
詳細は の連絡先にお問い合わせください。

販路開拓事業を支援します！
　商談会などに出展、または既存
の自社ウェブサイトにオンライン
ショップを新規開設し、自社商品
やサービスの販路開拓に取り組む
事業者を支援します。
■対象者
次の①～③全てに該当する中小
企業者または個人事業者
①市内に事業所がある
②市税の滞納がない
③国や県などから同様の補助金
を受けていない

■補助率
　対象経費の 2分の 1以内
■補助金上限額

区分 上限額

商
談
会
等

北陸三県以外の国内 20万円
海外 30万円

オンライン商談会 10万円
オンラインショップ 20万円

■その他
　・予算に限りがあるため、申請
しても必ず採択されるとは限
りません。

　・国内、海外で現地開催される
商談会などであっても、オン
ラインで出展される場合は、
オンライン商談会の補助上限
額となります。

　・すでに開設しているオンライ
ンショップサイトの改修や再
構築は対象外です。

産業振興課　☎53-8565

市の人口 　 　
令和 4年 4月30日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世　帯　21,896世帯　（     87)
人　口　49,676人　　（     16）
　男　　23,655人　　（     5）
　女　　26,021人　　（     11）
年齢別人口
　 0 ～ 20歳　 7,205人
　21 ～ 64歳　23,228人
　65歳～　　 19,243人
転入　 229人　転出　165人
出生　 11人　死亡　 60人
婚姻　 7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 　 　
6 月 7 日㈫
石川県中能登総合事務所
13：30 ～ 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）

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。

七尾の新商品開発を支援します！
七尾の地域資源を活かした特産
品や、既存商品を改良した特産品
の開発に取り組む事業者を支援し
ます。
■対象者
次の①～③全てに該当する中小
企業者または個人事業者
①市内に事業所がある
②市税の滞納がない
③国や県などから同様の補助金
を受けていない

■補助率
　対象経費の 2分の 1以内
■補助金上限額
30万円(ただし、過去 1年以内
に創業した者は40万円)
■その他
　・予算に限りがあるため、申請
しても必ず採択されるとは限
りません。

　・令和 5年 2月末までに実績報
告書の提出が必須です。

　・開発した新商品の翌年度の製
造および販売の実績報告書の
提出が必要です。

産業振興課　☎53-8565

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

空き公共施設などを利活用し
事業を実施する団体を募集中！
　市では、空き公共施設などを利
活用して、雇用の創出・産業の振
興・福祉の増進・地域の振興に役
立つ事業を提案・実施する法人そ
の他の団体を広く募集しています。
■対象施設
①トゥモローステーション
   庵町笹ヶ谷内 3番地10
②旧涛南中学校
　黒崎町サ部20番地の1
③旧西岸小学校
　中島町外2の1番地
④旧崎山地区コミュニティセンター
　鵜浦町上部59番地
■使用料など
　【土地】評価額の1 . 5 %
　【建物】無償
■事業審査
「七尾市空き公共施設等利活用
選定委員会」の審査を経て、団
体を選定します。
■申込締切　 6月30日㈭
※詳細は二次元
コードを読み取
り、市ホームペー
ジ内に掲載され
ている募集内容
をご確認ください。
企画政策課　☎53-1117

　　　　　　　　　　　　　　　

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24日㈮～12月 9日㈮
　　　　14：00～16：00
　　　　（毎週金曜日、全23回）
■場所　パトリア 3階　会議室 4
■定員　20人
■費用　5,300円
　　　　（テキスト、教材費）
■申込期限　 6月17日㈮
福祉課　☎53-8464

新居に入居する費用を助成します
■対象経費
　物件購入費、民間賃貸住宅の
賃料や敷金、礼金、共益費、仲介
手数料、引越費用、リフォーム費
用
■補助額　最大30万円
■対象者
　次のすべての条件を満たす人
①令和 4 年1月1日以降に婚姻
届を提出し受理された夫婦
②婚姻届提出時点で、夫婦共に
39歳以下
③夫婦の合計所得額が400万円　　
未満
④夫婦ともに市税などを完納し
ている
⑤他の公的住宅補助などを受
けていない

