害鳥獣捕獲奨励金

狩猟免許1万円、第1種銃猟免許3万円

成獣1万円、幼獣3千円

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。

有害鳥獣を捕獲した人に交付します。ただし、市捕
獲隊員に限ります。

有害鳥獣捕獲檻購入事業補助金

1基2万円

新規に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補助します。ただし、
5万円以上（税別）のものとし、
１団体につき当該年度１基のみの購入に限ります。

七尾市能登島有害鳥獣処理施設をご利用ください
市内では、イノシシによる被害が増加し捕獲数が急増したことで、これまでの埋

設処分だけでは対応が困難になっています。住民にとって、埋設場所の確保や埋

設にかかる労力の負担が大きいこともあり、市では新たな処分方法として、住民の
負担軽減や効率的・衛生的に適正な処理ができる「七尾市能登島有害鳥獣処理

施設」を、昨年度、能登島向田町地内に整備しました。無色透明な排煙で安全性
が高く、環境に配慮した施設となっています。
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利用の概要
稼 働 日

週3日（月・水・金）
※捕獲数に応じて稼働日に変更があります。

時

8：30～17：15

間

休 業 日

土・日、祝日、年末年始など

対

イノシシやハクビシンなどの市内で捕獲された有害鳥獣
※豚熱などに感染したイノシシは焼却不可

象

搬入方法

市が配布するビニール袋に梱包
※ビニール袋は当施設や農林水産課で配布しています。

使 用 料

無料

報 奨 金

3千円（1日1回の搬入に限る）

施設の外観

施設の概要
構

造

建築面積

鉄骨造平屋建
89.36㎡
主燃焼炉一括処理ガス化燃焼式

焼 却 炉

・能力／1時間当たり最大100kg
（1日当たり500kg）
・燃料／A重油（1,800ℓ）

冷 蔵 庫

・面積／17.28㎡（約40頭分）
・温度／0～5℃

冷 凍 庫

・面積／16.32㎡（約40頭分）
・温度／－20～ －30℃

焼却炉

メリット
①住民負担の軽減

埋設場所の確保や掘削、埋め戻しなど、住民
負担の軽減につながる。

②効率的な処理

搬入されたイノシシなどを冷蔵や冷凍で
一時的に保管し、一定量による焼却が可能。

③捕獲意識の向上

住民負担が軽減されるため、捕獲意識の
向上につながる。
冷蔵庫と冷凍庫

施設の利用に関する問い合わせ
七尾市能登島有害鳥獣処理施設
七尾市能登島向田町日明谷8番地4
☎84-1733
委託業者 ㈱環境日本海サービス公社

農林水産課
7
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☎53-8422

能登島大橋
能登島支所前交差点

二穴町

向田漁港
能登島地区
コミュニティセンター

七尾市能登島有害
鳥獣処理施設
野崎町

新型コロナウイルス関連のお知らせ
市民の皆さまにはあらためて「感染しない、感染させない、持ち込まな
い」といった強い意志を持って、感染予防の徹底をお願いします。
●感染者数の多い地域への往来の自粛
●不要不急の外出の自粛

●大人数での会食など、感染リスクの高い行動の自粛
●マスクの着用、手指消毒、
こまめな手洗い、部屋の換気

新型コロナワクチン接種情報

65歳以上で、新型コロナワクチン接種の
予約が取れていない皆さんへ

集団会場や医療機関での接種予約が取り
にくい状況になるなど、大変ご迷惑をお掛
けしています。

16歳～64歳の皆さんへ
■65歳以上の人の接種状況を見ながら、
クーポン券（接種券）を発送する予定です。

集団会 場の予 約枠を増やしていますの
で、ご理解をお願いします。
※ワクチンは、希望される全員が接種できる十分
な量が供給されますので、ご安心ください。

基礎疾患のある人や60～64歳の人を
優先して順次、接種を行う予定です。ワク
チン接種の予約には、クーポン券（接種
券）が必要です。準備が整い次第、発送
しますので、しばらくお待ちください。
予約や接種開始時期は、市ホームページ
などでお知らせします。

問い合わせ先
接種に
関すること

七尾市・中能登町 新型コロナウイルス専用コールセンター

副反応に
関すること

石川県発熱患者等受診・コロナワクチン副反応相談センター

☎0120-540-303

☎0120-540-004

受付時間

受付時間

10：00～18：00（土・日、祝日含む）
9：00～21：00（土・日、祝日含む）

◆七尾市新型コロナウイルス感染症予防対策情報◆

●市ホームページ ●インフォメールななお ●ケーブルテレビななお ●市公式Facebook（フェイスブック）、
市公式Twitter（ツイッター）でもお知らせしています。

