
詳細は の連絡先にお問い合わせください。

七尾市職員募集
　令和 4年 4月に採用する職員を
募集します。
■職種と採用予定人数

職　種 採用予定人数
消防士
(初級・中級・
上級)

3 人程度
(うち救急救命
士 1人程度)

■申込期間
　 7月26日㈪～ 8月16日㈪
■ 1 次試験(学科・体力試験)
　日時： 9月19日㈰  9 ：00 ～
　場所：七尾市みなとふれあいス
　　　　ポーツセンター
■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)または
消防本部消防課(消防本部 4
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

※申し込み方法などの詳細は市
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

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。

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　 7月11日㈰、25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

市の人口 　 　
令和 3年 5月31日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世　帯　22,007世帯　（△13)
人　口　50,701人　　（△65）
　男　　24,104人　　（△21）
　女　　26,597人　　（△44）
年齢別人口
　 0 ～ 20歳　 7,522人
　21 ～ 64歳　23,866人
　65歳～　　 19,313人
転入　 66人　　転出　 80人
出生　 13人　　死亡　 64人
婚姻　 12件

 納税のお知らせ 　 　
固定資産税( 2 期)
国民健康保険税( 1 期)
納期限： 8月 2日㈪

 愛の献血 　 　
7 月15日(木)
七尾市役所本庁舎正面玄関前
9：45 ～ 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

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）

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。 
■職種と採用予定人数

職　種 採用予定人数
薬剤師 2人程度
歯科衛生士 1人程度
栄養士 1人程度
調理師 1人程度
助産師 1人程度

■申込期間
　 7月27日㈫まで
■試験日
　 8月 6日㈮
※申し込み方法などの詳細は、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

　　　　　　　　　　　　　　　

七尾市文化賞、産業賞の
候補対象者を募集します
　七尾市文化賞と産業賞は、多年
にわたり本市の文化・産業の振興
発展に対する功績が、特に顕著な
人を表彰するものです。
　履歴書などの様式は、秘書人事
課窓口での受け取りか市ホーム
ページからダウンロードして入手
してください。
※毎年候補対象者を募り、名簿登
録した上で、登録者の中から受
賞者を選定します。
■申込期間
　 8月 6日㈮まで(必着)
■贈呈式
　11月 3 日(水・祝)
秘書人事課　☎53-1110

国民健康保険税の納税通知書を
7月15日(木)に発送します
　加入者のいる世帯主あてに送付
します。世帯主が国民健康保険以
外の保険に加入していても、家族
が国民健康保険に加入している場
合は、世帯主が納税義務者となり
ます。
税務課　☎53-8412

　　　　　　　　　　　　　　　

家屋調査にご協力ください
　令和 3年中に完成した新増築家
屋や取り壊した家屋の調査を行っ
ています。この調査は、令和 4年
度の固定資産税・都市計画税の課
税の基礎となるものです。
　調査希望日や家屋の状況など、
下記までご連絡ください。調査の
ため係員が訪れた際は、立会いな
どのご協力をお願いします。

税務課　☎53-8415

　　　　　　　　　　　　　　　

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
市内に事業所がある中小企業者
と個人事業者
■補助率
　対象経費の 2分の 1以内
■補助金額
　上限50万円
■募集期間
　 7月19日㈪～ 30日㈮
■事前相談
　 7月16日㈮まで
※詳細はお問い合わせください。
産業振興課　☎53-8565

お試し移住体験などを実施する
旅館・宿泊事業者を支援します！
　市内でお試し移住体験やワー
ケーションに関する宿泊体験プロ
グラムを実施する旅館・宿泊事業
者に対して、経費の一部を助成し
ます。
■補助金額(上限あり)
　・移住体験型
　　経費の 3分の 2
　・ワーケーション体験型
　　経費の 3分の 1
※助成制度への参加を希望する事
業者は、事前に実施登録書を提
出する必要があります。詳細は
お問い合わせください。
産業振興課　☎53-8565

　　　　　　　　　　　　　　　

平和展
　戦後76年目を迎える今年、戦争
の悲惨さを次世代に伝え、平和の
大切さを見つめ直す機会として開
催します。入場は無料です。ぜひ
お越しください。
■期間
　 8月 3日㈫～ 13日㈮
　10：00 ～ 18：00
　※最終日は15：00まで
※ 8月 4日、 8日、 9日、11日
はフォーラム七尾が休館のた
めお休みします。