■その他
・申請内容に応じて、添付書類
や条件がありますので詳細は
お問い合わせください。
・予算の上限に足したときは受
付を終了します。

子育て支援課　☎53-8445

　　　　　　　　　　　　　　　

市・県民税の納税通知書を
6月13日㈪に送付します
　市・県民税は、令和 4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

児童手当の制度が一部変更
になります
①所得上限額が新設されます。
　(令和 4 年10月支給分から)
　所得額により児童手当などの支
給を受けられない人が発生しま
す。
②現況届の提出が不要になります。
　ただし次に当てはまる人は、引き
続き現況届の提出が必要です。
　・離婚協議中で配偶者と別居し
ている人、配偶者からの暴力
などにより住民票の住所地が
七尾市と異なる人、施設など
の受給者の人など

　・その他、市から提出の案内が
あった人

■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7日㈮
　・10～ 1月分　 2月10日㈮
子育て支援課　☎53-8445

　　　　　　　　　　　　　　　

家屋調査にご協力ください
　令和 4 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 5
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。調査職
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
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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
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、休日交付窓口
を設けます。
※事前に電話予約が必要です。
■日時　 6月26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

不要品活用銀行
～学生服は制服バンクへ～
■ゆずります
チャイルドシート、学習机、た
んす、サイドボード、猫用給水
機
■ゆずってください
スノーウェア（男性Ｌ、男子
120～140cm）
※市内居住者限定、電気製品不可
※登録不要となった場合は要連絡
※市内幼保園・小中学校、県内高
校の制服は、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

国民生活基礎調査ご協力のお願い
　 6月 2日を調査日として、2022
年国民生活基礎調査(世帯票・健
康票・介護票)を実施します。
　対象となった人は調査票のご記
入、ご回答をお願いします。
■対象世帯
全国で無作為に選ばれた地域の
全世帯
■調査事項
保健・医療・福祉など、国民生
活の基礎的な事項
■調査方法
　調査員が対象世帯に訪問
能登中部保健福祉センター企画
　調整課　☎53-2482

高齢者用肺炎球菌ワクチン
の定期予防接種
対象の人には接種券を送付しま
す。
■接種期間
　 6月 1日㈬～
　令和 5年 3月31日㈮
■対象者
市に住民票があり、次のいずれ
かに該当し、接種を希望する人。
　※過去に接種を終えている人は
対象外です。

　①令和 4年度に65・70・75・
80・85・90・95・100歳にな
る人

　②60歳以上65歳未満の人で、心
臓、腎臓、呼吸器の機能また
はヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫の機能に障害がある人

■費用
　2,300円（生活保護世帯は無料）
健康推進課　☎53-3624

　　　　　　　　　　　　　　　

市有地を先着順で売却します
　 4月に実施した一般競争入札で
申し込みがなかった市有地を先着
順で売却します。
■応募受付物件（土地）

番
　
　
号

所在地 登記地目
数量(㎡ )
売却価格
(円)

①
中島町宮前
甲 6番

宅　地
1764.43
7,770,000

■受付期間
6 月15日㈬～令和 5年 3月15日㈬

　※土・日、祝日などを除く
■受付時間
　 8：30 ～ 17：15
■受付場所
　監理課(本庁 1階)
　※詳細は市ホームページでご確
　認ください。
監理課　☎53-8747

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
■対象者
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

　　　　　　　　　　　　　　　

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 8日㈮　11：00
防災交通課　☎53-6880
　石川県危機対策課
　☎076-225-1483

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 17,900円～ 38,700円
和倉 19,200円～ 42,500円
万行 18,400円～ 44,900円

【田鶴浜地区】
馬場 15,900円～ 46,300円
相馬 20,600円～ 41,300円
大津 17,400円～ 39,600円

【中島地区】
中島 19,300円～ 48,100円
要貝 23,200円～ 45,500円
代本 51,400円～ 54,000円

【能登島地区】
舘山 17,800円～ 37,500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17日㈮
都市建築課　☎53-8429

