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急な停電も
安心！

〒921-8831 石川県野々市市下林4-567　TEL 076-294-6500

災害時に飲み水として
利用できる「富士の湧水」

非常時に普段使いにも
役立つ「カセットこんろ」

カセットボンベ2本で
約1時間発電できる
ポータブルガス発電機。

停電時にも電気と
お湯が使える「エネファーム」

避難所でも煮炊きができる
「デリバリーステーション」

天然ヤシ油から生まれた
環境にやさしい

ハンドソープ「アララ」

空間の菌・ウイルス除去
ペットなどニオイ対策に
「おへやに騎士」

停電時に
スマホや電気製品の
使用が可能な蓄電池。

突然やってくる

災害に安心の備えを

宅配
天然水

ウイルス
対策に
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株式会社サイネックス
〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町5-3-15

TEL.06-6766-3346

株式会社サイネックス　北陸支店
〒918-8114 福井県福井市羽水2-709

TEL.0776-34-6566

編 集 後 記

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

令和3年5月発行

※掲載している広告は、令和3年4月現在の情報です。

無断で複写、転載することはご遠慮ください。

発行

広告販売

野々市市
〒921-8510 石川県野々市市三納1丁目1番地

TEL.076-227-6000㈹

　「野々市市 くらしのガイドブック」は、野々市市にお住まいの皆様へ、
市の行政情報をお届けするとともに、地域企業の発展につなげることを
目的として発行いたしました。
　また、市民の皆様に、より利便性の高い情報源としてご利用いただける
よう、官民協働事業として野々市市と株式会社サイネックスとの共同発
行としました。
　「野々市市 くらしのガイドブック」は、地域の各団体及び事業者の皆様
のご協力により、行政機関への設置はもとより、野々市市の全世帯へ無償
配布することができました。あらためて心より厚くお礼申し上げます。

■「野々市市 くらしのガイドブック」に掲載の行政情報は、令和3年2月
28日現在の情報を掲載しています。社会情勢の変動等により内容が変
更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。行政情報の
内容・手続き等で不明な場合は、各担当課までお問い合わせください。

■また掲載されているスポンサー広告は、暮らしの情報としてご活用く
ださい。広告内容については株式会社サイネックスにお尋ねください。

くらしのガイドブック
野々市市
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　いつのまにか野々市に住みついていた不思
議な生き物“のっティ”。どこで生まれたのか、
どこから来たのかは謎に包まれています。
　平成15年に運行開始したコミュニティバ
スに採用されたそのキャラクターはかわいら
しさで話題となり、平成22年2月に野々市の
公式キャラクターとなりました。

　旧野々市町、富奥村の合併5周年
を記念して、昭和35年6月15日に制
定しました。章は、平仮名で“のの”
を組み合わせ、分銅を形成し、市の
融和発展を象徴した簡潔清爽な意
匠です。

　本年の11月11日に、野々市市は市制施行10周年を迎えます。市制施

行以来、市民の皆さまと力を合わせて、ともにまちを創る「市民協働の

まちづくり」を進めてまいりました。この10年の間に、皆さまからいた

だいた自由な発想や提案によって、さまざまな舞台で市民自らが主役

となって活躍する姿が見られるようになりました。市制施行時にまい

た市民協働の種が着実に育まれ、大きな実を結んでいることを実感し

ております。

　さて、この節目の年に合わせ、市民の皆さまの生活に役立つ冊子

『野々市市くらしのガイドブック』をお届けさせていただきます。紙面

には市役所窓口での手続きのほか、子育て、健康や福祉など生活に身

近な情報を多く掲載しております。また「もしも」の災害に備え、役立

てていただくための『防災ガイド』も掲載しました。皆さまのお手元に

置いていただき、ご活用いただけると幸いです。

　新型コロナウイルス感染症の収束に向けて、待望の予防接種が始まり

ましたが、大切なのはマスクの着用や手洗いうがいなどの基本的な行動

です。引き続き、感染症予防にご理解ご協力をお願い申し上げます。

野々市市
公式キャラクター

　昭和49年（1974年）、ツバキが市
花木に選定されました。野々市市に
は昔から、枝ぶりの立派なツバキが
多く育っていました。また「野々市」
という、白に薄い紅をさしたような
美しい品種もあります。

のっティ

市長あいさつ

野々市市長　粟　貴章
あ わ  　 　 た か あ き

くらしのガイドブック野々市市 1野々市市役所　TEL.076-227-6000（代）
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お問い合わせください

ゆったり50台
大駐車場あり

・選定療養（多焦点眼内レンズの白内障手術）
・白内障、緑内障日帰り手術、網膜硝子体手術
・糖尿病網膜症レーザー治療
・レーシック（自費診療：片眼15万円～20万円）
・コンタクトレンズ
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必要なとき

印鑑登録 P48

出生届
生まれた日から14日以内に届け出

P47
赤ちゃんが生まれたら

死亡届
死亡の事実を知った日から
7日以内に届け出

P47
家族が亡くなったら

転入届
新しい住所を定めてから
14日以内に届け出

P48
引っ越ししてきたら

転出届
14日前より届け出

P48
市外へ引っ越ししていくとき

転居届
新しい住所を定めてから
14日以内に届け出

P48
市内で引っ越しするとき

婚姻届
届け出た日から効力

P47
結婚したら

きんきゅうじ

戸籍の届出・各種登録は
市役所へ届け出てください

くらしのガイドブック野々市市4
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お問い合わせください

造園・観葉植物リース・エクステリアの 3本柱。

いただける仕上がり、気配りを大切にしています。

向川外樹園は、確かな品質と、お客様にご満足
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　災害は「いつ」、「どこで」発生するかわかりません。近年、大地
震や集中豪雨、台風 などによる災害が全 国各地で 発 生してお
り、いつ野々市市で発生してもおかしくありません。
　被害を最小限にするためには一人一人が災害について知り、
日ごろから備え、もしものときは慌てずに行動することが重要
です。
　防災ガイドでは、災害についての知識や心構え、事前にでき
る備えなどについてまとめてありますので、家庭や地域で話し
合いをする際などにお役立てください。

P8
P10
P13
P14
P22
P24

P16
P23
P26

P27
P28

野々市市くらしのガイドブックの使い方
暮らしに役立つ情報がスムーズに探せます。

みなさんのお宅にお届けした「野々市市くらしのガイドブック」は、これから野々市市で、そしてずっと野々市市で暮
らしていく、そんなみなさんのためのガイドブックです。ぜひ、毎日の暮らしの中でお役立てください。

表紙と本文のカラーイン
デックスが連動しているた
め、直感的にスピーディに、
目的の情報にたどり着くこ
とができます。

とっても便利な三部構成！
困った時に頼れる

行政
情報

毎日の暮らしを支える

生活
情報

街への愛情が深まる

地域
情報

くらしのガイドブック野々市市6
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P10
P13
P14
P22
P24

P16
P23
P26

P27
P28
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循環備蓄とは

　自分の身は自分で守る「自助」が災害対策における基本です。物流やライフラインが途絶
えた時のために食料、物資等の確保や、家具の転倒防止など、自分自身を守るための対策を
行っておきましょう。

　非常用備蓄品はマニュアルどおりのものをそろえるだけでは足りません。家族の人数分をそろえることはもちろんですが、
家族構成に合わせた準備が大切です。子どもがいる家庭では、子どもの年齢によって必要なものが変わるので定期的な見
直しも必要です。

　災害が起きたとき、まず心配になるのは家族の安否です。多くの場合、仕事や学校などで
日中離れて生活していますが、そんなときのために連絡方法や集合場所などを決めておくと
安心です。災害時は通信回線がつながりにくくなります。複数の通信手段を使っていずれか
の方法で連絡が取れる準備をしておくことが大切です。

災害復旧まで自力で生活するための用意をします。できるだけ７日分以上（最低でも３日
分）の備えをしておきましょう。日常生活の中で、備蓄した水や食料を使いまわすこと（循
環備蓄）で賞味期限を気にすることなく、備蓄することができます。

□非常食（アルファ米）
□非常食（レトルト食品）
□非常食（缶詰など）
□飲料水（1人1日3㍑以上）
□ヘルメット・防災ずきん
□携帯ラジオ・予備電池
□懐中電灯・予備電池
□救急医薬品
□常備薬・お薬手帳
□ろうそく・ランタン・LEDライト
□ライター・マッチ
□ナイフ・缶切り・栓抜き
□ティッシュ
□ウエットティッシュ

□ビニール手袋
□ボディペーパー
□石けん
□マウスウォッシュ
□衣類・上着・下着
□女性用生理用品
□防寒着
□スリッパ（内履き）
□タオル
□ビニール袋
□ゴミ袋
□ラップ
□使い捨て食器
□体温計

□消毒液（手指消毒用）
□マスク
□携帯電話の充電器
□モバイルバッテリー
□非常用トイレ
□ブルーシート・
　レジャーシート
□貴重品
□現金
□健康保険証のコピー
□カセットコンロ・カセットガス
□工具類（バール、のこぎりなど）
□軍手
□洪水ハザードマップ