インフォメールななおの登録方法｠

mail@nanao-safety.netのメールを受信可能に設定し、
次のアドレスに空メールを送信。

二次元
コードから
空メールを
送信

nanao@entry.mail-dpt.jp

健康推進課

☎53-3623

※掲載内容は、5月25日現在の情報です。詳細が決まり次第、随時市ホームページ
などでお知らせします。
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がんばろう七尾！地元を元気に！

ポイント還元キャンペーン

県内初

長引く新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している
地域の消費喚起と、新しい生活様式の普及促進を図るため、スマート

最大20％
還元

PayPay
こちらのバーコードを
読み込んでください

フォン決済アプリ「PayPay（ペイペイ）」と連携したポイント還元キャ
ンペーンを6月1日（火）から実施しています。ぜひご利用ください。

0
10,

00

ay
ay P

P

キャンペーン期間
令和3年6月1日㈫～令和3年6月30日㈬
内

容

対象者

キャンペーン期 間 中 、対 象 店 舗での支 払いを
PayPayで行うと、支払額の20%相当のポイント
（PayPayボーナス）
が付与されます。
付与されたポ

対象店舗でPayPayを
利用し決済を行う人
（市内在住問わず）

イントは、
全国どこでも期限なしで利用できます。
※キャンペーン内容は予告なく変更する場合があります。

還 元 ポ イント

2,000 円相当／回
上限 10,000 円相当／期間

上限

対象店舗
市内中小規模事業者
（中小企業基本法第2条第1項
に該当する中小企業者）

※ポイントは支払い日の翌日から30日後に付与されます。

※対象店舗はPayPayアプリまたは市ホームページで
確認できます。

ポ イント 還 元 予 算 額

※大手家電量販店やドラッグストア、コンビニエンススト
アなどの店舗は対象外

1億 円

※保険適用医療機関での支払いや公共料金の支払い、
たばこの購入、商品券などの換金性の高いものの購
入などはポイント還元の対象外

PayPayとは…
スマートフォンアプリを使って、店舗などへの代金支払いができるサービスです。スマートフォンでPayPay
アプリをダウンロードし、
「アカウント登録」と「現金チャージ（入金）」が完了すると利用できます。
詳細は、 七尾市

産業振興課
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キャッシュレス決済プレミアムポイント事業

☎53-8565

検索

令和３年５月スタート
令和３年５月スタート

のご案内
産後ヘルパー派遣事業
産後ヘルパー派遣事業の
ご案内
出産後の体調不良などにより家事や育児が困難で、
出産後の体調不良などにより家事や育児が困難で、
日中、
日中、
家族など
家族など
から支援を受けることが難しい家庭に、
から支援を受けることが難しい家庭に、
市が委託した事業者からヘル
市が委託した事業者からヘル
パーを派遣します。
パーを派遣します。

対象者
対象者

産後１年以内で市内に住民登録があり、
産後１年以内で市内に住民登録があり、
次のいずれか
次のいずれか
に該当する人
に該当する人
①産後の体調不良や心身の病気のため家事や育児が困難
①産後の体調不良や心身の病気のため家事や育児が困難
で、
で、
日中、
日中、
家族から支援を受けられない人
家族から支援を受けられない人
②産婦健康診査の結果、
②産婦健康診査の結果、
心身のケアが必要と認められる人
心身のケアが必要と認められる人 など
など
家事支援
家事支援

食事の準備・
食事の準備・
片付け、
片付け、
衣類の洗濯・補修、
衣類の洗濯・補修、
居室の掃除・整理整頓、
居室の掃除・整理整頓、
生活必需品の買い物
生活必需品の買い物
（市内の店）
（市内の店）
、その他必要な家事
、その他必要な家事

育児支援
育児支援

授乳
授乳
のの
準備・介助、
準備・介助、
沐浴
沐浴
のの
補助、
補助、
おむ
おむ
つ交換、
つ交換、
その
その
他必要な
他必要な
育児援助
育児援助

支援内容
支援内容

もく もく
よく よく

利用期間
利用期間

出産日から
出産日から
１年間
１年間

利用回数
利用回数

２０回まで
２０回まで
（多胎児の場合は、
（多胎児の場合は、
４０回まで）
４０回まで）

利用時間
利用時間
・場所
・場所

利用料金
利用料金

９：
９００～
：００～
１７
１：
７００まで
：００まで
（月曜日、
（月曜日、
年末年始を除く）
年末年始を除く）
１日１回、
１日１回、
１回につき２時間以内
１回につき２時間以内
利用者の自宅
利用者の自宅
（市内）
（市内）
※留守宅、
※留守宅、
保護者不在で赤ちゃんのみの自宅に産後ヘルパーの派遣はできません。
保護者不在で赤ちゃんのみの自宅に産後ヘルパーの派遣はできません。
※産後ヘルパーの派遣日はご希望に添えない場合があります。
※産後ヘルパーの派遣日はご希望に添えない場合があります。

