
詳細は の連絡先にお問い合わせください。

令和 4年版「石川県民手帳」
絶賛発売中!!
　郷土の主な催しや石川県の自然
と産業、各市町の見どころなど、
県内の統計情報が満載の使いやす
い手帳です。
　購入を希望する人は、早めにお
求めください。
■価格　 1冊500円(税込)
■市内販売場所
　・総務課(本庁 1階)
　・明文堂書店 能登七尾店
　・コメリハードアンドグリーン
　　七尾店、中島店
　・DCMカーマ 七尾店
総務課　☎53-1111

　　　　　　　　　　　　　　　

第73回人権週間　
みんなで築こう　人権の世紀
～考えよう　相手の気持ち　未来へ
　つなげよう　違いを認め合う心～
　12月 4 日㈯から10日㈮は人権週
間です。私たち一人一人はかけが
えのない存在です。互いの個性を
尊重し、相手の気持ちになって自
分の言葉や行動を見つめ直してみ
ませんか。
　いじめや差別などで困っている
人は、一人で悩まないで相談して
ください。
　みんなの人権110番
　☎0570-003-110　※有料
■日時
　月～金曜日　 8：30～17：15
金沢地方法務局
　☎076-292-7810

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年度コミュニティ助成事業

　(一財)自治総合センターでは、
宝くじの社会貢献広報事業とし
て、コミュニティ助成事業を行っ
ています。宝くじの受託事業収入
を財源として、地域の自治意識と
連帯感を高めるコミュニティ活動
に対し、事業費を助成するもので
す。
　今年度採択を受けた中島町谷内
町会が、宝くじの助成金で神輿を
修繕しました。

企画財政課　☎53-1117

 市の人口 　 　
令和 3年10月31日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世　帯　21,920世帯　（△ 35)
人　口　50,327人　　（△113）
　男　　23,954人　　（△ 49）
　女　　26,373人　　（△ 64）
年齢別人口
　 0 ～ 20歳　 7,395人
　21 ～ 64歳　23,657人
　65歳～　　 19,275人
転入　 56人　　転出　 119人
出生　 18人　　死亡　 68人
婚姻　 6件

 納税のお知らせ 　 　
固定資産税・都市計画税( 3 期)
国民健康保険税( 6 期)
納期限： 1月 4日㈫

 愛の献血 　 　
12月10日㈮　
七尾市役所本庁舎前
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）

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

「男女共同参画社会づくり標語・
川柳」・「人権擁護に関する標語」
　最優秀作品が決定しました。
■各部門の最優秀賞
　【男女共同参画社会づくり標語】
　・小学生の部
　「男子女子 個性や能力 大切
に」

　　朝日小学校　林　めい
　・中学生の部
　「差別なし 男女共同 明るい未
来」

　　七尾中学校　堂ケ平　煌太
　【川柳】
　「男女差を なくすためには 自
分から」

　　田鶴浜高等学校　村中　智咲
　【人権擁護に関する標語】
　・小学生の部
　「かんがえて 自分がされて い
やなこと」

　　東湊小学校　梨田　伸一
　・中学生の部
　「差別なし 同じ重さの 命あ
り」

　　能登香島中学校　中田　真緒
総務課人権・男女共同参画室
　☎53-1112

　　　　　　　　　　　　　　　

令和 4年度用家庭ごみ
収集カレンダーの広告主募集
　毎年 4月に無料配布される家庭
ごみ収集カレンダーに宣伝広告を
掲載しませんか。
■広告枠規格
　縦40mm×77mm( 1 枠)
■掲載料金　10万円( 1 枠)
■募集枠数　 5枠
■募集期間　12月17日㈮まで
■応募方法
広告掲載申込書に記入の上、環
境課へ提出
※申し込み多数の場合は抽選とな
ります。
※申込書は環境課窓口または市
ホームページから入手できます。
環境課　☎53-8421

令和 3年度ごみぽい捨て防止
PRポスター「金賞」作品決定
　七尾市快適環境づくり市民委員
会では、ごみのぽい捨て防止を促
進するための啓発活動として、市
内小中学校の児童生徒を対象に
PRポスターの募集を行っています。
　今年度は742点の応募があり、審
査の結果、各部の金賞作品が決定
しました。この金賞 3作品を含め
た、全ての入賞作品(銀賞 3作品、
銅賞 6作品)は、市内に設置する、
ごみのぽい捨て防止看板のデザイ
ンとして使用されます。
■金賞