乳幼児がいる家庭

ミルク（粉・液体）、ほ乳びん、おむつ、おしりふ
き、離乳食、スプーン、洗浄綿、バスタオルまたは
ベビー毛布、ガーゼまたはハンカチ、バケツ、ビ
ニール袋、石けんなど

妊婦がいる家庭

脱脂綿、ガーゼ、さらし、洗浄綿、新生児用品、
ティッシュ、新聞紙、石けん、母子手帳など

介護が必要な高齢者等がいる家庭

着替え、おむつ、おしりふき、ティッシュ、補助具
（杖など）、常備薬、障がい者手帳など

ペットがいる家庭

飲用水・ペットフード（最低１週間分）、名札・鑑札
（飼い主氏名、連絡先記入）、医薬品、リード、首
輪、ケージなど

≪自宅の安全点検≫

　地震が起きたときに気をつけたいのは家具の転倒・落
下です。強い揺れによって部屋の中の家具は凶器となって
襲ってきます。
　また、倒れた家具がドアなどをふさぐことで避難が遅
れてしまうことになります。重
い家具は転倒防止金具などで
しっかり固定し、人の上に倒れ
てきたりドアなどをふさがない
ように向きを変えるなどの工夫
をしてみましょう。

家具の転倒・落下を防止しましょう

問い合わせ先　
建築住宅課　開発住宅係　☎227-6087

　過去の地震による建物倒壊などの被害は、昭和56年５
月以前の住まい（旧耐震基準の住宅）に多く生じていま
す。これらの住まいについて、耐震診断や耐震改修の補助
を実施しています。耐震改修は、定額150万円という全国
的にも手厚い補助金
があります。ぜひ検討
ください。

既存住宅の耐震改修

循環備蓄
「必要なものを必要な分だけ」を
実践し続けるため、普段食べてい
るレトルト食品や飲み物を賞味
期限前に消費し、消費した分を新
しく補充していく方法です。

消費した分
を買い足す

補完したものをまとめて
管理

日付の古いものからこま
めに消費

くらしのガイドブック野々市市8
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循環備蓄とは

　自分の身は自分で守る「自助」が災害対策における基本です。物流やライフラインが途絶
えた時のために食料、物資等の確保や、家具の転倒防止など、自分自身を守るための対策を
行っておきましょう。

　非常用備蓄品はマニュアルどおりのものをそろえるだけでは足りません。家族の人数分をそろえることはもちろんですが、
家族構成に合わせた準備が大切です。子どもがいる家庭では、子どもの年齢によって必要なものが変わるので定期的な見
直しも必要です。

　災害が起きたとき、まず心配になるのは家族の安否です。多くの場合、仕事や学校などで
日中離れて生活していますが、そんなときのために連絡方法や集合場所などを決めておくと
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□ナイフ・缶切り・栓抜き
□ティッシュ
□ウエットティッシュ

□ビニール手袋
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□携帯電話の充電器
□モバイルバッテリー
□非常用トイレ
□ブルーシート・
　レジャーシート
□貴重品
□現金
□健康保険証のコピー
□カセットコンロ・カセットガス
□工具類（バール、のこぎりなど）
□軍手
□洪水ハザードマップ

乳幼児がいる家庭

ミルク（粉・液体）、ほ乳びん、おむつ、おしりふ
き、離乳食、スプーン、洗浄綿、バスタオルまたは
ベビー毛布、ガーゼまたはハンカチ、バケツ、ビ
ニール袋、石けんなど

妊婦がいる家庭

脱脂綿、ガーゼ、さらし、洗浄綿、新生児用品、
ティッシュ、新聞紙、石けん、母子手帳など

介護が必要な高齢者等がいる家庭

着替え、おむつ、おしりふき、ティッシュ、補助具
（杖など）、常備薬、障がい者手帳など

ペットがいる家庭

飲用水・ペットフード（最低１週間分）、名札・鑑札
（飼い主氏名、連絡先記入）、医薬品、リード、首
輪、ケージなど

≪自宅の安全点検≫

　地震が起きたときに気をつけたいのは家具の転倒・落
下です。強い揺れによって部屋の中の家具は凶器となって
襲ってきます。
　また、倒れた家具がドアなどをふさぐことで避難が遅
れてしまうことになります。重
い家具は転倒防止金具などで
しっかり固定し、人の上に倒れ
てきたりドアなどをふさがない
ように向きを変えるなどの工夫
をしてみましょう。

家具の転倒・落下を防止しましょう

問い合わせ先　
建築住宅課　開発住宅係　☎227-6087

　過去の地震による建物倒壊などの被害は、昭和56年５
月以前の住まい（旧耐震基準の住宅）に多く生じていま
す。これらの住まいについて、耐震診断や耐震改修の補助
を実施しています。耐震改修は、定額150万円という全国
的にも手厚い補助金
があります。ぜひ検討
ください。

既存住宅の耐震改修

循環備蓄
「必要なものを必要な分だけ」を
実践し続けるため、普段食べてい
るレトルト食品や飲み物を賞味
期限前に消費し、消費した分を新
しく補充していく方法です。

消費した分
を買い足す

補完したものをまとめて
管理

日付の古いものからこま
めに消費
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災害時にすべきことは？

　大規模災害が発生したときは、防災機関が十分に対応できないおそれがありま
す。そんなときに頼りになるのが、地域での助け合いである「共助」です。日ごろから
防災訓練などの行事に参加することが、自分の家族や家を守ることに繋がります。

　自主防災組織とは、「自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚、連帯感に基づき、自主的に結
成する組織のことで、災害による被害を予防し、軽減するための活動を行う組織をいいます。

　市では、自主防災組織リーダー育成事業として、町内会等の推薦を受け、継続して地域の防災リーダーとして活動して
いただける人に対し、防災士の資格取得の費用を負担しています。
　防災士の資格取得後は、地域の防災リーダーとして、町内会での訓練や拠点避難所での避難所運営委員会に参加して
いただくことになります。

　災害時には、家屋等の下敷きになる人やけが人の発生、出火など、さまざまな事態が発生する恐れ
があります。公共機関と連絡を取り合いながら、地域のみんなで力を合わせて活動しましょう。

　災害に関する正しい情報を住民に伝達しま
す。また、地域の被害状況や火災の発生状況を
とりまとめます。

・第１分団（本町地区）
・第２分団（富奥地区）
・第３分団（郷地区）
・第４分団（押野地区）
・第５分団（女性分団）

　野々市市消防団は定員135名（基本団員
120名、機能別団員15名）、1本部、5分団で
構成しています。

　野々市市消防団では11名の女性消防団員（第5
分団）が活躍しています。
　一人暮らしの高齢者宅の防火診断や市内の保育
園などでの防火紙芝居の読み聞かせなどの防火啓
発活動のほか、応急手当普及員※として、消防職員
による救命講習会のサポートも行っています。

※応急手当普及員は、職場やお住まいの町内会、自主防災組織において救命講習会
や救命入門コースを開催することができます。

　全国で多くの学生が団員として活
躍しています。
　野々市市内在住または野々市市内
の大学に通っ
ている人であ
れば入団でき
ます。

お問い合せ先　環境安全課　防災安全係　☎ 227-6051

消防団の活動

女性も活躍しています（女性消防団員） 大学生でも入団できます
（学生消防団員）

情報の収集・伝達1
　大災害時には多数の負傷者が出る
ため、すぐに医師による治療が受けら
れるとは限りません。その場合は応急
手当てを行い、救護所（拠点避難所等）
へ搬送しましょう。

医療救護活動5

　住民を避難所などの安全な場所に
誘導します。避難経路は災害の状況に
より変化しますので、日ごろから危険
個所を把握するなど、正確な情報に基
づき誘導をしましょう。

避難誘導6

　食料や水、応急物資などを配分しま
す。また、必要に応じて炊き出しなど
の給食、給水活動を行います。

給食・給水活動7

　災害が発生した場合は町内の各家庭が無事
かどうか確認します。

安否確認2

　負傷者や倒壊した家屋などの下敷きになっ
た 人 た ち の 救 出・救 助 活 動 を 身 近 な 工 具

（ジャッキ・バール・のこぎりなど）を利用して
行います。ただし、救出作業は危険を伴う場合
がありますので、二次災害に十分注意してくだ
さい。

救出活動3

　日ごろの出火防止のための活動や、初期消火
活動を行います。ただし、消防署や消防団が到着
するまでの間、火災の拡大延焼を防ぐのが基本
です。決して無理はしないようにしましょう。