１時間以内
１時間以内

１時間を超え２時間以内
１時間を超え２時間以内

60
6000円円

, 20
, 20
11
00円円

※生活保護世帯は無料となります。
※生活保護世帯は無料となります。
※キャンセル・変更などは、
※キャンセル・変更などは、
利用日の前日の午後５時までに事業者に連絡してください。
利用日の前日の午後５時までに事業者に連絡してください。
連絡がない場合は、
連絡がない場合は、
利用料金の負担をお願いします。
利用料金の負担をお願いします。

利用の手続き
利用の手続き
（1）
（1）
利用したい日の７日前までに、
利用したい日の７日前までに、
健康推進課
健康推進課
「子育て世代包括支援センター」
「子育て世代包括支援センター」
まで電話または窓口
まで電話または窓口
でご相談ください。
でご相談ください。
（家族が代わって相談することもできます。
（家族が代わって相談することもできます。
））
保健師が家庭訪問し、
保健師が家庭訪問し、
お母さんの抱える不安や生活状況を聞き取りします。
お母さんの抱える不安や生活状況を聞き取りします。
利用が必要と判断し
利用が必要と判断し
（2）
（2）
た場合、
た場合、
申請手続きを行い、
申請手続きを行い、
利用決定後に利用開始となります。
利用決定後に利用開始となります。
利用料金は１カ月ごとに請求します。
利用料金は１カ月ごとに請求します。
翌月、
翌月、
市から納入通知書を送付しますので、
市から納入通知書を送付しますので、
期日までにお支
期日までにお支
（3）
（3）
払いください。
払いください。

健康推進課
健康推進課
「子育て世代包括支援センター」
「子育て世代包括支援センター」☎53-3624
☎53-3624
七尾ごころ
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春の叙勲・褒章受章者

長年にわたりそれぞれの分野で尽力された方々が、栄誉に輝かれました。

現

赤浦町

石川県七尾鹿島広域圏事務組合消防司令

七尾ごころ 2021.6

七尾市第２消防団団長

危険業務従事者叙勲

危険業務従事者叙勲

11

宮 本
元

瑞宝単光章

元

七尾市議会議員

中島町浜田

瑞宝双光章

中島町浜田

石川県警視

宮野 与紀則さん［72歳］

勉さん［63歳］

危険業務従事者叙勲

瑞宝双光章

元

知幸さん［72歳］

杉 木

春の褒章

佐味町

七尾市第１消防団団長

筆安

藍 綬 褒 章

元

政行さん［72歳］

春の叙勲

瑞宝双光章

大湯

昭さん［72歳］能登島半浦町

石川県警視

七尾市能登島有害鳥獣処理施設 竣工式

外国人介護福祉士入職

●4月1日（木）能登島向田町

●4月1日（木）介護老人福祉施設 千寿苑

市内で捕獲された有害鳥獣を処理する、七尾市能
登島有害鳥獣処理施設の竣工式が行われた。対象の
有害鳥獣はイノシシやハクビシンなどで、1日当た
り約500㎏の焼却が可能。発生する燃焼ガスやダイ
オキシンなどを完全に燃焼し、煙突からの排気は無
色透明で安全性の高い焼却炉となっている。
茶谷市長は「地域の皆さまの負担減や捕獲意欲の
向上、捕獲頭数の増加、衛生かつ適正な処理につな
がることを期待します」とあいさつした。同施設は
4月1日から受け入れを開始する。

国際医療福祉専門学校七尾校の外国人留学生で初
めて卒業したモンゴル出身のダシドンドグ・エンフ
バタさんが、千寿苑に介護福祉士として入職した。
人の役に立つ仕事がしたいと介護福祉士を目指
し、授業の合間も図書室で勉強する努力家のエンフ
バタさん。入職式では、圓山寛人理事長から辞令を
受け取り、同校の恩師である花田真維子さんもその
様子を見守った。エンフバタさんは「お世話になっ
た学校の先生のような優しい介護福祉士になりた
い」と意気込んだ。

人権擁護委員感謝状贈呈と委嘱状交付

七尾市交通安全推進隊委嘱状交付式

●4月6日（火）金沢地方法務局七尾支局

●4月5日（月）七尾市役所

市では人権相談や啓発、救済活動などに15人の
人権擁護委員が従事している。金沢地方法務局野口
友洋七尾支局長から、2期6年で退任する谷口忠さ
んに感謝状が、新任の中橋傳治さんに委嘱状が手渡
された。
退任する谷口さんは「いろいろな人権問題が身近
にもあり、気を遣かいました」と振り返った。新た
に委員となる中橋さんは「教育現場での経験を活か
して、人権問題に取り組んでいきたい」と抱負を語っ
た。

