
詳細は の連絡先にお問い合わせください。

令和 4年度七尾市競争入札参加資
格審査申請(工事・業務・物品)
第 2回追加登録受付開始
■受付期限　 2月28日㈪
期限後の受け付けは行いません
ので、ご注意ください。

令和 4年度競争入札参加資格
(工事)主観的事項受付開始
■受付期限　 2月28日㈪
■対象
　七尾市競争入札参加資格(工事)
がある、または審査申請中であ
る市内Ⅰ・市内Ⅱの建設工事業
者

※詳細は市ホームページに掲載し
　ています。
 七尾市　入札 検索

経営事項審査総合評定値
通知書(経審)の受付開始
■受付期限　 2月28日㈪
■対象
七尾市競争入札参加資格（工事）
がある建設工事業者

■提出方法
　令和 2年10月 1 日直前決算の経
審の写しを監理課に提出(郵送
可)

※提出済みの場合、再提出不要
※建設業許可行政庁から未着の場
合、届き次第提出
監理課　☎53-1118

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豊田
町が、宝くじの助成金で奉燈の修
繕と掲示板の整備をしました。

企画財政課　☎53-1117

 市の人口 　 　
令和 3年12月31日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世　帯　21,857世帯　（△ 38)
人　口　50,167人　　（△ 86）
　男　　23,876人　　（△ 43）
　女　　26,291人　　（△ 43）
年齢別人口
　 0 ～ 20歳　 7,369人
　21 ～ 64歳　23,562人
　65歳～　　 19,236人
転入　 69人　　転出　 98人
出生　 22人　　死亡　 79人
婚姻　 11件

 納税のお知らせ 　 　
固定資産税・都市計画税( 4 期)
国民健康保険税( 8 期)
納期限： 2月28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

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
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

第 4回やってみよう!!
魅力ある居場所づくり
～コロナ対策を踏まえた居場所づ
くり～
　居場所(通いの場)とは、地域住
民が気軽に寄り合え、仲間ととも
に楽しく過ごせる場所です。介護
予防の場としての居場所のあり方
について、みんなで考えましょう。
■日時　 3月12日㈯
　　　　13：30～15：30
■場所　
矢田郷地区コミュニティセン
ター多目的ホール

■定員　50人(先着順・要申し込み)
■内容
①介護予防、高齢者保健事業の
取り組みについて

②介護予防事業の今後のあり
方、シルバーリハビリ体操指
導士の養成について

③シルバーリハビリ体操の体験
■講師
　・(公社)石川県理学療法士会
　　北谷　正浩、諏訪　勝志、
　　石田　修也
　・チームKYE　管理栄養士　
　　橋本　良子
■申込方法　電話、メール
高齢者支援課　☎53-8463

　メール：kourei@city.nanao.lg.jp

令和 3年度子育て世帯への
臨時特別給付金のご案内
　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、子育て
世帯を力強く支援するため、給付
金を支給しています。
　対象となる世帯には、令和 3年
12月24日から順次、給付金の支給、
振込通知や申請書の発送をしてい
ます。
　申請されていない人は申請期限
までに申請してください。対象児
童がいる世帯で、通知や申請書な
どが届いていない場合は、お問い
合わせください。
■対象児童
①令和 3年 9月分の児童手当対
象児童

②高校生(平成15年 4 月 2 日～
平成18年 4 月 1 日生まれ)

③令和 3年 9月～令和 4年 3月
末までに生まれる新生児

※児童養育者の年収が960万以
上の世帯を除く

■総支給額
　児童 1人当たり10万円
■申請期限
　 2月28日㈪
子育て支援課　☎53-8445

下水道接続のお願い
　下水道の大きな目的は、生活環
境の改善と公衆衛生の向上、水質
保全です。下水道への接続により、
道路側溝などの悪臭、ハエや蚊な
どの害虫の発生が抑制され、清潔
で快適な生活環境を保つことがで
きます。
　下水道への接続がお済でない人
は、早期の接続をお願いします。　
　また、接続、補助金などの問い
合わせ、相談については上下水道
課までご連絡ください。
上下水道課　☎53-8430

　　　　　　　　　　　　　　　

水道メーター検針員募集
　 2カ月間の研修があるので、初
めての人でも安心です。
■期間　令和 4年 3月から

※開始可能月は相談に応
じます。

■業務内容
　水道メーターの検針と付随業務
　(毎月 5日～ 9日の 5日間)
■勤務地　田鶴浜地区
■募集人数　若干名(68歳まで)
■給与
　完全出来高制　 1件につき60円
　※採用後 6カ月は54円
上下水道料金お客さまセンター