防火・消火活動4

玄関先に掲げられた家族全員
無事を示す「黄色いタオル」を
町内会役員等が確認し、掲げ
られていない家庭を個別訪問
し、安否を確認します。

結ネットを災害時モー
ドに切り替えて、スマー
トフォンを利用した安
否確認を行います。

消防ポンプ車で火災
現場にかけつけ、早
期鎮火に努めます。

消　火

警戒パトロールや火
災防ぎょ訓練を行い
防火に努めます。

防　火

地震などの自然災害
時に、被災者の救助・
救出を行います。

救　助

台風や集中豪雨など
の水害時に、土のう
積みなどの水防活動
を行います。

水　防

市消防出初式やじょ
んからまつりでのは
しご登りや、保育園
児への防火啓発など
を行います。

広　報 組　織

　災害が発生し、拠点避難所が開設さ
れた場合は、避難所運営マニュアルに
基づき避難所の自主的な運営を行い
ます。

避難所の運営8

スマートフォンアプリ
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災害時にすべきことは？

　大規模災害が発生したときは、防災機関が十分に対応できないおそれがありま
す。そんなときに頼りになるのが、地域での助け合いである「共助」です。日ごろから
防災訓練などの行事に参加することが、自分の家族や家を守ることに繋がります。

　自主防災組織とは、「自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚、連帯感に基づき、自主的に結
成する組織のことで、災害による被害を予防し、軽減するための活動を行う組織をいいます。

　市では、自主防災組織リーダー育成事業として、町内会等の推薦を受け、継続して地域の防災リーダーとして活動して
いただける人に対し、防災士の資格取得の費用を負担しています。
　防災士の資格取得後は、地域の防災リーダーとして、町内会での訓練や拠点避難所での避難所運営委員会に参加して
いただくことになります。

　災害時には、家屋等の下敷きになる人やけが人の発生、出火など、さまざまな事態が発生する恐れ
があります。公共機関と連絡を取り合いながら、地域のみんなで力を合わせて活動しましょう。

　災害に関する正しい情報を住民に伝達しま
す。また、地域の被害状況や火災の発生状況を
とりまとめます。

・第１分団（本町地区）
・第２分団（富奥地区）
・第３分団（郷地区）
・第４分団（押野地区）
・第５分団（女性分団）

　野々市市消防団は定員135名（基本団員
120名、機能別団員15名）、1本部、5分団で
構成しています。

　野々市市消防団では11名の女性消防団員（第5
分団）が活躍しています。
　一人暮らしの高齢者宅の防火診断や市内の保育
園などでの防火紙芝居の読み聞かせなどの防火啓
発活動のほか、応急手当普及員※として、消防職員
による救命講習会のサポートも行っています。

※応急手当普及員は、職場やお住まいの町内会、自主防災組織において救命講習会
や救命入門コースを開催することができます。

　全国で多くの学生が団員として活
躍しています。
　野々市市内在住または野々市市内
の大学に通っ
ている人であ
れば入団でき
ます。

お問い合せ先　環境安全課　防災安全係　☎ 227-6051

消防団の活動

女性も活躍しています（女性消防団員） 大学生でも入団できます
（学生消防団員）

情報の収集・伝達1
　大災害時には多数の負傷者が出る
ため、すぐに医師による治療が受けら
れるとは限りません。その場合は応急
手当てを行い、救護所（拠点避難所等）
へ搬送しましょう。

医療救護活動5

　住民を避難所などの安全な場所に
誘導します。避難経路は災害の状況に
より変化しますので、日ごろから危険
個所を把握するなど、正確な情報に基
づき誘導をしましょう。

避難誘導6

　食料や水、応急物資などを配分しま
す。また、必要に応じて炊き出しなど
の給食、給水活動を行います。

給食・給水活動7

　災害が発生した場合は町内の各家庭が無事
かどうか確認します。

安否確認2

　負傷者や倒壊した家屋などの下敷きになっ
た 人 た ち の 救 出・救 助 活 動 を 身 近 な 工 具

（ジャッキ・バール・のこぎりなど）を利用して
行います。ただし、救出作業は危険を伴う場合
がありますので、二次災害に十分注意してくだ
さい。

救出活動3

　日ごろの出火防止のための活動や、初期消火
活動を行います。ただし、消防署や消防団が到着
するまでの間、火災の拡大延焼を防ぐのが基本
です。決して無理はしないようにしましょう。

防火・消火活動4

玄関先に掲げられた家族全員
無事を示す「黄色いタオル」を
町内会役員等が確認し、掲げ
られていない家庭を個別訪問
し、安否を確認します。

結ネットを災害時モー
ドに切り替えて、スマー
トフォンを利用した安
否確認を行います。

消防ポンプ車で火災
現場にかけつけ、早
期鎮火に努めます。

消　火

警戒パトロールや火
災防ぎょ訓練を行い
防火に努めます。

防　火

地震などの自然災害
時に、被災者の救助・
救出を行います。

救　助

台風や集中豪雨など
の水害時に、土のう
積みなどの水防活動
を行います。

水　防

市消防出初式やじょ
んからまつりでのは
しご登りや、保育園
児への防火啓発など
を行います。

広　報 組　織

　災害が発生し、拠点避難所が開設さ
れた場合は、避難所運営マニュアルに
基づき避難所の自主的な運営を行い
ます。

避難所の運営8
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空き家の所有者等は、次のようなことに心掛けましょう。

・複数の人で対応します。
・緊急のときはおぶって避難します。
・リヤカー等も活用しましょう。

　市では、災害時の避難誘導等の支援や安否確認を迅速かつ円滑に行うため、避難行動要支援者名簿を作成し、平常時から地域で助け合
う体制づくりをすすめています。
　この名簿は、消防署、警察署、民生・児童委員、市社会福祉協議会、自主防災組織（町内会）などの避難支援等関係者に提供します。（個人情
報は適切に管理し、避難支援に関わる目的以外には使用しません。）
　また、要支援者を支援する人や普段いる部屋、避難方法を記載した個別計画を作成し、逃げ遅れを防ぎましょう。

お問い合わせ先　介護長寿課　高齢者福祉係　☎227-6062

お問い合わせ先　「地域支え合いマップ」とは、住民による支え合いを育むため、地域の社
会資源や住民の支え合いに関する状況を記した地図のことです。
　地震などの災害時には、ご近所での支え合いが必要不可欠であり、い
ざというとき支え合うには、普段からの関わりが大切になります。
　マップ作りの過程で、地域の生活課題や社会資源等を掘り起こし、地
域の支え合いによる解決を図ることを目指します。

市社会福祉協議会 ･････････････････☎ 246-0112
本町地区地域包括支援センター ･････☎ 246-8005
富奥地区地域包括支援センター ･････☎ 248-7676
郷・押野地区地域包括支援センター ･･☎ 294-6547

　住まいが災害により被害を受けたときは、あまりのショックに、何から手を付けたらいいかわからなくなるかもしれません。被災され
た方が一日も早く日常の生活を取り戻せるよう、行政も様々な支援に動き出します。その支援を受けるためにも、被害状況を写真で記録
するようお願いします。

　家などの被害状況を写真に撮っておくと、罹災・被災証明書の取得や保険の請求の際などに役立ちます。
　ポイントは家の中と外を撮ることです。

　罹災・被災証明書とは、自然災害等により損傷のあった建物等の被害状況を証明するものです。被災者生活再建支援制度等の申請や保
険の請求に必要となります。

※火災の場合は申請した時点で、被害状況の調査が終了している場合があります。

　空き家の適正な管理を怠ることは、地震や台風などの災害が発生した場合に、建物の倒壊、屋根や外壁の飛散により、付近の住民や住
宅に被害を拡大させる恐れがあります。
　また、平常時においては、不法侵入や放火の恐れがあるなど、防犯上の観点からも周囲の生活環境に影響を及ぼすことが懸念されます。

・災害援護資金
・緊急小口資金　など

□定期的に敷地内の除草や樹木の剪定を行い、こまめな換気や建物に破損がないかなど空き家の状態を点検する。
□自分で管理できない場合は、業者などに依頼する。
□不審者が侵入しないように施錠などを徹底する。
□外壁等の破損や倒壊の危険がある場合は、早めに修繕、解体などを行う。
□大雪時には、落雪などで周辺に迷惑とならないよう除雪を行う。
□長期間不在となる場合や、空き家にする場合は、ご近所や町内会の方に連絡先を伝えておく。

●災害のとき配慮が必要な人に
　優しく接しましょう
　突然起きる災害のときに大きな被害
を受けやすいのは要配慮者と呼ばれる
人たちです。要配慮者とは、高齢者や子
ども、障がいのある人、外国人など配慮
が必要な人たちのことです。いざとい
うときは地域のみんなで協力して要配
慮者を支援しましょう。

●要配慮者になったつもりで
　避難経路の点検を
　目や耳の不自由な人や外国
人に向けた警報・避難方法が正
しく伝えられるのか、放置自転
車などの障害物は無いかなど、
日ごろからの点検が大切です。

●避難するときはしっかり
　誘導する
　一人の避難行動要支援者※に複数
の住民が支援するなど、具体的な救
援体制を決めておきましょう。隣近
所での助け合いがとても有効です。
※要配慮者のうち、避難する際に特