市内で交通道徳の啓もうや歩行者の安全を守る七
尾市交通安全推進隊61人の委嘱状交付式が行われ
た。田尻猛隊長など10人の隊員が出席し、茶谷市
長から委嘱状が手渡された。
茶谷市長は「市民が安全安心でイベントなどに参
加できるのは推進隊の皆さんのおかげ。引き続き市
民のために活躍されることを期待しています」と感
謝した。田尻猛隊長は「地域の交通安全リーダーと
して、市民に対する奉仕の精神を忘れずに職務を全
うします」と引き締まった表情で決意表明した。

～市民の負担軽減に～

～市民の人権擁護や人権啓発活動に尽力～

～介護現場に新たな人材～

～市民の安全安心のために～

七尾ごころ
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交通事故ゼロキャンペーン

石川県初女子サッカー「リリーウルフＦ石川」発足

●4月9日（金）七尾市役所前

●4月9日（金）七尾市役所

4月6日から15日の春の全国交通安全運動に合わ
せて、交通安全を呼び掛ける交通事故ゼロキャン
ペーンが行われた。舟山修七尾警察署長は「交通ルー
ル・マナーの順守や、正しい交通ルールの実践が習
慣付けられるように啓発をお願いしたい」とあいさ
つした。
交通安全協会七尾鹿島支部や七尾警察署、七尾市
女性ドライバーの会の16人が、運転手に「交通ルー
ルを守って運転してください」と麦わら「帽子」の
啓発グッズを渡し、交通事故「防止」を呼び掛けた。

女子プロサッカーリーグ・ＷＥリーグ参入を目指
す石川県初の女子サッカーチーム「リリーウルフＦ
石川」の監督や選手らがチーム発足の報告に訪れた。
チーム名は高い協調性を持ち、集団で力を発揮す
るオオカミと県花クロユリの英語名を組み合わせ
た。サッカーを通じて、女性が活躍できる社会に貢
献したいと今年2月に発足し、小松市を練習の拠点
としている。岡山県出身の後藤真未選手は「たくさ
んの人に支えられてできたチームなので結果を出し
て恩返ししたい」と話した。

こいのぼりパレード

新型コロナワクチン接種模擬訓練

●4月30日（金）三引町

●４月１７日（土）矢田郷地区コミュニティセンター

～安全運転を心掛けよう～

～子どもたちの健やかな成長を願って～
あかくらこども園の園児58人が、手作りのこい
のぼりを手に元気に地域をパレードした。あかくら
こども園で毎年行われている行事で、来年度は田鶴
浜保育園と統合して新園舎に移転するため、三引町
でのパレードは最後になる。保育士に手を引かれ、
うれしそうに歩く園児の姿を温かく見守る地域の人
は「見れなくなるのはさみしい」と話した。
川上郁江園長は「地域の人に、子どもたちの元気
な姿を見てもらえてよかった。今年が最後になるの
で感慨深いものがあった」と目を細めた。
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～北陸初のプロ入りを目指して～

～安心して接種できるように～

65歳以上の人への新型コロナウイルワクチン接
種を開始する前に、医療関係者や市職員、住民ら約
70人が参加して接種の手順を確認する模擬訓練が
行われた。
訓練は、受け付けから接種後の経過観察までの流
れを確かめるほか、接種後に急激なアレルギー反応
「アナフィラキシーショック」が起きた想定で緊急
搬送の動きも確認した。訓練に参加した茶谷市長は
「訓練で見えた課題を解決し、安心して接種できる
ようにしたい」と話した。

七尾鹿島地域安全ニュース

七尾警察署・七尾鹿島防犯協会

新型コロナウイルスの
ワクチン接種に関する
不審電話に注意！

予約金を
指定口座に
振り込んで

ワクチン接種
には予約金が
必要です

☎53-0110
個人情報を
話せば無料で
受けられます

後日返金
するから
振り込んで

ワクチン接種は無料です

接種する際にお金を要求することは絶対にありません。

電話などで個人情報は求めません

電話やメールで個人情報を聞き出すことは絶対にありません。

被害に遭わないために

●固定電話は常に留守番電話に設定しておく

●どこから電話がかかってきても、個人情報につながることは話さない
●通話録音警告機を利用する

通話録音警告機とは電話が鳴る前に「この電話は振り込め詐欺被害防止のために録音して
います」と相手に警告してくれる機械です。犯人からの電話そのものを撃退してくれます。