【小学生低学年の部】

「ごみはわけよう」
中島小学校 1年　久保　杏花さん

【小学生高学年の部】

「STOP!ポイすて」
小丸山小学校 5年　喜田　彩海さん

【中学生の部】

「ごみなしの美しい里山を」
七尾中学校 2年　木下　碧さん
環境課　☎53-8421

道路の除雪にご理解とご協力を!!
①交通量の多い道路や通勤通学路
から、除雪作業を進めます。
②除雪の障害となりますので、路
上駐車はしないでください。
③屋根雪などは道路へ出さないで
ください。
④船に危険が伴うため、海に雪を
捨てないでください。
⑤除雪車が通った後、玄関先など
に残る雪は各家庭で処理をお願
いします。
⑥生活道路は、地域での除雪協力
をお願いします。
⑦道路交通確保のため、所有者へ
連絡せずに倒木処理を行うこと
があります。
■雪みちナビのお知らせ！
　石川県では、積雪・気温情報
やライブカメラ等を提供する
「雪みちナビ」を開設していま
す。雪道走行の情報収集にお役
立てください。
　また、大雪の時に優先的に大雪
する「雪みちネットワーク路線」
を設定しています。詳細は、雪
みちナビをご覧ください。
　二次元コードを読
み取ってサイトに
アクセスできま
す。

【市道】
　土木課　☎53-8425
　【国道249号・県道】
　中能登土木総合事務所
　☎52-5102
　【その他国道】
　能登国道維持出張所　
　☎57-0778

【 【
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

わが家は地震が起きても大丈夫？
～耐震化を支援・補助します～
　災害から尊い命や財産を守るた
めに木造住宅の耐震化を支援しま
す。
■対象
昭和56年 5 月31日以前に着工し
た民間住宅
　※延べ面積の 2分の 1以上が住
宅の店舗や事務所などの併用
住宅も対象です。　

■簡易耐震診断
住宅の現況図面が有る場合は無
料、無い場合は5,000円
■耐震改修工事
　限度額160万円
都市建築課　☎53-8429

　　　　　　　　　　　　　　　

自死遺族交流会(J交流会)
　自死遺族の人が寄り添い、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　令和 4年 1月 8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

市営住宅入居者を募集
■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
和 倉 19,100円～42,500円
万 行 17,600円～42,800円
【田鶴浜地区】
馬 場 16,100円～46,800円
相 馬 20,800円～41,800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　12月17日㈮

都市建築課　☎53-8429

不要品活用銀行
～学生服は制服バンクへ～
■ゆずります
学習机、室内用滑り台、キーボー
ドスタンド、たんす、パソコン
机、テレビラック、子ども用整
理棚、腹筋トレーニングベンチ
■ゆずってください
コンポスト、無水鍋セット、小
学校低学年向け自転車、フォー
クギター、卓球台
※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。
※市内幼保園・小中学校、県内高
校の制服については、制服バン
クをご活用ください。詳細は親
子ふれあいランド(☎52-1476)
にお問い合わせください。

環境課　☎53-8421

12月は地球温暖化防止月間
　地球温暖化を防止するために
は、一人一人が普段から温暖化対
策に資する「COOL CHOICE(賢
い選択)」を意識することが大切
です。
地球温暖化防止については
 COOL CHOICE 検索

環境課　☎53-8421

農業委員募集
　農業委員の欠員のため、農業に
関心のある人を 1人募集します。
■応募資格
農業に関する見識があり、農業
委員会が所管する事項の職務を
適切に行うことができる人。
■申込期間
　12月24日㈮～令和 4年 1月28日㈮
■申込方法
申し込み用紙を農林水産課に提
出してください。
※申し込み用紙は農林水産課窓
口に配置のほか、市ホームペー
ジからダウロードできます。

農林水産課　☎53-5010

法律相談開催
■開催日
　12月 9 日㈭、16日㈭、23日㈭
　令和 4年 1月 6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

年末年始の家庭ごみの持ち込み 
ごみの種類 持ち込み場所 12月 1 月

29日㈬ 30日㈭ 31日㈮ 1日(土・祝) 2 日㈰ 3 日㈪
①・燃えるごみ
・乾電池、蛍光管、空き
びん、鏡(一般家庭の
み)

ななかリサイクル
センター ○ ○ △ × × △

②・埋立ごみ
　・金物類
　・小型家電　など

ななか中央埋立場 ○ ○ × × × ×

③・新聞紙、雑誌等、
　　ダンボール、アルミ缶、
　　ペットボトル

常時資源ごみ
集積所えーこ屋 ×

■受付時間　○⇒ 9：00～16：00　△⇒ 9：00～12：00　×⇒休み
※場所や料金などは「家庭ごみ収集カレンダー」裏面でご確認ください。
①ななかリサイクルセンター　☎68-3200　　②ななか中央埋立場　☎53-5321　　③環境課　☎53-8421
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