に支援が必要な方を避難行動要支
援者といいます。

●困ったときこそ温かい
　気持ちで
　非常時こそ、不安な状況に置かれて
いる人に優しく接することが必要で
す。困っている人や要配慮者には思い
やりの心を持って支援しましょう。

●日ごろから積極的な
　コミュニケーションをとりましょう
　災害のときに円滑な支援活動をす
るために、日ごろからコミュニケー
ションをとっていることがとても大
切です。

高齢者や負傷者
・杖を持つ手と反対側の肘の辺りに

軽く触れるか、腕や肩を貸して半歩
くらい前をゆっくり進みましょう。

・階段などの障害物を案内しながら
進みましょう。

目の不自由な人
・口を大きく動かし、はっきりと話し

ましょう。
・身振りや筆談などで正確な情報を

伝えましょう。

耳が不自由な人

・身振りや手振りで話しかけ、孤立さ
せないようにしましょう。

外国人

家の外部の写真の撮り方

罹災証明書で受けられる被災者支援措置（一例）

・なるべく４方向から撮る。
・浸水した場合は浸水の深さも分か

るように撮る。（メジャーなど比較
できるものと一緒に撮るなど）

内部の写真の撮り方

・被災した部屋ごとの全景を撮る
・被害箇所の「寄り」の写真を撮る。
・キッチンや洗面台などの住宅設備、家電などの被害状況も撮っておく。
・自転車、物置、農機具などの被害状況も撮っておく。

・階段では二人以上で支援します。
 上りは前向き、下りは後ろ向きで移
動すると安全です。

・支援者が一人の場合はおぶいひも
などを利用し、おぶって避難しま
しょう。

車いすを利用している人

★被害を受けたすべて
の箇所の写真を撮り
ましょう。

問い合わせ先　税務課　資産税係 ☎227-6037
　　　　　　　　白山野々市広域消防本部 ☎276-1119

問い合わせ先　建築住宅課　開発住宅係　☎227-6087

火災の場合は▶

被災から支援制度の活用までの流れ

①
申
請

②
被
害
状
況
の
調
査

③
罹
災・被
災
証
明
書
の

交
付

④
各
種
被
災
者
支
援

制
度
の
活
用

給付 融資
・被災者生活再建支援金
・義援金
・災害弔慰金　など

・災害救助法に基づく応急
仮設住宅

・住宅の応急修理　など

減免・猶予 現物支給
・税金
・保険料
・公共料金等の支払い　など

出典：政府広報オンライン

くらしのガイドブック野々市市12
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空き家の所有者等は、次のようなことに心掛けましょう。

・複数の人で対応します。
・緊急のときはおぶって避難します。
・リヤカー等も活用しましょう。

　市では、災害時の避難誘導等の支援や安否確認を迅速かつ円滑に行うため、避難行動要支援者名簿を作成し、平常時から地域で助け合
う体制づくりをすすめています。
　この名簿は、消防署、警察署、民生・児童委員、市社会福祉協議会、自主防災組織（町内会）などの避難支援等関係者に提供します。（個人情
報は適切に管理し、避難支援に関わる目的以外には使用しません。）
　また、要支援者を支援する人や普段いる部屋、避難方法を記載した個別計画を作成し、逃げ遅れを防ぎましょう。

お問い合わせ先　介護長寿課　高齢者福祉係　☎227-6062

お問い合わせ先　「地域支え合いマップ」とは、住民による支え合いを育むため、地域の社
会資源や住民の支え合いに関する状況を記した地図のことです。
　地震などの災害時には、ご近所での支え合いが必要不可欠であり、い
ざというとき支え合うには、普段からの関わりが大切になります。
　マップ作りの過程で、地域の生活課題や社会資源等を掘り起こし、地
域の支え合いによる解決を図ることを目指します。

市社会福祉協議会 ･････････････････☎ 246-0112
本町地区地域包括支援センター ･････☎ 246-8005
富奥地区地域包括支援センター ･････☎ 248-7676
郷・押野地区地域包括支援センター ･･☎ 294-6547

　住まいが災害により被害を受けたときは、あまりのショックに、何から手を付けたらいいかわからなくなるかもしれません。被災され
た方が一日も早く日常の生活を取り戻せるよう、行政も様々な支援に動き出します。その支援を受けるためにも、被害状況を写真で記録
するようお願いします。

　家などの被害状況を写真に撮っておくと、罹災・被災証明書の取得や保険の請求の際などに役立ちます。
　ポイントは家の中と外を撮ることです。

　罹災・被災証明書とは、自然災害等により損傷のあった建物等の被害状況を証明するものです。被災者生活再建支援制度等の申請や保
険の請求に必要となります。

※火災の場合は申請した時点で、被害状況の調査が終了している場合があります。

　空き家の適正な管理を怠ることは、地震や台風などの災害が発生した場合に、建物の倒壊、屋根や外壁の飛散により、付近の住民や住
宅に被害を拡大させる恐れがあります。
　また、平常時においては、不法侵入や放火の恐れがあるなど、防犯上の観点からも周囲の生活環境に影響を及ぼすことが懸念されます。

・災害援護資金
・緊急小口資金　など

□定期的に敷地内の除草や樹木の剪定を行い、こまめな換気や建物に破損がないかなど空き家の状態を点検する。
□自分で管理できない場合は、業者などに依頼する。
□不審者が侵入しないように施錠などを徹底する。
□外壁等の破損や倒壊の危険がある場合は、早めに修繕、解体などを行う。
□大雪時には、落雪などで周辺に迷惑とならないよう除雪を行う。
□長期間不在となる場合や、空き家にする場合は、ご近所や町内会の方に連絡先を伝えておく。

●災害のとき配慮が必要な人に
　優しく接しましょう
　突然起きる災害のときに大きな被害
を受けやすいのは要配慮者と呼ばれる
人たちです。要配慮者とは、高齢者や子
ども、障がいのある人、外国人など配慮
が必要な人たちのことです。いざとい
うときは地域のみんなで協力して要配
慮者を支援しましょう。

●要配慮者になったつもりで
　避難経路の点検を
　目や耳の不自由な人や外国
人に向けた警報・避難方法が正
しく伝えられるのか、放置自転
車などの障害物は無いかなど、
日ごろからの点検が大切です。

●避難するときはしっかり
　誘導する
　一人の避難行動要支援者※に複数
の住民が支援するなど、具体的な救
援体制を決めておきましょう。隣近
所での助け合いがとても有効です。
※要配慮者のうち、避難する際に特

に支援が必要な方を避難行動要支
援者といいます。

●困ったときこそ温かい
　気持ちで
　非常時こそ、不安な状況に置かれて
いる人に優しく接することが必要で
す。困っている人や要配慮者には思い
やりの心を持って支援しましょう。

●日ごろから積極的な
　コミュニケーションをとりましょう
　災害のときに円滑な支援活動をす
るために、日ごろからコミュニケー
ションをとっていることがとても大
切です。

高齢者や負傷者
・杖を持つ手と反対側の肘の辺りに

軽く触れるか、腕や肩を貸して半歩
くらい前をゆっくり進みましょう。

・階段などの障害物を案内しながら
進みましょう。

目の不自由な人
・口を大きく動かし、はっきりと話し

ましょう。
・身振りや筆談などで正確な情報を

伝えましょう。

耳が不自由な人

・身振りや手振りで話しかけ、孤立さ
せないようにしましょう。

外国人

家の外部の写真の撮り方

罹災証明書で受けられる被災者支援措置（一例）

・なるべく４方向から撮る。
・浸水した場合は浸水の深さも分か

るように撮る。（メジャーなど比較
できるものと一緒に撮るなど）

内部の写真の撮り方

・被災した部屋ごとの全景を撮る
・被害箇所の「寄り」の写真を撮る。
・キッチンや洗面台などの住宅設備、家電などの被害状況も撮っておく。
・自転車、物置、農機具などの被害状況も撮っておく。

・階段では二人以上で支援します。
 上りは前向き、下りは後ろ向きで移
動すると安全です。

・支援者が一人の場合はおぶいひも
などを利用し、おぶって避難しま
しょう。

車いすを利用している人

★被害を受けたすべて
の箇所の写真を撮り
ましょう。

問い合わせ先　税務課　資産税係 ☎227-6037
　　　　　　　　白山野々市広域消防本部 ☎276-1119

問い合わせ先　建築住宅課　開発住宅係　☎227-6087

火災の場合は▶

被災から支援制度の活用までの流れ

①
申
請

②
被
害
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況
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③
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制
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給付 融資
・被災者生活再建支援金
・義援金
・災害弔慰金　など

・災害救助法に基づく応急
仮設住宅

・住宅の応急修理　など

減免・猶予 現物支給
・税金
・保険料
・公共料金等の支払い　など

出典：政府広報オンライン

くらしのガイドブック野々市市 13野々市市役所　TEL.076-227-6000（代）
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　大きな地震が発生したとき、冷静に対応するのは難しいことですが、一瞬の判断が生死を分けることも考えられます。いざという時、
「あわてず、落ち着いて」行動するために、行動パターンを理解しておきましょう。
　災害のときに地域で協力して円滑な支援活動をするために、日ごろからコミュニケーションをとっていることがとても大切です。