■場所
　パトリア 4階　フォーラム七尾
■展示内容
　・「サダコと折り鶴」ポスター
　・市内の戦争に関する資料
　・市内小中学生の平和に関する
　　作品
　・巨大紙芝居「第二能登丸のそ
　　うなん」
　・DVD上映 など

総務課　☎53-1111

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
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

「第80回七尾港まつり」
中止のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、第80回七尾港まつり
の以下のイベントなどは全て中止
となりました。
【中止となったイベントなど】
・ちびっこカーニバル
・子どもちょうちん行列
・七尾港ベイサイドミュージック
・総踊り
・北國花火大会
・露店の出店(御祓川大通り)
交流推進課　☎53-8424

　　　　　　　　　　　　　　　

みんなで省エネ・節電アク
ションプランにチャレンジ！
　「省エネ・節電アクションプラ
ン」は、家庭で楽しく気軽に環境
保全活動に取り組むためのしくみ
である「いしかわ家庭版環境
ISO」を、省エネ・節電の効果が
高まるように充実強化したプラン
です。
■取組期間　 7 ～ 9月
■参加方法
①取組シートを準備。
　(シートは環境課やミナ・ク
ル 2階、パトリア 3階、各地
区コミュニティセンターで配
布。市や県のホームページか
らダウンロードもできます)
②取組シートの項目から、取り
組みたい項目を選択。
③項目を選んだら無理のない範
囲で取り組みます。
④ 7 ～ 9月のうち、 8月に取
り組んだ成果を報告。
⑤いしかわ家庭版ISOエコファ
ミリー認定の申し込み。

■申込期限　 9月30日㈭
■提出先　取組シートを受け取っ

た学校や企業、団体、
環境課

環境課　☎53-8421
　石川県温暖化・里山対策室
　☎076-225-1462

住宅を新築または購入した
人に「定住促進住宅取得奨
励金」を交付します
■対象
金融機関から借り入れをして70
㎡以上の住宅を新築した人。ま
たは、昭和56年 6 月 1 日以降に
建築された中古住宅を購入した
人。
■助成金額(各種加算)
【基本額】　
　・新築　上限20万円
※令和 3年 3月31日までに工
事請負契約をした場合は、
上限30万円

　・中古　上限10万円
【加算額】
　・市内建築業者で施工
　　上限10万円(新築のみ)
※令和 3年 3月31日までに工
事請負契約をした場合は、
上限20万円(新築のみ)

　・中学生以下の子 1人につき
　　上限10万円
　・市外からの転入
　　上限20万円
※所有権保存・移転登記完了から
　 3カ月以内に申請が必要です。
都市建築課　☎53-8429

　　　　　　　　　　　　　　　

「向陽タウンはまだ」
分譲宅地好評発売中
■所在地
　七尾市中島町浜田耕部
　全38区画中残り 4区画
■分譲価格・面積( 1 区画)
　280万4,000円～ 284万2,000円
　311㎡ (94坪) ～ 316㎡ (95坪）
※向陽タウンはまだで新築すると
定住促進住宅取得奨励金に200
万円が加算されます。

都市建築課　☎53-8429

お家に眠っている制服はありませんか
制服バンクにご協力ください
　不要になった市内の幼保園・小
学校・中学校、県内高校の制服は
ありませんか。
　親子ふれあいランドでは、不要
になった制服を回収し、必要とす
る人へ無償で譲る「制服バンク」
を始めました。
■提供される人へ
使用可能なもので、洗濯済みの
制服をお持ちください。
■譲ってほしい人へ
窓口または電話で、希望の園名・
学校名、制服のサイズをご連絡
ください。在庫がある場合は、
使用するお子さんを確認するた
め、年齢など確認できる物を持
参の上ご来館ください。
■受付日時
　 8：30 ～ 17：00
　月曜日、年末年始除く
親子ふれあいランド(矢田郷地
　区コミュニティセンター内)
　☎52-1476

　　　　　　　　　　　　　　　