償却資産(固定資産税)の申告は適正に！令和 4年度分の申告期限は 1月31日㈪です
　個人事業主や会社が、工場・商店などの経営や、駐車場・アパートなどの貸し付けをしている場合、その事
業のために 1月 1日現在で所有している構築物・機械・車両・運搬具・工具・備品などは、償却資産として申
告する必要があります。前年度に申告実績がある場合は、申告に必要な関係書類を12月下旬に郵送します。申
告書が必要な場合は郵送しますので、税務課へご連絡ください。
■申告の対象となる償却資産
　土地・家屋以外で、所得税法や法人税法に基づき、経費として減価償却資産を固定資産税台帳や減価償却明
細書に計上しているもの(少額である資産や、自動車税・軽自動車税が課税されているもの、無形減価償却
資産などを除く)
■調査の実施
　市では償却資産の適正な申告をしていただくため、地方税法に基づき調査を行っています。
■調査時に確認・照合するもの
　減価償却資産台帳、固定資産台帳、確定申告書、決算書、貸借対照表、工事内訳書、総勘定元帳など
※申告の必要があるにもかかわらず申告をしなかった場合は、遡及課税や延滞金額の対象となりますのでご注
意ください。

業種の一例 償却資産の一例

農業、漁業、水産養殖業、砂利採取業、建設業、
製造業、電気･ガス･熱供給業、情報通信業、運
輸業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動
産業、物品貸付業、専門･技術サービス業、宿泊
業、飲食サービス業、洗濯･理容･美容業、娯楽業、
学習支援業、医療業、保険･福祉･介護事業、自
然エネルギー売電業、その他サービス業

外構工事(門扉、塀、フェンス、緑化施設、側溝、外灯
など)、駐車場舗装、屋外給排水設備、受変電設備、自
家発電設備、太陽光発電設備、広告塔、看板、テナン
ト内装工事、ルームエアコン、LAN設備、防犯装置、
製造設備、印刷機、梱包機、パワーショベル、ブルドー
ザ、大型特殊自動車、発電機、パソコン、コピー機、
陳列棚、カウンター、テーブル、イス、厨房設備、冷
蔵･冷凍庫、レジスター、理容・美容機器、医療機器、
洗濯･乾燥機、ボイラー、洗車機、ガソリン計量器、コ
ンプレッサー、測定･検査工具、乾燥機、もみすり機、
保冷庫、ビニールハウス、漁船

税務課　☎53-8415
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

20七尾ごころ21 七尾ごころ 2021.12



詳細は の連絡先にお問い合わせください。

肝臓に関する講演会のお知らせ
　ウイルス性肝炎(B型・C型)に
関する講演会と個別相談会を開催
します。興味や関心のある人は、
気軽にご参加ください。
■日時
　令和 4年 1月14日㈮ 　13：45～
　(受け付けは13：15～)
■場所　
　石川県能登中部保健福祉センター
　 2階 ふれあいルーム
■内容　
　・13：45～14：00
　　初回精密検査費用
　　定期検査費用助成の紹介
　・14：00～15：00
　　講演会「肝臓を生き生きと～
　　もうこわくないB型とC型～」
　　講師：恵寿総合病院
　　　　　消化器内科科長
　　　　　守護　晴彦　　　　
　　※要予約
　・15：00～16：00
　　個別相談(要予約、先着順)
※希望する人には、医師によ
る個別相談をお受けしま
す。希望する人は申し込み
の際にお申し出ください。
※検査データやお薬手帳など
を持っている人はご持参く
ださい。

石川県能登中部保健福祉セン
ター健康推進課(江上)
　☎53-6894

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　12月15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
のその家族

若者サポートステーション石川　
　☎076-235-3060

富山県氷見市交流情報
第10回ひみぶりフェアの開催！
　氷見市内の飲食店、宿泊施設な
どでさまざまなぶり料理を味わえ
る「ひみぶりフェア」を今年も開
催します！各店自慢のぶり料理を
ぜひお楽しみください！
■期間
12月 1 日㈬～令和 4年 2月28日㈪
※ブリの水揚げがなくなり次第
終了