※通話録音警告機について詳しく知りたい人は、七尾警察署生活安全課までお問い合わせください。

消防だより

七尾鹿島消防本部

☎53-0119

「たき火・野焼き」による火災が
急増しています！
最近「たき火・野焼き」が原因の火災が多く発

生しています。初めは小さな「たき火・野焼き」
でも、大規模な山火事や住宅火災を引き起こすこ
とがあります。

消防署へ提出する「火災とまぎらわしい煙又は

火炎を発するおそれのある行為の届出書」は、消
防署がこれらの行為を把握し、火災にならないよ
うに注意を促すことを目的としています。消防署

が「たき火・野焼き」を許可するものではありま
せんので、ご注意してください。

お問い合わせ 七尾鹿島消防本部予防課 ☎53-1016

七尾ごころ

14

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 〜
片側交互通行
17：00 全車両通行可

17：00 〜
大型車両のみ
24：00 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

資格取得講習会(七尾会場)案内！

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

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

※新型コロナ感染状況により延期となる場合があります。

◆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

★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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市のシンボル
菜の花

松

カモメ

ハチメ

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

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

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

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。

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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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

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

特定健診・がん検診の日程

6月

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 ●
●
●
●
●
8：30〜10：00 ●
●
●
●
●
15日㈫ 田鶴浜地区コミュニティセンター
13：00〜14：00
●
●
●
8：30〜10：00 ●
●
●
●
●
16日㈬ 矢田郷地区コミュニティセンター
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 ●
●
●
●
●
8：30〜10：00 ●
●
●
●
●
25日㈮ 中島文化センター (能登演劇堂)
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 ●
●
●
●
●
8：30〜10：00 ●
●
●
●
●
矢田郷地区コミュニティセンター
1日㈭
（託児あり※）
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 ●
●
●
●
●
7月

※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

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

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

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 能登中部保健
13：30〜15：00 福祉センター
毎月第 1 金曜日
10：00〜11：30
毎月第 3 金曜日
10：00〜11：30

羽咋地域セン
ター
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
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。

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㈰ 島尾海浜公園〜雨晴
7 ：00〜
海岸方面

9 月19日㈰ 森寺公民館〜礒部神
10：00〜
社方面

10月31日㈰ ふれあいの森大芝生
9 ：30〜
広場〜市街地方面
（注）

令和 4 年
B&G海 洋 セ ン タ ー
1 月23日㈰ (屋 内 で エ ク サ サ イ
10：00〜
ズ)

(注)キトキトウオーキング 6 ｋｍ
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
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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

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㎜

能登・七尾から
■掲載料金 黒
10,000円
いろんな元気を発信中
！
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。

広報広聴課

☎53-1130

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
石川をもっと楽しく・面白くする地域情報誌

魅力
見る

ゾーンマガジン

企画・
製本と
広報誌
を取り

RE

A

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

わくわく英会話

crowdfunding

A D E SI N

G

富山県氷見市交流情報
ノルディック・ウオーキング教室

クラウドファンディング

未 来をデザイン！ひとりの夢みんながつなぐ。
ZOUNクラウドファンディング

https://zoun.jp/

॑

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

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

今月の特集

淡麗清湯塩拉麺

Dp
Dp

daiichiprin

今月の市民相談
相談の種類

主な内容

消費生活相談（予約制）

悪質商法などの消費者トラブル

法律相談（予約制・先着５人）
相談担当者：弁護士

借家・借地・金銭貸借・多重債
務・相続・離婚などの法律問題

相談担当者：弁護士

入れ・連帯保証など金銭問題
相続・登記・財産管理・多重債
務・土地の境界

相談担当者：担当職員

クレ・サラ相談（予約制・先着５人） クレジット会社やサラ金の借り

登記相談（予約制・先着４人）
相談担当者：司法書士、土地家屋調査士

※祝日は除きます。事情により中止する場合があります。
※当日は、マスクの着用など新型コロナウイルス感染症
対策にご理解、ご協力をよろしくお願いします。

場

所

相談日
毎週月〜金曜日

国・県・市などの行政機関に対
する意見や要望など
日常生活の困り事（民生児童委員）
市民くらしの相談
相談担当者：民生児童委員、人権擁護委員 人権相談
（人権擁護委員）
相談担当者：行政相談委員

行政・市民くらしの相談

行政相談、日常生活の困り事、人
相談担当者：行政相談委員、人権擁護委員 権相談

女性なんでも相談

女性の悩み・ＤＶなど
（電話相談あり ☎53-1112）

相談担当者：担当職員

※以上4つの相談受付は終了の20分前まで

総務課人権・男女共同参画室

☎５３-１１１２

児童・ひとり親・女性相談

養育・家庭生活・ＤＶなど

結婚相談

結婚に関する相談

相談担当者：担当職員

相談担当者：七尾市認定結婚相談員（縁結びist）

子育て支援課

☎５３-８４４５

親と子のなんでも電話
相談室（オアシスライン）
スポーツ・文化課

6月14日（月）
13:30 〜 16:00
6月28日（月）
6月18日（金） 13:00 〜 15:00

健康推進課

本庁
市民相談室
能登島地区コミュニティセンター
田鶴浜地区コミュニティセンター
中島地区コミュニティセンター
本庁
市民相談室

パトリア3階
相談室ほか
パトリア５階
フォーラム七尾

対象：小中高生およびその保護者
内容：悩んでいること、困っていることなど
（相談専用電話 ☎52-0783）

6月 7日（月）
13:00 〜 15:00
6月21日（月）
毎月第１、３水曜日
13:00 〜 15:00
毎月第２、４水曜日
10:00 〜 12:00
6月21日（月）
13:00 〜 15:00
毎週火曜日