不要品活用銀行
～学生服は制服バンクへ～
■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、室内用滑り台
■ゆずってください
　自転車(大人用)、組ひもの丸台、
コンポスト
※市内居住者限定
※電気製品取扱不可
※登録期限は 6カ月
※登録した品物を処分・不要にな
　った場合は連絡してください。
環境課　☎53-8421

外来植物の防除にご協力ください
　例年、外来植物であるオオハン
ゴンソウが市内で確認されていま
す。オオハンゴンソウの種子を撒
いたり、許可なく育てたりするこ
とは法律で禁止されています。
　所有地などに生えている場合は
根ごとから刈り取ってください。
■特徴
　花：開花期は 7～10月

黄色の頭状花で直径 6～
10cm、舌状花は10～14枚
茎：高さ 1～ 3ｍ
地下茎が横に走っていて群
生する

　葉：葉の裏にのみ短毛がある
　　　上部の葉は短く、柄がない
　　　下部の葉は長い柄がある

環境課　☎53-8421

蚊媒介感染症にご注意ください
　デング熱やジカ熱、チクングニ
ア熱は、ウイルスをもった蚊を介
して感染します。
　蚊が発生しやすい場所で活動し
たり、流行地に渡航したりする際
には、蚊に刺されないように注意
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、肌の露出を避けま
しょう。
②素足やサンダル履きはできる
だけ避けましょう。
③必要に応じて虫よけ剤などを
使用しましょう。

■蚊を減らすポイント
　蚊の幼虫(ボウフラ)は、雨水マ
スや植木鉢の受け皿、古タイヤ
など比較的少量の水たまりに発
生しますので、水たまりができ
ないように注意しましょう。
※詳細は能登中部保健福祉センター
ホームページをご覧ください。
健康推進課　☎53-3623

下水道排水設備工事責任技術者
認定試験のお知らせ
■日時
　10月25日㈪  13：30 ～ 15：45
■場所
　石川県地場産業振興センター
■願書配布期間
　 8月10日㈫まで
■申込期間
　 7月27日㈫～ 8月10日㈫
■申込先　上下水道課
■実施機関　石川県下水道協会
上下水道課　☎53-1972

　　　　　　　　　　　　　　　

LINE公式アカウント「石川県-
新型コロナ対策パーソナルサ
ポート」にご登録ください
　石川県では、感染者発生情報や
県民・事業者の皆さまへ向けた
メッセージなど、新型コロナウイ
ルス感染症に関する情報を発信し
ています。
　登録は、二次
元コードを読み
取るか、LINEア
プリで
 石川県　コロナ 検索

石川県広報広聴室
　☎076-225-1362

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。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※特定健診は午前10時30分に受け付けが終了します。

検診日 会　　　場 受付時間 特定健診 胃 大腸 肺 前立腺 乳 子宮

7
月

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

17日㈯ 田鶴浜地区コミュニティセンター 8：30～10：00 ● ● ● ● ● - -
13：00～14：00 - - ● - - ● ●

20日㈫ 中島文化センター (能登演劇堂) 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。
健康推進課　☎53-3623
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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
　 7月 8日㈭、15日㈭
8月 5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

　　　　　　　　　　　　　　　

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　 7月15日㈭、 8月19日㈭
　　　　13：30 ～ 15：00
■場所　ハローワーク七尾
※ほか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

コイの大量死を発見したら
連絡をお願いします
　コイヘルペスウイルス病を発症
したコイは、エラの退色やびらん
(ただれ)などが見られます。河川
や湖沼でコイが大量に死んでいる
のを発見した場合はご連絡くださ
い。
　まん延防止のために次のことに
注意してください。
・川や湖、池などで釣ったコイを
ほかの川や湖、池などに放さな
い。
・飼っているコイや死んだコイを
川や湖、池などに放したり捨て
たりしない。
※人には感染しないため、感染し
たコイに触れたり食べたりして
も影響はありません。
農林水産課　☎53-8422

　　　　　　　　　　　　　　　

石川県警察官募集
■試験区分
警察官B・女性警察官B・警察
官B(武道指導)
■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

石川県障害者ふれあいフェスティバル
「テーマ作品展」の作品募集
　障害の理解促進を図るため、「ふ
れあい」「出会い」「心の輪」「絆」
をテーマに作品を募集します。
■募集作品部門
・美術部門(絵画、書、陶芸など)
・写真部門
・文芸部門(作文、詩、俳句など)