　　　　　　　　　　　　　　　

緊急地震速報訓練の実施
　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。
本訓練を利用して、地震の揺れか
ら身を守る「安全行動」などの確
認をお願いします。
■日時　 6月15日㈬　10：00頃
■情報伝達手段
屋外スピーカー、防災ラジオなど

防災交通課　☎53-6880

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
日前頃に届きます。)
　集団会場で特定健診のみを希望する人は、午後からがお勧めです。

※特定健診の受付は午前10時30分に終了します。
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

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

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 - - ● - - ● ●

19日㈰ 中島健康福祉センターすこやか  8:30～10:00 ● ● ● ● ● - -

24日㈮ 矢田郷地区コミュニティセンター  8:30～10:00 ● ● ● ● ● - -
13:00～14:00 ● - ● - ● ● ●

28日㈫ 能登島地区コミュニティセンター  8:30～10:00 ● ● ● ● ● - -
7
月 3 日㈰ 矢田郷地区コミュニティセンター

（女性のみ）※託児あり  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。
【身体障害者などの胃がん検診（バリウム検査）は別日程で実施します】
　対象となる人や詳しい日程については 7月 8日㈮までにお問い合わせください。（ファクス可）
健康推進課　☎53-3623　FAX53-5990
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

お得に氷見で泊まろう！
氷見市宿泊割引キャンペーン
　「楽天トラベル」復興支援特別
サイトを利用して氷見市内の宿泊
施設に宿泊した場合、予約 1件当
たり3,000円の割引クーポンが発
行されます。
　ぜひこの機会に旬の食材を味わ
いながら、ゆっくり癒されません
か？
■予約対象期間
6 月 1 日㈬～ 8月28日㈰

■宿泊対象期間
6 月 1 日㈬チェックイン～ 9
月 1日㈭チェックアウト
■対象条件
　利用人数： 1室大人 1人以上
　宿泊料金： 1室当たり13,000円
　　　　　　（税込み）以上
■クーポン発行枚数 5,000枚
■利用方法
「楽天トラベル」復興支援特別
サイト内で該当の宿泊施設の割
引クーポンを獲得して、ご予約
ください。
※詳細は、二次
元コードを読み
取り、「きときと
ひみどっとこむ」
をご覧ください。

(一社)氷見市観光協会
　☎0766-74-5250

■セールスプロモーション提案・制作・各種印刷・WEB 　etc.

Dp
daiichiprint inc. 第一印刷株式会社

第一印刷 検索https://daiichiprint.co.jp

★売上UP★フォロワー増★ブランディング

おすすめ情報 友達紹介

アンケート

新着情報

クーポン店舗情報

スタンプカード

SNS連携 SNS 連携で
相乗効果

アプリはもっとお手軽に！
O2Oアプリを作成から
運営代行まで実現

スマホアプリで
リピーター獲得

オリジナルアプリ制作・運営サービス

七尾市古府町へ部34番地1 TEL:  0767-53-3800

能登羽田便利用で最大5,000
円助成！
4 月から令和 5年 3月末までに

対象の旅行代理店を利用して能登
羽田便に搭乗すると、 1人最大
5,000円の助成を受けられる場合
があります。
※詳細は二次元
コードを読み取
り、のと里山空
港のホームペー
ジでご確認くだ
さい。
　市の助成制度（ご搭乗案内 2枚
で4,000円分の商品券を交付。小
人半額）との併用もできますので、
この機会にぜひ能登羽田便をご利
用ください。
　また、のと里山空港ウイング・
ネットワークに入会すると、年会
費1,000円でお得な特典を受ける
ことができます。
■対象期間
4 月 1 日㈮出発分から令和 5年
3月31日㈮帰着分まで
※申請は搭乗から30日以内

のと里山空港利用促進同盟会事
　務局 ☎0768-26-2366

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」に関連
した悪質商法や、「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。

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」

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

　　　　　　　　　　　　　　　