毎週月〜金曜日
毎月第１〜
第４火曜日

13:00 〜 17:00

8:30 〜 17:15
17:30 〜 19:30

毎週月〜金曜日 13:00 〜 16:00

☎５３-３６６１

こころの健康相談
相談担当者：保健師

8:30 〜 17:15

6月11日（金）
13:00 〜 15:30
6月25日（金）

本庁
市民相談室

※法律相談、クレ・サラ相談、登記相談は1人30分以内

行政困りごと相談

時 間

☎５３-３６２３

心の健康に関する相談

パトリア3階
相談室ほか

毎週月〜金曜日

8:30 〜 17:15

全棟構造設計

《構造計算専門店》
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。

有料広告欄

経営者、社長、役員の方へ

㈱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】

能登島の建築屋さんブログ

♥52回目♥
成功は責任の大きさに比例する
背負う責任が重いほど得る成果も大きい
どんな人でもチャンスは転がっている
リスクの先には大きな成長が待っている
逆境になった時こそ成長できるチャンス
人は背負う責任の重さに比例して成長する

㈱西川総合建築／西川測量登記
代表取締役 西川剛志

七尾ごころ
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今月の休日医療
休日歯科当番医
9：00 〜 12：00

しみず歯科医院
☎52-7655
古府町

6月13日
（日）

杉原歯科医院
☎54-0020
藤橋町

6月20日
（日）

6月27日
（日）

7月4日
（日）

マツモト歯科医院
☎53-4180
御祓町

室木歯科口腔外科医院
☎66-0489
中島町浜田

休日当番薬局

休日在宅当番医

9：00 〜 12：00( 開局時間）

9：00 〜 12：00

胃腸科・
外科・内科

安田医院
☎72-2027
中能登町能登部下

内科

やまもと眼科クリニック
☎52-0250
藤野町

眼科

辻口医院
☎66-0118
中島町浜田

外科・
循環器科

北村病院
☎52-1173
御祓町

内科

藤田医院
☎0767-26-1021
羽咋市大町

内科

浜野クリニック
☎52-3261
小島町

内科・外科

浜岡整形外科クリニック
☎62-8050
石崎町

整形外科

みそぎ薬局
FAX52-8281
小島町

ななお調剤薬局
FAX52-8155
国分町

診療科目

うおぎし医院
☎52-1123
藤野町

はせがわ薬局
FAX76-2160
中能登町井田

七尾らいふ薬局
FAX52-3507
藤橋町

小児休日当番医

※当番薬局へ行く場合は、事前に電話連絡（各店共通携帯電話 090-1310-3909）をしてください。
また、開局時間以外も対応しますので、事前に電話連絡をしてください。

健康推進課

☎５３-３６２３

七尾市休日当番医

検索

七尾・鍛冶町
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9：00 〜 12：00

(七尾市･中能登町･羽咋郡市)

恵寿総合病院
☎52-3211
富岡町

国立病院機構七尾病院
☎53-1890
松百町

公立能登総合病院
☎52-6611
藤橋町

恵寿総合病院
☎52-3211
富岡町

…………………………………………………｛

84-1175

Information

｝…………………………………………………

イベ ン ト 情 報

84-1271

84-1175

53-1500
☎53-1500

☎84-1175
6/5

特別展「本郷仁

9/5

風景装置」
84-1271

「みること」をテーマに鏡を用いた体験型の作品を発表する
53-1500
本郷仁の個展。内側と外側の境界が曖昧になり、人と物と
の距離感が分からなくなるような、鏡がもたらす非日常的
な視覚体験をとおして、世界との関わり方を探ります。
■会
期
■開館時間
■観 覧 料
■休 館 日

6月5日(土) 〜 9月5日(日)
66-2323
9：00〜17：00(入館は16:30まで）
一般800円、中学生以下無料
毎月第3火曜日 ※6月13日(日)まで臨時休館

第77回現代美術展七尾展

6/20
まで

66-2323

毎年春に金沢で開催されている公募展「第77回現代美術展」
の七尾移動展です。能登地区在住者の作品などを選抜し、
日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真の多彩な6ジャンルか
らなる計225点を展示します。巨匠から身近な作家までの
「石川の美術工芸の今」をぜひご鑑賞ください。
■会
期
■開館時間
■観 覧 料
■休 館 日