■場所
　氷見市内の飲食店・宿泊施設など
■キャンペーン
　フェア期間中、参加店でぶり料
理を注文した人の中から抽選
で、ブリ丸々 1本相当の詰め
合わせギフトや、加盟店で使え
る共通食事券をプレゼント！加
盟店で配布する応募はがき、ま
たはSNS(Twitter・Instagram)
の投稿で応募できます。
※詳細は二次元コー
ドを読み取り、「ひ
みぶりフェア特設
ページ」をご覧く
ださい。

ひみぶりフェア実行委員会
　(氷見市観光協会)
　☎0766-74-5250

なないろカフェ
「認知症の妻と寄り添って」
＆クリスマス会の開催
　なないろカフェは、認知症の人
やその家族、認知症のことが気に
なっている人など、みんなで集
まって認知症のことを語り合える
寄り合いの場です。
　今回は、認知症の妻を介護する
人から、介護の実情や関わり、家
族の思いなどを話していただきま
す。実際に介護する人の貴重な話
です。ぜひ気軽にご参加ください。
　認知症についての相談も受け付
けています。また、当日は簡単な
クリスマス会も行う予定です。
■日時　12月18日㈯
　　　　10：00～11：30
■場所　寄合い処みそぎ
■定員　20人
■申込方法　前日までに電話また
　　　　　　は窓口で申し込み
七尾市地域包括支援センター　
　☎53-5789

「HIV(エイズ)検査」のご案内
　HIVやエイズは身近な問題であ
り、決してひとごとではありませ
ん。正しい知識を持ち、感染に不
安のある人は検査を受けましょ
う。
【石川県能登中部保健福祉センター】
・即日検査
　毎月第 1月曜日　 9：00～11：30
・通常検査
　第 2月曜日　　　 9：00～19：00
　第 3～ 5月曜日　 9：00～11：30
【羽咋地域センター】
・通常検査
　毎月第 2月曜日　 9：00～11：30
※即日検査は約 1時間後、通常検
査は 1週間後以降に結果をお伝
えすることができます。
※検査は要予約、匿名、無料で行っ
ています。
石川県能登中部保健福祉センター
　☎53-2482
　羽咋地域センター
　☎0767-22-1170

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

DpDp
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

今年度、最後の特定健診・がん検診の日程案内です!!
　今年度の集団検診は12月18日で終了します。(市内医療機関での特定健診は11月30日で終了しました）
　会場ではがん検診も同時実施していますが、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。(がん検診の受診票、予約票は検診
日の 3 ～ 4日前頃に届きます）
　特定健診のみを希望する人は、午後がお勧めです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※午前の特定健診は10：30に受け付けが終了します。

検診日 会場名 受付時間 特定健診 胃 大腸 肺 前立腺 乳 子宮 肝炎

12
月

17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 ● - ● - ● ● ● ●

18日㈯ 田鶴浜地区コミュニティセンター 8：30～10：00 ● ● ● ● ● - - ●
13：00～14：00 ● - ● ● ● ● ● ●

※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)を希望する人は、検診日 3日前までに申し込みが必要です。
【七尾市国民健康保険に加入している特定健診対象者40 ～ 74歳の人へ】
現在医療機関にて治療中で、今年度特定健診を受けていない人に、11月中旬以降順次、検査データ提供のお願
いを記載した案内通知(封書)を発送しています。届いた人は内容を確認いただき、ご協力をお願いします。
健康推進課　☎53-3623
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【今月のニコニコちゃんねる】
12月6日(月) ～ 12日(日)
第6回七尾市中学生英語スピーチ
コンテスト
13日(月) ～ 19日(日)
在宅介護支援センターを知ってい
ますか！
20日(月) ～ 26日(日)
令和3年度第2回七尾市議会定例会
11月第2回会議(録画放送)
27日(月) ～令和4年1月2日(日)
年末年始特別番組
※放送内容が変更となる場合があります。

ニコニコちゃんねるの
放送内容
ニコニコちゃんねるは２時間枠で
１日に５回放送しています。市か
らのお知らせや地域の出来事など
を週替わりで放送しています。月
曜から日曜まで同じ内容で、毎週
月曜に更新します。

【放送時間】6時、8時、11時、
　　　　　 18時、21時

【加入の申し込みは】
　☎53-8699(平日8：30～17：00)

【番組リクエストは】
　☎53-1130(平日9：00～14：00)

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

第2回七尾市議会定例会11月
第2回会議を生中継します。
※通常の番組を変更して放送します。

12月 7日(火)　10：00～
 　一般質問

8日(水)　10：00～
 　一般質問

16日(木)　14：00～
 　採決ほか