　☎53-8431

Jアラート
全国一斉情報伝達訓練の実施
　Jアラートは、地震や津波、武
力攻撃などの緊急情報を、国から
市町村へ瞬時に伝えるシステムで
す。
　Jアラートからの緊急情報をさ
まざまな手段を使い、市民のみな
さんへお伝えするための情報伝達
訓練を実施します。
■日時　 2月16日㈬　11：00
■情報伝達手段
　屋外スピーカー、防災ラジオなど
■放送内容
「これはJアラートのテストで
す」× 3回
総務課防災対策室　☎53-6880

　　　　　　　　　　　　　　　

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　 2月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(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

第 9期七尾市環境審議会の
委員を公募します
■募集人員　 1人
■任期　 2年(令和 4～ 5年度)
■応募資格
　次の条件を全て満たす人
①市内に居住または通勤・通学
し、令和 4年 4月 1日現在で
満18歳以上の人

②石川県地球温暖化防止活動推
進員として活動経験がある
人、地球温暖化対策地域協議
会の登録団体、または環境の
保全を主たる活動分野とし、
事務所の所在地が県内である
NPO法人、(公財)いしかわ
環境パートナーシップ県民会
議の構成団体、市がこれらと
同等の活動実績があると認め
る団体に所属し、環境保全活
動の経験がある人で、活動を
通じて得た知見により、意見
を述べることができる人

③平日に開催する審議会に出席
できる人

④申し込み時点で、市が設置す
る審議会などの委員でない人

■応募方法
　次の書類を提出してください。
①応募申込書
②「脱炭素社会のためにできる
こと」をテーマとした小論文
(800字以内、様式自由)

※応募申込書は、環境課窓口また
は市ホームページから取得でき
ます。

■申込期限　 3月 4日㈮必着
※郵送やメール、FAXでの提出
も可

環境課
　☎53-8421　FAX53-3315
　〒926-8611
　袖ケ江町イ部25番地　　
　メール：kankyo@city.nanao.lg.jp

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、キーボードスタンド、
たんす、パソコン机、テレビ台、
子ども用整理棚、腹筋トレーニ
ングベンチ、チャイルドシート

■ゆずってください
無水鍋セット、フォークギター、
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

　　　　　　　　　　　　　　　

令和 3年度なかじまプロジェクト
市民公開講座
～認知症の予防と治療～
■日時　 3月 6日㈰　10：00開演
■場所　能登演劇堂
■講師
　・金沢大学大学院医薬保健学総合

研究科　脳老化・神経病態学
　　教授　小野　賢二郎
　　演題：認知症へのアプローチ
　　　　　を考える
　・金沢大学大学院医薬保健学総合

研究科　認知症先制医学
　　特任准教授　篠原　もえ子
　　演題：糖尿病と認知症
■費用　無料
金沢大学脳老化・神経病態学(脳

　神経内科学)　☎076-265-2292
　健康推進課　☎53-3623

上下水道事業の経営状況
　水道・下水道事業会計は、使用料を主な収入源として
います。
　収入に対する使用料の割合は、水道が 8割程度を占め
るのに対し、下水道はわずか 2割程度です。不足分は一
般会計(市税)から補

ほ

填
てん

(繰り入れ)されています。
　このため、受益と負担の不公平が生じ、本来他の行政
サービスに充てる公費が使われる状況となっています。
　現在、水道事業の経営は安定していますが、下水道事
業は厳しい状況です。安定した持続可能な事業経営を確
保するため、下水道施設などの統廃合を進めており、更
新費用や維持管理コストの縮減などにも取り組みます。
上下水道課　☎53-8002
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

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　 2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

　　　　　　　　　　　　　　　

法律相談開催
■開催日
　 2月10日㈭、17日㈭、24日㈭
　 3月 3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

ゆーりんピック2021美術展
　「ゆーりんピック」は、高齢者
の積極的な健康づくりと生きがい
づくりを目的として実施し、地域
や世代を超えて交流が深められる
スポーツ・文化の交流大会です。
　新型コロナウイルス感染症の拡
大により延期していたゆーりん
ピック2021美術展を開催します。
■展示期間　 3月 4日㈮～ 6日㈰
■展示場所
しいのき迎賓館 1階しいのきプ
ラザ、 2階イベントホール

■展示作品
日本画、洋画、工芸、彫刻、書、
写真の74作品

■入場料　無料
ゆーりんピック実行委員会

　((社福)石川県社会福祉協議会
　長寿生きがいセンター内)　
　☎076-258-3135

　　　　　　　　　　　　　　　