6月20日(日)まで
9：00 〜 17：00(入館は16:30まで)
一般500円、大高生350円、中学生以下無料
毎週月曜日

84-1175

84-1271
53-1500

左：委嘱出品の部・美術文化大賞 洋画「彼女にのこせるだろうか」 小原瑛子(金沢市)
右：一般出品の部・優秀賞 工芸「風」 山元健司(輪島市)

外のうちと内のそと／本郷仁／ 2018年 作家蔵
展示風景：「似て非なるもの」／ギャラリーＯ₂ ／ 2018年

☎57-5100
6/19
9/20

企画展

「知ろう探そう 七尾の生き物」

七尾市版レッドリスト2020から絶滅危惧種や身近な生き物
を紹介します。
■会

期

6月19日(土)〜
9月20日(月・祝)
9：00〜17：00
■観覧料 無料
■休館日 毎週火曜日
（祝日の場合は開館）
●地域学講座「歴史を学ぶ 史料を読む」
日 時：6月12日(土) 13：30〜15：00
定 員：20人(定員になり次第締め切り）
持ち物：鉛筆、くずし字辞典

☎66-2323
66-2323
9/26

世界中から心躍る劇作家として注目され、今年のアカデミー
賞で脚本賞を受賞したフロリアン・ゼレールの作品。思春期
の息子の苦悩を岡本圭人が演じます。母親役・若村麻由美、
父親役・岡本健一と実力派キャスト陣でお届けする家族の物
語を是非ご覧ください。
■日

七尾市版レッドリスト
2020

Le Fils 息子

時

９月26日(日)

13：30開演、18：30開演

■出 演 岡本圭人、若村麻由美、岡本健一ほか
■前売料金(税込み）
一般8,500円、高校生以下4,500円(全席指定)
※当日券は500円増し
※未就学児入場不可
■予 約 友の会先行予約開始日 7月1日(木)
一般予約開始日 7月8日(木)

●自然体験教室「生き物ふれあい体験」
カブトムシなどの昆虫を中心に、身近な生き物とのふれあいがで
きます。
日 時：6月26日(土)、27日(日) 14：00〜16：00
定 員：なし(一度の入室は10人まで、入れ替え制)

新型コロナウイルスの感染状況により、今後予定を変更する場合があります。最新情報は各館ホームページなどでご確認ください。
七尾ごころ
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みんなの本棚

ケーブルテレビに加入して
地域密着の自主放送
「ニコニコちゃんねる」を
楽しみませんか

うちどく

23日はななお家読の日
七尾市立図書館

七尾市議会定例会6月会議を
生中継します。
生中継
します。

市立図書館のホームページでは、図書館の最新情報が見られます。蔵書検索や
図書の予約(事前に登録が必要)もできます。ぜひご利用ください。

市立図書館
矢田郷地区コミュニティセンター図書室
田鶴浜地区コミュニティセンター図書室
中島地区コミュニティセンター図書室

※通常の番組を変更して放送します。
6月14日(月)

10：00 〜

提案理由説明

22日(火)

10：00 〜

一般質問

21日(月)
30日(水)

10：00 〜
14：00 〜

採決ほか

石川

ニコニコちゃんねるでは、午後1時から全国の
ケーブルテレビ局が制作・放映している番組を
ピックアップしてお届けします。

Ｍｉｓａ

14日(月) 〜 20日(日）
全国から募集した川柳の句を紹介しながら、講師が分かりや
すく解説する視聴者参加型の人気番組。川柳の魅力を発見し
てみませんか？

21日(月)〜27日(日）
「かんたん・おいしい・体にいい」をテーマにして料理研究家
の樋口聡子先生がとっておきのメニューを紹介。アイディア
いっぱいのレシピが満載の15分間。

○科学あそび教室「ウミホタルはなぜ光るの？」
日時：6月27日(日) ①13：00〜14：00 ②15：00〜16：00
場所：パトリア5階 フォーラム七尾 会議室51・52
対象：小学生 ※低学年は保護者同伴
定員：各7人(先着順) ※申し込みは6月18日まで
参加費：無料
申込方法：市立図書館に電話または申込書をファクス（53-0617）

てけてけおじゃマップ(北海道) 28日(月) 〜 7月4日(日）
函館から四季折々の豊かな自然やグルメ、休日の過ごし方な
ど街ナカ情報を発信する地域密着番組。さわやかな北の大地
へＧＯ！ＴＯ！旅気分。

（申し込み書は図書館カウンター、図書館ホームページから入手できます）

※新型コロナウイルスの感染状況により、今後の予定が変更になる
場合があります。

※放送内容は変更となる場合があります。

七尾市亀山町3-1
七尾郵便局横七尾駅より
徒歩５分（駐車スペース有）

弁護士法人出口法律事務所七尾事務所
弁護士 宮崎 昇一郎
（金沢弁護士会 所属）
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≪山と渓谷社≫