　石川県内とその周辺には多数の活断層があり、県内のどの地域も、約100年に一度程度の割合でかなりの規模の地震被害を経験してお
り、県全体としては30年に一度の割合で地震被害が発生しています。
　本市の東側には森本・富樫断層帯があり、今後30年以内に地震が発生する確率は、２～８％と国内の活断層の中では、発生確率が高い
グループに位置付けられています。

　地震から身を守る最大のポイントは、普段からの備えとあわてず、落ち着いた行動です。ケガや火災などの二次災害を引き起こさない
ためにも、いざという時の行動を覚えておきましょう。

　緊急地震速報は、地震の発生直後に震源近くで地震波をキャッチし、強い揺れが発生する直前に知らせる
情報です。最大震度5弱以上が推定される場合に、テレビやラジオ、携帯電話などを通じて知らせます。緊急地
震速報を見聞きしてから揺れがくるまでの時間は、わずか数秒から数十秒しかありません。その短い時間に、
身の安全を守ることを最優先にシェイクアウト行動（しゃがむ、隠れる、じっとする）を実施しましょう。
※震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。

【想定地震の震源断層の位置】

緊急地震速報が出されたら、身の安全を最優先に考えた行動を！！

　ブロック塀・門柱・自動販売機などは倒れ
やすいので要注意。

狭い路地、塀ぎわ、がけや
川べりには近寄らない。６

　避難場所へは徒歩で避難を。車は使わな
い。避難する前にガスの元栓を閉め、電気の
ブレーカーを落としましょう。（注）

避難は徒歩で、
荷物は最小限にする。７

　お年寄りや身体の不自由な人、ケガ人な
どに声をかけ、みんなで助け合いましょう。

みんなが協力し合って
応急救護を。８

　うわさやデマに振り回されず、テレビや
ラジオで正しい情報を。

正しい情報を入手し、
余震に注意する。９

　山間部や海岸地帯で地震を感じたら、早
めの避難行動を。

山や海に行ったときは、
山崩れ、がけ崩れ、津波に注意する。10

　家具の転倒や落下物から身を守るた
めの行動「しゃがむ、かくれる、じっとす
る」を実施しましょう。

まずわが身の安全を図る。1

　無理して火を消しに行くと、調理器具
が落ちてきてやけどなどをしたりする
ので、揺れが収まるまで待ちましょう。

無理して火の始末をしない。２

３
　とくに鉄筋コンクリートの建物内にい
るときは、閉めたままだと建物がゆがみ、
出入口が開かなくなることがあります。

非常出口を確保する。

　「火事だ！」と大声で叫び、隣近所にも
協力を求め初期消火に努めましょう。

火が出たらまず消火を。４

　外に逃げるときは、瓦やガラスなどの
落下物に注意し、落ち着いた行動を。

外へ逃げるときはあわてずに。５

揺れが
収まった後

（注）避難して家を空けるときは、電気器具のコンセントを抜き、ブレーカーも切っておきましょう。スイッチが
入ったまま倒れた電気器具や切断した電気の配線は、電気が復旧した際に火元となる可能性があります。

野々市市

加賀平野の地震

調査主体 石川県 環境省
調査年 平成10年 平成29年
地震の想定規模
(マグニチュード) 7.0 7.2

全壊建物
棟 8 222
率（％） 0.1 1.08

半壊建物
棟 499 1,454
率（％） 4.1 7.1

出火炎上件数 0 6
延焼棟数 0 565
死者 6 ※
負傷者数 53 ※
要救出者数 5 ※
避難者数 428 2471

上水道排水管

被 害 箇
所 343 ※

被 害 箇
所/ｋｍ 1.6 ※

想定地震 震源断層規模

加賀平野の地震

長さ　40km
幅　　20km
傾き　　鉛直

M　7.0

※は未調査項目です。

【想定地震の規模等】（県想定）

【野々市市の想定被害】
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　大きな地震が発生したとき、冷静に対応するのは難しいことですが、一瞬の判断が生死を分けることも考えられます。いざという時、
「あわてず、落ち着いて」行動するために、行動パターンを理解しておきましょう。
　災害のときに地域で協力して円滑な支援活動をするために、日ごろからコミュニケーションをとっていることがとても大切です。

　石川県内とその周辺には多数の活断層があり、県内のどの地域も、約100年に一度程度の割合でかなりの規模の地震被害を経験してお
り、県全体としては30年に一度の割合で地震被害が発生しています。
　本市の東側には森本・富樫断層帯があり、今後30年以内に地震が発生する確率は、２～８％と国内の活断層の中では、発生確率が高い
グループに位置付けられています。

　地震から身を守る最大のポイントは、普段からの備えとあわてず、落ち着いた行動です。ケガや火災などの二次災害を引き起こさない
ためにも、いざという時の行動を覚えておきましょう。

　緊急地震速報は、地震の発生直後に震源近くで地震波をキャッチし、強い揺れが発生する直前に知らせる
情報です。最大震度5弱以上が推定される場合に、テレビやラジオ、携帯電話などを通じて知らせます。緊急地
震速報を見聞きしてから揺れがくるまでの時間は、わずか数秒から数十秒しかありません。その短い時間に、
身の安全を守ることを最優先にシェイクアウト行動（しゃがむ、隠れる、じっとする）を実施しましょう。
※震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。

【想定地震の震源断層の位置】

緊急地震速報が出されたら、身の安全を最優先に考えた行動を！！

　ブロック塀・門柱・自動販売機などは倒れ
やすいので要注意。

狭い路地、塀ぎわ、がけや
川べりには近寄らない。６

　避難場所へは徒歩で避難を。車は使わな
い。避難する前にガスの元栓を閉め、電気の
ブレーカーを落としましょう。（注）

避難は徒歩で、
荷物は最小限にする。７

　お年寄りや身体の不自由な人、ケガ人な
どに声をかけ、みんなで助け合いましょう。

みんなが協力し合って
応急救護を。８

　うわさやデマに振り回されず、テレビや
ラジオで正しい情報を。

正しい情報を入手し、
余震に注意する。９

　山間部や海岸地帯で地震を感じたら、早
めの避難行動を。

山や海に行ったときは、
山崩れ、がけ崩れ、津波に注意する。10

　家具の転倒や落下物から身を守るた
めの行動「しゃがむ、かくれる、じっとす
る」を実施しましょう。

まずわが身の安全を図る。1

　無理して火を消しに行くと、調理器具
が落ちてきてやけどなどをしたりする
ので、揺れが収まるまで待ちましょう。

無理して火の始末をしない。２

３
　とくに鉄筋コンクリートの建物内にい
るときは、閉めたままだと建物がゆがみ、
出入口が開かなくなることがあります。

非常出口を確保する。

　「火事だ！」と大声で叫び、隣近所にも
協力を求め初期消火に努めましょう。

火が出たらまず消火を。４

　外に逃げるときは、瓦やガラスなどの
落下物に注意し、落ち着いた行動を。

外へ逃げるときはあわてずに。５

揺れが
収まった後

（注）避難して家を空けるときは、電気器具のコンセントを抜き、ブレーカーも切っておきましょう。スイッチが
入ったまま倒れた電気器具や切断した電気の配線は、電気が復旧した際に火元となる可能性があります。

野々市市

加賀平野の地震
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　台風や前線などの影響により大雨が降り、冠水や河川が氾濫することもあります。ハザードマップなどを確認し、自宅や危険性が高い
場所を事前に確認しておきましょう。また、大雨が予想される場合は最新の気象情報をこまめに確認しましょう。

　日本列島には毎年多数の台風が接近または上陸し、強風と大雨によりたびたび大きな被害にあっています。台風情報に注意して被害
が出ないように備えましょう。
　台風の大きさは「風速15m/ 秒以上の半径」、強さは「最大風速」で表されています。

【水位観測地点】
手取川（鶴来観測所）：白山市鶴来大国町地内
安原川（長池観測所）：野々市市長池地内

伏見川（米泉観測所）：金沢市米泉町地内
高橋川（四十万田橋観測所）：野々市市新庄１丁目地内 　野々市市では、市民の皆様が安全で確実な避難行動をとることができるよう、「野々市市WEB版洪

水ハザードマップ」を公開しています。これにより、現在お使いいただいているパソコンやスマート
フォンから、簡単に現在位置の浸水想定や避難所に関する情報を調べることができます。