ハラスメント対応特別相談
窓口を開設しています
　令和 4年 4月 1日から、中小企
業にも労働施策総合推進法に基づ
くパワーハラスメント防止対策が
義務化されます。石川労働局では、
職場のあらゆるハラスメントに関
する特別相談窓口を開設していま
す。働く人も、企業の担当者もご
相談ください。
■開設期間　 3月31日㈭まで　
　　　　　　 9：00～17：00
石川労働局雇用環境・均等室

　☎076-265-4429

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

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！

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

おいしい野菜を作りませんか
市民農園の利用者を募集します
■対象　市内在住で、野菜や花を
　　　　栽培してみたい人
■利用場所
　①古府ふれあい農園(古府町)
　　 1区画の広さ　32㎡
　　年間使用料　5,000円(区画)
　②馬場農園(田鶴浜町)
　　 1区画の広さ　45㎡
　　年間使用料　3,000円(区画)
　③多根やまびこ農園(多根町)
　　 1区画の広さ　60㎡
　　年間使用料　6,000円(区画)
■利用期間
　 4月 1日㈮～令和 5年 3月31日㈮
■栽培禁止作物　植木、果樹
■募集期限　 3月28日㈪
農林水産課　☎53-8422

　　　　　　　　　　　　　　　

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
後畠 17,900円～ 38,600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　 2月18日㈮
都市建築課　☎53-8429

小さな掛金、大きな補償
スポーツ安全保険にご加入を
　スポーツ安全保険とは、アマ
チュアのスポーツや文化、ボラン
ティア活動などを行う 4人以上の
団体を対象とした、団体活動中や
経路往復中の傷害事故と賠償責任
を負う事故を補償するものです。
　また、急性心不全などの突然死
に対して葬祭費用を支払い、団体
員が安心して活動できるように作
られた営利を目的としない互助共
済的な補償制度です。
■加入区分・年間掛金
　【子ども】(中学生以下)
　・団体活動全般　　
　　団体活動のみ 800円
　　個人活動含む 1,450円
　【大　人】(高校生以上)
　・文化・ボランティア・地域活
　　動など 800円
　・スポーツ活動(指導等含む)
　　64歳以下 1,850円
　　65歳以上 1,200円
　【全年齢】
　・危険度の高いスポーツ活動
 11,000円
■受付期間
　 3月 1日㈫～令和 5年 3月30日㈭
■保険期間
　 4月 1日㈮～令和 5年 3月31日㈮
※ 4月 1日以降の申し込みは、加

入手続き日の翌日から有効です。
 スポーツ安全保険 検索

(公財)スポーツ安全協会石川県
　支部　☎076-268-3100

　　　　　　　　　　　　　　　

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　 3月 5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

　☎076-238-5750

能登羽田便利用で最大5,000円助成!
　令和 3年12月～ 3月に対象の
旅行代理店を利用して能登羽田便
に搭乗すると、一人最大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(搭乗案内 2枚で
4,000円分の商品券を交付。小人
は半額)との併用もできますので、
能登羽田便を利用した人は申請く
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。
■助成対象
　令和 3年12月 1 日㈬出発分～
　 3月31日㈭帰着分まで
※市の助成を受ける場合は、市交
　流推進課に申請ください。
のと里山空港利用促進同盟会

　事務局 ☎0768-26-2366

　　　　　　　　　　　　　　　

国民年金前納割引制度(口座
振替前納)を知っていますか？
　国民年金保険料の納付は、口座
振替での前納・早割が便利でお得
です。
　令和 4年度に 2年分、 1年分、
6カ月分の前納を希望する人は、
国民年金保険料口座振替納付(変
更)申出書を提出してください。
当月末振替(早割)を希望する人
は、随時受け付け可能です。
■申込先
　口座振替を行う口座がある金融
　機関、年金事務所　
■持ち物
基礎年金番号が分かるもの(年
金手帳など)、通帳、金融機関
への届け出印

■申込期限　 2月28日㈪
七尾年金事務所　☎53-6511
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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

【今月のニコニコちゃんねる】
2月7日(月) ～ 13日(日)
七尾東雲高等学校演劇科　
第12期定期公演「王子とこじき」
14日(月) ～ 20日(日)
令和4年七尾市成人式
21日(月) ～ 27日(日)
講演「残された時間を楽しく過ご
すために」
28日(月) ～ 3月6日(日)
七尾市在宅介護支援センターを
知っていますか?
※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
３月会議を生中継します。
※通常の番組を変更して放送します。

３月１日㈫ 10:00～  提案理由説明
　　８日㈫ 10:00～  代表質問
　　９日㈬ 10:00～  一般質問
　　10日㈭ 10:00～  一般質問
　　22日㈫ 14:00～  採決ほか