石川県男女共同参画のつどい
■日時　 6月25日㈯
　　　　13：00 ～ 15：15
■場所　石川県女性センター
■対象者 どなたでも(要申し込み)
■第 1部
　いしかわ男女共同参画推進功労
　者知事表彰
■第 2部
　講演
　「女性はいつもBe Ambitious」
～アンコンシャス・バイアス（性
別による無意識の思い込み)を
超えて～
　講師　坂東　眞理子
■第 3部
　対談
　「おしえて、坂東さん！」～ト
モ活が進む石川になるには～
　坂東　眞理子×八重澤　美知子
総務課人権・男女共同参画室　
　☎53-1112

「求人者マイページ」を開設
する事業者を募集します
　ハローワークインターネット
サービスの求人者マイページで
は、会社のパソコンから求人の申
し込みや、変更、取消をすること
ができます。また、求職者マイペー
ジを開設している求職者から、直
接応募を受け付けることもできま
す。
　利用条件など詳細はお問い合わ
せください。
ハローワーク七尾　☎52-3255

　　　　　　　　　　　　　　　

認知症に関する相談会
＆なないろカフェ
　認知症について心配ごとや気に
なることはありませんか？家族で
悩んでいる人はいませんか？
　認知症について相談したり、情
報交換や交流をする場として活動
しています。気軽にご参加くださ
い。
■年間日程
日　程 内　容
6月18日㈯ 体力測定

折り紙など
8月20日㈯ アロマ体験
10月15日㈯ 参加者と相談し合

い、さまざまな活
動を行います。

12月17日㈯
1月21日㈯
3月18日㈯

■時間　10：00～11：30
■場所　寄合い処みそぎ
　　　　 (七尾市馬出町ツ部49
　　　　　花嫁のれん館向かい) 
■費用　無料(要申し込み)

七尾市地域包括支援センター
　☎53-5789

「求職者マイページ」を開設
して仕事探しをしませんか
　ハローワークインターネット
サービスの求職者マイページで
は、求人情報を保存したり、応募
履歴や採否結果を確認することが
できます。また、求人者マイペー
ジを開設している応募先の採用担
当者と、直接メッセージのやりと
りができます。
　利用条件など詳細はお問い合わ
せください。
ハローワーク七尾　☎52-3255

　　　　　　　　　　　　　　　

若者サポートステーション
は働きたい若者を全力でサ
ポートします。
　「働きたいけど、どうすればい
いのかわからない」「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。
　専門のカウンセラーが具体的な
サポートの方向性や課題を一緒に
考えます。気軽にご連絡ください。
■日時　 6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
の家族

若者サポートステーション石川　
　☎076-235-3060

　　　　　　　　　　　　　　　

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 2日㈯
　　　　14：00～16：00
■場所　金沢市内(会場はご連絡

いただいた際に個別にお
知らせいたします)

石川県こころの健康センター
　相談課　☎076-238-5750
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【今月のニコニコちゃんねる】【今月のニコニコちゃんねる】
6日(月)～12日(日)
わが町の誇り
でか山を曳き継ぐ
13日(月)～19日(日)
ロータリースマイルコンサート
2022　後編　
20日(月)～26日(日)
なるほどなっとく市政講座
「協働のまちづくり」

27日(月) ～ 7月3日(日)
わんぱく相撲 七尾・中能登大会
※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ニコニコちゃんねるの
放送内容放送内容
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)

ケーブルテレビにケーブルテレビに
加入して加入して

地域密着の自主放送地域密着の自主放送
「ニコニコちゃんねる」「ニコニコちゃんねる」

を楽しみませんかを楽しみませんか

七尾市議会定例会6月会議七尾市議会定例会6月会議
をを生中継生中継します。します。
※通常の番組を変更して放送します。※通常の番組を変更して放送します。

 6月14日(火) 10：00 ～
 提案理由説明
21日(火) 10：00 ～

 一般質問
22日(水) 10：00 ～

 一般質問
29日(水) 14：00 ～

 採決ほか