お問い合わせ先　建設課　河川管理係　☎227-6023

・警戒レベル３（高齢者等避難）または警戒レベル４（避難指示）が発令された場合は、地域の皆様で声をかけあって速やかに避難してく
ださい。

・市はさまざまな情報や地域の状況に応じて避難指示を発令します。そのため、必ずしも国や気象庁、県が発表する防災気象情報と同時
に発令するものではありません。

・気象情報に注意し、避難情報が発令されていない場合でも、危険と判断した場合は自発的に避難行動をとることが「命を守る」ことに繋
がります。

※警戒レベル1及び2については気象庁が発表し、警戒レベル3～5については市が発表します。
※事態の急変により、警戒レベル1～5の順番で発令するとは限りません。
※市が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令されるものではありません。

警戒レベル 市民がとるべき行動 避難情報 雨の情報 川の情報

５

３

２

１

緊急安全確保 大雨特別警報 氾濫発生

高齢者等避難 大雨・洪水警報 避難判断水位

大雨・洪水注意報 •水防団待機水位
•氾濫注意水位

早期注意情報

－

－ －

【命を守る!】
すでに災害が発生している状況です。命を守るた
めの最善の行動をとりましょう。

【危険な場所から全員避難!】
避難情報が発令された地域の方は速やかに避難所
など安全な場所へ避難してください。
避難所など安全な場所までの移動が危険だと思わ
れる場合は、自宅の２階へ避難してください。

【危険な場所から高齢者等は避難!】
避難に時間を要する方(お年寄りや身体に障害のあ
る方、乳幼児等)とその支援者は避難してください。
気象情報等に注意を払い、その他の方は避難の準
備をしてください。

【避難行動の確認!】
避難所や避難経路、避難のタイミングなどを再度
確認してください。

【災害への心構えを高める!】
気象情報等の最新の情報に注意してください!

氾濫発生

避難判断水位

氾濫危険水位

氾濫注意水位

水防団待機水位

ふだんの水位

すでに災害が発生している状況です。
命を守るための最善の行動をとりましょう。

この水位になると
避難指示を発令する場合があります。
準備した持ち出し品をもち、安全な場
所へ速やかに避難して下さい。

この水位になると
高齢者等避難を発令する場合があります。
避難の準備を終え、お年寄りや子供を避難さ
せて下さい。

気象情報や河川水位の動向に
注目しましょう。

避難所や避難のタイミ
ング等を再度確認し、
避難に備えましょう。

４ 避難指示 大雨・洪水警報が
長引いている場合 氾濫危険水位

階級 風速15m/ 秒以上の半径
大型（大きい） 500km 以上800km 未満
超大型（非常に大きい） 800km 以上

階級 最大風速
強い 33m/ 秒以上～44m/ 秒未満
非常に強い 44m/ 秒以上～ 54m/ 秒未満
猛烈な 54m/ 秒以上

●台風の強さと階級分け●台風の大きさと階級分け
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　台風や前線などの影響により大雨が降り、冠水や河川が氾濫することもあります。ハザードマップなどを確認し、自宅や危険性が高い
場所を事前に確認しておきましょう。また、大雨が予想される場合は最新の気象情報をこまめに確認しましょう。

　日本列島には毎年多数の台風が接近または上陸し、強風と大雨によりたびたび大きな被害にあっています。台風情報に注意して被害
が出ないように備えましょう。
　台風の大きさは「風速15m/ 秒以上の半径」、強さは「最大風速」で表されています。

【水位観測地点】
手取川（鶴来観測所）：白山市鶴来大国町地内
安原川（長池観測所）：野々市市長池地内

伏見川（米泉観測所）：金沢市米泉町地内
高橋川（四十万田橋観測所）：野々市市新庄１丁目地内 　野々市市では、市民の皆様が安全で確実な避難行動をとることができるよう、「野々市市WEB版洪

水ハザードマップ」を公開しています。これにより、現在お使いいただいているパソコンやスマート
フォンから、簡単に現在位置の浸水想定や避難所に関する情報を調べることができます。

お問い合わせ先　建設課　河川管理係　☎227-6023

・警戒レベル３（高齢者等避難）または警戒レベル４（避難指示）が発令された場合は、地域の皆様で声をかけあって速やかに避難してく
ださい。

・市はさまざまな情報や地域の状況に応じて避難指示を発令します。そのため、必ずしも国や気象庁、県が発表する防災気象情報と同時
に発令するものではありません。

・気象情報に注意し、避難情報が発令されていない場合でも、危険と判断した場合は自発的に避難行動をとることが「命を守る」ことに繋
がります。

※警戒レベル1及び2については気象庁が発表し、警戒レベル3～5については市が発表します。
※事態の急変により、警戒レベル1～5の順番で発令するとは限りません。
※市が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令されるものではありません。

警戒レベル 市民がとるべき行動 避難情報 雨の情報 川の情報

５

３

２

１

緊急安全確保 大雨特別警報 氾濫発生

高齢者等避難 大雨・洪水警報 避難判断水位

大雨・洪水注意報 •水防団待機水位
•氾濫注意水位

早期注意情報

－

－ －

【命を守る!】
すでに災害が発生している状況です。命を守るた
めの最善の行動をとりましょう。

【危険な場所から全員避難!】
避難情報が発令された地域の方は速やかに避難所
など安全な場所へ避難してください。
避難所など安全な場所までの移動が危険だと思わ
れる場合は、自宅の２階へ避難してください。

【危険な場所から高齢者等は避難!】
避難に時間を要する方(お年寄りや身体に障害のあ
る方、乳幼児等)とその支援者は避難してください。
気象情報等に注意を払い、その他の方は避難の準
備をしてください。

【避難行動の確認!】
避難所や避難経路、避難のタイミングなどを再度
確認してください。

【災害への心構えを高める!】
気象情報等の最新の情報に注意してください!

氾濫発生

避難判断水位

氾濫危険水位

氾濫注意水位

水防団待機水位

ふだんの水位

すでに災害が発生している状況です。
命を守るための最善の行動をとりましょう。

この水位になると
避難指示を発令する場合があります。
準備した持ち出し品をもち、安全な場
所へ速やかに避難して下さい。

この水位になると
高齢者等避難を発令する場合があります。
避難の準備を終え、お年寄りや子供を避難さ
せて下さい。

気象情報や河川水位の動向に
注目しましょう。

避難所や避難のタイミ
ング等を再度確認し、
避難に備えましょう。

４ 避難指示 大雨・洪水警報が
長引いている場合 氾濫危険水位

くらしのガイドブック野々市市 17野々市市役所　TEL.076-227-6000（代）

防
災
ガ
イ
ド

２１０５野々市市(SG28)企画前半.indd   1 2021/04/2    14:05:52



くらしのガイドブック野々市市18

防
災
ガ
イ
ド

２１０５野々市市(SG28)企画前半.indd   18 2021/04/2    14:06:1



くらしのガイドブック野々市市 19野々市市役所　TEL.076-227-6000（代）

防
災
ガ
イ
ド

２１０５野々市市(SG28)企画前半.indd   1 2021/04/2    14:06:4



くらしのガイドブック野々市市20

防
災
ガ
イ
ド

２１０５野々市市(SG28)企画前半.indd   20 2021/04/16   18:28:01



くらしのガイドブック野々市市 21野々市市役所　TEL.076-227-6000（代）

防
災
ガ
イ
ド

２１０５野々市市(SG28)企画前半.indd   21 2021/04/16   18:28:26



階段 リビング 寝室

台所 寝室

「119」のかけ方覚えておこう!

火元によって消火方法が異なる覚えておこう!

早く知らせる行動1

早く逃げる行動 3

初期消火行動 2

　防災行政無線は、非常時は、市内28か所に整備した屋外拡声子局（スピーカー）を通じて正確な情報を一
斉送信するほか、全国瞬時警報システム「Ｊアラート」とも連動し、緊急地震速報や弾道ミサイルなどの武力
攻撃の際にもいち早く情報を提供します。
　また、屋外拡声子局の無線設備と市役所との相互通信も可能となります。

もし出火したら・・・

　災害時の情報等はさまざまな方法でみなさんに伝達されます。情報の伝達方法を確認
しておきましょう。また、事前登録が可能なものについては登録しておきましょう。　火災による被害をなくすためには、火災が起きる原因を知り、日頃から注意すること、

そして万が一、出火した時にどのように行動すべきか覚えておくことです。火災による被
害を少なくしていくために、家族、地域ぐるみで防火意識を高めていきましょう。

●  大きな声で「火事だー！」と叫び、隣近所に知らせ
る。声が出ないときは、非常ベルを鳴らすかやかん
やなべなど音が出るものをたたく。

●  どんなに小さな火事でも必ず
119番通報する。

※安全な場所に避難してから通報する。

　災害地点を確認するのに時間がかかる傾向があります。
携帯電話から通報するときは、次の点に注意してください。
◎所在や目標を確かめてから通報を
◎自動車からの通報は、安全な場所に停車してから
◎途中で切れないように注意を
◎高速道路では災害地点を正確に伝える