■応募期限　 8月20日㈮
石川県障害者ふれあいフェス
　ティバル実行委員会事務局
　☎076-225-1426

　　　　　　　　　　　　　　　

消費者ホットライン188
「泣き寝入りは超いやや(188)！」
　「新型コロナウイルス」に便乗
した悪質商法などや、「ある製品
を使ってけがをしてしまった」な
どの消費者トラブルで困っている
ことはありませんか？
　そんなときは一人で悩まずに、
全国共通の電話番号「消費者ホッ
トライン188(いやや)」にご相談
ください。七尾市消費生活セン
ターや、石川県消費生活支援セン
ターなどの消費生活相談窓口へつ
ながり、専門の相談員がトラブル
解決を支援します。

総務課人権・男女共同参画室
　(七尾市消費生活センター )
　☎53-1112

海上保安官募集
【海上保安学校学生】
■応募資格
令和 3年 4月 1日時点で、高校
または中等教育学校卒業後12年
を経過していない人、および令
和 4年 3月までに卒業見込みの
人
■申込期間
　 7月20日㈫～ 7月29日㈭
　（インターネット受付）
■試験日
　第 1次試験　 9月26日㈰
　第 2次試験　10月19日㈫～
　　　　　　　　　28日㈭
※詳細は人事院ホームページ内
「国家公務員試験採用情報
NAVI」をご覧ください。
第九管区海上保安本部総務部
　人事課　☎0120-444-576

早朝太極拳で
心と体をリフレッシュ
　年齢や性別、経験を問わずどな
たでも参加できます。参加費は無
料です。
【能登歴史公園(国分寺地区)】
■日時　 8月28日㈯までの毎週
　　　　土曜日 7 ：30 ～ 8 ：00
【七尾マリンパーク(能登食祭市場横)】
■日時　 8月28日㈯までの毎週
　　　　日曜日 7 ：30 ～ 8 ：00
七尾市太極拳協会(中村)
　☎53-0300

　　　　　　　　　　　　　　　

北陸電力送配電の公式Twitter
では停電情報が確認できます
　公式ツイッターをフォローする
と、北陸電力送配電ホームページ
「停電情報」へのリンクが案内さ
れ、災害発生時の注意喚起や町単
位での停電戸数、復旧見込時間を
確認できます。災害時に備えて
フォローしておくと便利です。

北陸電力HP「停電情報」イメージ図

 ツイッター 北陸電力 災害 検索

北陸電力送配電株式会社
　ネットワークサービスセンター
　☎0120-837119

七尾海上保安部からのお願い
　夏季期間は海の事故が多くなり
ます。事故に遭わないように、 5
つのポイントを守りましょう。
・防波堤など、立ち入り禁止場所
には入らない。
・海水浴は、開設された安全な場
所で泳ごう。
・海で遊ぶ時は、天候の確認をし
よう。
・危ないと感じたら、すぐに帰ろ
う。
・船で海に出る前に、必ずエンジ
ンの点検をしよう。

七尾海上保安部交通課
　☎53-7118

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

自衛官募集
募集種目 資　格 受付期間

一般曹候補生 18歳以上33歳未満
の男女 9月 6日㈪まで自衛官候補生　※

航空学生

高卒(見込み含む)
21歳未満の男女

防衛大学校学生(推薦) 9 月 5 日㈰～
　　10日㈮防衛大学校学生(総合選抜)

防衛大学校学生(一般) 10月27日㈬まで
防衛医科大学校
医学科学生 10月13日㈬まで

防衛医科大学校
看護学科学生
(自衛官候補看護学生)

10月 6 日㈬まで

新型コロナウイルス感染症の影響で受付期間を変更する場合があります。
詳細は自衛隊石川地方協力本部七尾所まで問い合わせください。
※自衛官候補生の採用試験は、年間を通じて行っております。
自衛隊関連のイベント情報はホームページからでも入手できます。
 石川地本 検索

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
　室木　孝二(つつじが浜) ☎53-8783　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
　北谷　彩織(和倉町) ☎58-6267
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消費者庁消費者
ホットライン188
イメージ
キャラクター
「イヤヤン」

二次元コードを
読み取ってフォ
ローしてくださ
い。

海上保安庁
マスコット
キャラクター
「うみまる」
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