図書館からのお知らせ

ナチュラルフードクッキング(長崎県)

予約受付時間平日9:30～17:00

著

平成30年の大阪府北部地震を機に防災につ
いて考え、今までの「持たない暮らし」か
ら「備える暮らし」へと意識が変わった筆
者。おしゃれな防災の備えを日常生活の中
で楽しみながら、しかも無理なく続けられ
る、暮らしの工夫とアイデアを整理収納ア
ドバイザーの目線から紹介した一冊です。

あいラブせんりゅう(宮城県)

TEL:0767-52-0008

≪新日本出版社≫

〜日々の暮らしに馴染み、
“もしも”の時は家族を守る70の備え〜

6月7日(月) 〜 13日(日）
釣り好きコンビ、浜ちゃんとスーさんが過酷なミッションに
挑戦しながら巨大魚などのロマンを求める釣り番組。二人の
爆笑トークもお楽しみください。

＊秘密厳守＊
＊事前予約制＊

著

おしゃれ防災アイデア帖

釣りバカＺ(北海道)

日時:６月19日(土)10:00～15:00

文洋

著者の職業はフリーカメラマン。平成30年
7月に北海道宗谷岬をスタートし、太平洋
側を東北、関東、東海道、山陽、九州と日
本列島を歩いて縦断。令和元年6月に故郷
の沖縄県那覇市にゴール。ゆっくり歩くか
らこそ見える景色や人との出会いを写真と
ともに綴った、3,500キロ「あるき旅」の
日記です。

全国のケーブルテレビ番組
を放送しています。

無 料 法 律 相 談 会

☎53-0583
☎53-3662
☎68-3336
☎66-8000

新着情報
80歳、歩いて日本縦断

一般質問

交通事故、相続、離婚、債務等
お困りごとをお気軽にご相談ください。

検索

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。

広報広聴課

☎53-1130

七 尾ごころ

CLOSE UP FRESHMAN ! !

輝け！ななおの星

医 療 従 事 者の 入 店
拒 否 や タ ク シー 乗
車拒否

感 染 し た 人の 住 所
や 勤 務 先 の 詮 索︑
拡散

6月4日発行

インター ネット︑ Ｓ
ＮＳ 上での 誹 謗 中
傷やデマの拡散

編集・発行

〒926-8611

子どもに対するいじ
め︑ 保育園への登園
拒否
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6月号

石川県では、令和 3 年 3 月に新型コロナウイルス感
染症に係る差別を禁止する条例を制定しました。
新型コロナウイルスに感染したこと、感染する恐れ
があることなどを理由に、差別や偏見はやめましょう。

広報広聴課

石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

七尾市市民生活部

＃正しい理解を

＃差別はやめよう

わが 家のアイドル

水泳
はじめたよ！

日に日にお姉さんらしさが増す夏帆。甘
えん坊の大賀。いつまでも2人仲良く、
健やかに成長してね
（父：慎吾／母：結華）魚町

家族
みんな
大好き♪
FAX.0767-52-0374

TEL.0767-53-1130

U R L . https://www.city.nanao.lg.jp/

Eメール. koho@city.nanao.lg.jp

平成27年
8月1日
生まれ

細川 夏帆ちゃん（左） 大賀くん（右）

Note
or's
Edit

編

記
集後

令和2年
9月25日
生まれ

急募!!
未就学のお子さんを募集中！
掲載を希望する人は、広報広聴課（☎53-1130）
までお気軽にご連絡ください。

今月号の表紙は、府中町のでか山です。巡行は残念ながら今年も中止となってしまいましたが、
小さい頃からでか山を引っ張ってきた私にとっては大変うれしい展示でした。木遣り唄や七尾まだ

らが披露され、どこか懐かしく、いつも以上に聞き入っていたように思います。コロナ禍で厳しい
状況が続きますが、来年こそは3台のでか山が「エンヤー」「ワッショイ」の掛け声に合わせて引

き回される様を期待したいです。

スマートフォンアプリ
スマートフォンアプリ
「マチイロ」
「マチイロ」
http://machiiro.town/lp/
http://machiiro.town/lp/
ishikawa_nanao
ishikawa_nanao

多言語対応「Catalog
多言語対応「Catalog Poket」
Poket」

（青木）

＊この広報誌は、限られた資源を大切にする
＊この広報誌は、限られた資源を大切にする
ために、古紙配合率
ために、古紙配合率 100％再生紙と大豆油
100％再生紙と大豆油
インキを使用しています。
インキを使用しています。

本誌掲載の写真・記事・イラストなどの無断転載を禁じます。
本誌掲載の写真・記事・イラストなどの無断転載を禁じます。