❶火災であることを伝える
❷災害現場の場所（住所）
❸何が燃えているか
❹けが人や逃げ遅れている人がいるか

● 火がまだ横に広がっているうちは消火が可能。
● 消火器や水だけでなく、毛布など手近なものを利用する。

● 油なべに水をかけるの
は厳禁。

●消火器は離れた位置か
らなべの全面を覆うよう
に向け噴射する。

● 消 火器が ない 場 合 は 、
シーツやバスタオルをぬ
らして手前からかぶせ、
空気を遮断する。

カーテン・ふすま・障子
●カーテンは燃え広がる

前に水をかける。できれ
ばレールから引きちぎり
消火する。

●ふすまや障子などはけり
倒して、踏み消す。その
後、水をかけてしっかり
消火する。

ストーブ
●消火器は直接火元に向

けて噴射する。
● 消 火器が ない 場 合 は 、

シーツや毛布などをぬら
して手前からすべらせる
ようにかぶせ、空気を遮
断する。

たばこ
●寝たばこなどにより布

団などの綿製品が焦げ
た場合は、消したつもり
でも見えないところに火
種が残り、再び燃えだす
ことがあるので、浴槽な
どにつけ完全に消す。

　 本当に恐ろしいのは煙で
す!ぬらしたタオルやハンカチ
などで口と鼻を覆いながら、
低い姿勢で避難しましょう。

●  天井まで火が燃え広がったら消火は困難。無理
せず早めに避難する。

● 可能ならば、燃えている部屋の窓やドアを閉め、
空気を遮断してから避難する。 安 全ピンに

指をかけ、上
に引き抜く

ホースをは
ずして火元
に向ける

レ バ ー を
強く握って
噴射する

❶ 火の風上にまわり、風上から構える
❷ やや腰を落として、低く構える
❸ 炎を狙うのではなく、火の根元を掃くように左右に振る
※屋内で使用する場合は、避難場所を確保してから使用する。

就寝に使用す
る部屋がある
階の階段の天
井または壁に
設置します。

　住宅用火災警報器は、一般的には電池で動
いています。火災を感知するために常に作動
しており、その電池の寿命は約10年とされて
います。住宅用火災警報器が適切に機能する
ためには適切な維持管理が重要です。
　「いざ」という時に住宅用火災警報器が適
切に作動するよう、火災予防運動の時期など
に、定期的に作動確認を行い、適切に交換を
行うように習慣づけましょう。

住宅用火災警報器の定期的な
作動確認をしていますか？

※無線システムが正常に機能しているかを確認するため、定時（9月～4月17時・その他18時）に音楽チャイムを放送します。
　また、定期的に全国瞬時警報システム「Ｊアラート」とも連動した訓練も行います。
　なお、大雨や強風の際には、放送が聞き取りにくい場合がありますので、防災行政無線情報ダイヤル（246-1000（要通話

料））や、ほっとＨＯＴメールののいちをあわせてご活用ください。
※野々市市内で火災が発生した際は、サイレンを３回吹鳴します。

通報時に伝える内容は、下記を参考に。

携帯電話から通報する場合

❺かけている電話番号
❻通報者の名前

電気器具
●いきなり水をかけると感

電の危険がある。コンセ
ントかブ レーカーを 切
り、消火器で消火する。

衣類
●着衣に火がついたら、あ

わてず 走らず水道 水な
ど身近な水で消火する。
水がない屋外では、地面
を転げ回って消火する。

ほっとＨＯＴメールののいち
　市からのお知らせや防災情報、交通・防犯情報
などを配信する登録制メールです。

Yahoo!防災速報
　地域の災害情報などをスマートフォン
アプリで知らせます。

～登録方法～
nonoichi@entry.mail -dpt.jp
に空メールを送信するか、二次元
バーコードを読み取ってください。

えふえむ・エヌ・ワン（76.3MHｚ）
緊急割り込み放送
　災害時には通常のラジオ放送を停止し、市がFM
電波を利用した緊急放送を行います。

県河川総合情報システム
　雨量、水位などを調べることができ
ます。

結ネット
　地 域の情報を受け取ることが できるスマート
フォンアプリ。町内会の電子回覧板としての使用
やイベントの出欠連絡、災害時は安否確認システ
ムとして機能します。

災害用伝言ダイヤル
　大災害に際し、被災地との通話が困難になった
場合、災害用伝言ダイヤルが提供されています。

災害用伝言版（web171）
　パソコンやスマートフォンなどか
ら、固定電話、携帯電話などの電話
番号を入 力して、伝言の登録、確認
ができます。

https://www.web171.jp

1 7 1
をダイヤルした後、
ガイダンスに従ってください。

消火器の使い方

消火器の構え方

1 2 3

　すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
家族の命や財産を守るために、住宅用火災警報器を設置しましょう。

就寝する
部屋に取り
付けます。

台所の設置義務はありませんが、取り付けをおすすめします。

171

コンロ

菅原小学校
高橋町　せせらぎ公園
野々市工大前駅
野々市小学校
防災コミュニティセンター
粟田公民館
清金一丁目

清金公園
新庄東公園
新庄ひばり公園
中林倶楽部
野々市市役所
野々市中学校
野々市南部公園

富陽小学校
ラフォーレ末松
稲荷公園
郷公民館
徳用つばき公園
野々市駅南口
野々市市民体育館

御園小学校
柳町集会所
あやめ公園
押野中央公園
館野小学校
布水中学校
ふるさと歴史館
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階段 リビング 寝室

台所 寝室

「119」のかけ方覚えておこう!

火元によって消火方法が異なる覚えておこう!

早く知らせる行動1

早く逃げる行動 3

初期消火行動 2

　防災行政無線は、非常時は、市内28か所に整備した屋外拡声子局（スピーカー）を通じて正確な情報を一
斉送信するほか、全国瞬時警報システム「Ｊアラート」とも連動し、緊急地震速報や弾道ミサイルなどの武力
攻撃の際にもいち早く情報を提供します。
　また、屋外拡声子局の無線設備と市役所との相互通信も可能となります。

もし出火したら・・・

　災害時の情報等はさまざまな方法でみなさんに伝達されます。情報の伝達方法を確認
しておきましょう。また、事前登録が可能なものについては登録しておきましょう。　火災による被害をなくすためには、火災が起きる原因を知り、日頃から注意すること、

そして万が一、出火した時にどのように行動すべきか覚えておくことです。火災による被
害を少なくしていくために、家族、地域ぐるみで防火意識を高めていきましょう。

●  大きな声で「火事だー！」と叫び、隣近所に知らせ
る。声が出ないときは、非常ベルを鳴らすかやかん
やなべなど音が出るものをたたく。

●  どんなに小さな火事でも必ず
119番通報する。

※安全な場所に避難してから通報する。

　災害地点を確認するのに時間がかかる傾向があります。
携帯電話から通報するときは、次の点に注意してください。
◎所在や目標を確かめてから通報を
◎自動車からの通報は、安全な場所に停車してから
◎途中で切れないように注意を
◎高速道路では災害地点を正確に伝える

❶火災であることを伝える
❷災害現場の場所（住所）
❸何が燃えているか
❹けが人や逃げ遅れている人がいるか

● 火がまだ横に広がっているうちは消火が可能。
● 消火器や水だけでなく、毛布など手近なものを利用する。

● 油なべに水をかけるの
は厳禁。

●消火器は離れた位置か
らなべの全面を覆うよう
に向け噴射する。

● 消 火器が ない 場 合 は 、
シーツやバスタオルをぬ
らして手前からかぶせ、
空気を遮断する。

カーテン・ふすま・障子
●カーテンは燃え広がる

前に水をかける。できれ
ばレールから引きちぎり
消火する。

●ふすまや障子などはけり
倒して、踏み消す。その
後、水をかけてしっかり
消火する。

ストーブ
●消火器は直接火元に向

けて噴射する。
● 消 火器が ない 場 合 は 、

シーツや毛布などをぬら
して手前からすべらせる
ようにかぶせ、空気を遮
断する。

たばこ
●寝たばこなどにより布

団などの綿製品が焦げ
た場合は、消したつもり
でも見えないところに火
種が残り、再び燃えだす
ことがあるので、浴槽な
どにつけ完全に消す。

　 本当に恐ろしいのは煙で
す!ぬらしたタオルやハンカチ
などで口と鼻を覆いながら、
低い姿勢で避難しましょう。

●  天井まで火が燃え広がったら消火は困難。無理
せず早めに避難する。

● 可能ならば、燃えている部屋の窓やドアを閉め、
空気を遮断してから避難する。 安 全ピンに

指をかけ、上
に引き抜く

ホースをは
ずして火元
に向ける

レ バ ー を
強く握って
噴射する

❶ 火の風上にまわり、風上から構える
❷ やや腰を落として、低く構える
❸ 炎を狙うのではなく、火の根元を掃くように左右に振る
※屋内で使用する場合は、避難場所を確保してから使用する。

就寝に使用す
る部屋がある
階の階段の天
井または壁に
設置します。

　住宅用火災警報器は、一般的には電池で動
いています。火災を感知するために常に作動
しており、その電池の寿命は約10年とされて
います。住宅用火災警報器が適切に機能する
ためには適切な維持管理が重要です。
　「いざ」という時に住宅用火災警報器が適
切に作動するよう、火災予防運動の時期など
に、定期的に作動確認を行い、適切に交換を
行うように習慣づけましょう。

住宅用火災警報器の定期的な
作動確認をしていますか？

※無線システムが正常に機能しているかを確認するため、定時（9月～4月17時・その他18時）に音楽チャイムを放送します。
　また、定期的に全国瞬時警報システム「Ｊアラート」とも連動した訓練も行います。
　なお、大雨や強風の際には、放送が聞き取りにくい場合がありますので、防災行政無線情報ダイヤル（246-1000（要通話

料））や、ほっとＨＯＴメールののいちをあわせてご活用ください。
※野々市市内で火災が発生した際は、サイレンを３回吹鳴します。

通報時に伝える内容は、下記を参考に。

携帯電話から通報する場合

❺かけている電話番号
❻通報者の名前

電気器具
●いきなり水をかけると感

電の危険がある。コンセ
ントかブ レーカーを 切
り、消火器で消火する。

衣類
●着衣に火がついたら、あ

わてず 走らず水道 水な
ど身近な水で消火する。
水がない屋外では、地面
を転げ回って消火する。

ほっとＨＯＴメールののいち
　市からのお知らせや防災情報、交通・防犯情報
などを配信する登録制メールです。

Yahoo!防災速報
　地域の災害情報などをスマートフォン
アプリで知らせます。

～登録方法～
nonoichi@entry.mail -dpt.jp
に空メールを送信するか、二次元
バーコードを読み取ってください。

えふえむ・エヌ・ワン（76.3MHｚ）
緊急割り込み放送
　災害時には通常のラジオ放送を停止し、市がFM
電波を利用した緊急放送を行います。

県河川総合情報システム
　雨量、水位などを調べることができ
ます。

結ネット
　地 域の情報を受け取ることが できるスマート
フォンアプリ。町内会の電子回覧板としての使用
やイベントの出欠連絡、災害時は安否確認システ
ムとして機能します。

災害用伝言ダイヤル
　大災害に際し、被災地との通話が困難になった
場合、災害用伝言ダイヤルが提供されています。

災害用伝言版（web171）
　パソコンやスマートフォンなどか
ら、固定電話、携帯電話などの電話
番号を入 力して、伝言の登録、確認
ができます。

https://www.web171.jp

1 7 1
をダイヤルした後、
ガイダンスに従ってください。

消火器の使い方

消火器の構え方

1 2 3

　すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
家族の命や財産を守るために、住宅用火災警報器を設置しましょう。

就寝する
部屋に取り
付けます。

台所の設置義務はありませんが、取り付けをおすすめします。

171

コンロ

菅原小学校
高橋町　せせらぎ公園
野々市工大前駅
野々市小学校
防災コミュニティセンター
粟田公民館
清金一丁目

清金公園
新庄東公園
新庄ひばり公園
中林倶楽部
野々市市役所
野々市中学校
野々市南部公園

富陽小学校
ラフォーレ末松
稲荷公園
郷公民館
徳用つばき公園
野々市駅南口
野々市市民体育館

御園小学校
柳町集会所
あやめ公園
押野中央公園
館野小学校
布水中学校
ふるさと歴史館
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令和２年10月現在

　避難とは「難」を避けることです。万が一の際は自宅や親戚、知人宅への避難を検討し、日ごろから準備や相談をしておきましょう。

　福祉避難所は、避難所での集団生活が困難な高齢者など特別な配慮を必要とする方の避難所です。

　予備避難所は災害の規模や避難者数に応じて二次的に開設される避難所です。

　拠点避難所は、災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所と被災者が避難生活を送るための
指定避難所を兼ねた施設であり、災害発生当初（地震は震度５弱以上のとき、風水害の場合は避難指示（警戒レベル４）が発出さ
れたとき）に開設され、食料や毛布などの物資を備蓄しています。

　自主避難所は、高齢者など避難に時間がかかる場合や一人で自宅にいるのが不安な場合に
自主的に避難する場所です。（食料や毛布は各自が持参してください。）

　一時的避難場所はあらかじめ町内会ごとに定められた災害時の集合場所です。
※一時的避難場所は町内会において選定しています。

　大地震や風水害などの災害が発生し、建物内にとどまることが危険な状態になった場合は、落ち着いてすばやく避難する必要が
あります。その際には、高齢者や障がい者などの要配慮者の安全確保を念頭に置き、声掛けなど近隣で協力することが大切です。

一時的避難場所
（公園等）

拠点避難所
（各学校）

高齢者等避難（警戒レベル３） 避難指示（警戒レベル４） 必要に応じて

必要に応じて

必要に応じて

高齢者など
避難に時間が
かかる場合

引き続き
自主避難所に滞在

地
震
の
と
き

水
害
の
と
き

自宅

自宅

予備避難所

福祉避難所

拠点避難所
（各学校）

予備避難所

福祉避難所

自主避難所
（公民館）

町内会名 場所

郷町 郷町町内会館前

柳町 簡易水道跡地
（柳町122番2）

長池 長池公園（陽の広場）

押野

館野小学校（正門前）
押野南公園
押野中央公園
押野会館前
押野子ども広場
スポーツセンター
駐車場

押野丸木

館野小学校グラウンド
（プール横）
馬渡公園
丸木子どもの広場
押野東公園

押越 押越公園
野代 野代公園

御経塚

（1・2丁目）
御経塚史跡公園
（4丁目）
フィットネスクラブ
エイム21

あやめ 御経塚あやめ公園
（木の広場）

あすなろ
団地 あすなろ公園

町内会名 場所

本町1丁目 本町若葉台公園
本町1丁目
（県住） 県営住宅町内集会所前

本町2丁目 布市神社
本町3丁目 本町児童館前
本町4丁目 本町4丁目会館前

本町5丁目 本町5丁目
会館駐車場

本町6丁目 本町やまいろ公園
若松町 若松力石公園
横宮町 北横宮公園
高橋町 せせらぎ公園

扇が丘
扇が丘ホタルの里公園
扇が丘東公園

住吉町

（2～7班、9班、10班）
すみよし公園
（1班、8班、11班）
菅原小学校体育館前

菅原町 菅原町集会所前
菅原団地 菅原団地集会所横公園
白山町 かわいぐち公園
中林 中林公民館前
中林丸の内 富奥保育園前駐車場
上林 野々市南部公園
新庄1丁目 新庄1丁目公民館
新庄2丁目 新庄西公園

町内会名 場所

下林 下林さくら公園
位川 位川公園

太平寺

（1丁目）太平寺東公園
（2丁目）太平寺西公園
（3丁目）
セブン・イレブン
野々市太平寺3丁目店
駐車場
（4丁目）
フォルテ第4駐車場

清金 清金会館
清金
3丁目 清金公園

末松 ラフォーレ末松駐車場
稲荷 稲荷公園
堀内 堀の内公園

堀内新

（北部）
三日市万葉台南公園
（南部）下川宅駐車場
（堀内5丁目218）

田尻町 吉田宅前駐車場
（田尻町81-1）

蓮花寺町 蓮花寺会館前
三日市 三日市会館前
三日市
新町 三日市万葉台北公園

二日市 JR野々市駅南口前
徳用 徳用南公園

町内会名 場所

新庄3丁目 新庄すみれ公園
新庄4丁目 花の木台公園
新庄
（5･6丁目） 新庄ひばり公園

粟田

（1丁目）粟田中央公園
（2・5丁目）
粟田公民館前広場
（3丁目睦）
粟田パンダ公園
（3丁目サングリーン）
粟田東公園
（3丁目白嶺）
粟田北公園
（4丁目）
粟田6号緑地階段周辺
（6丁目）
南粟田団地ポンプ小屋

矢作

（1・2丁目）
矢作諏訪公園
（3・4丁目）
矢作西城公園

三納 保健センター
西側駐車場

藤平 藤平集会所前
藤平田 よつば公園
藤平田
2丁目 藤平田1号緑地前
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令和２年10月現在

　避難とは「難」を避けることです。万が一の際は自宅や親戚、知人宅への避難を検討し、日ごろから準備や相談をしておきましょう。

　福祉避難所は、避難所での集団生活が困難な高齢者など特別な配慮を必要とする方の避難所です。

　予備避難所は災害の規模や避難者数に応じて二次的に開設される避難所です。

　拠点避難所は、災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所と被災者が避難生活を送るための
指定避難所を兼ねた施設であり、災害発生当初（地震は震度５弱以上のとき、風水害の場合は避難指示（警戒レベル４）が発出さ
れたとき）に開設され、食料や毛布などの物資を備蓄しています。

　自主避難所は、高齢者など避難に時間がかかる場合や一人で自宅にいるのが不安な場合に
自主的に避難する場所です。（食料や毛布は各自が持参してください。）

　一時的避難場所はあらかじめ町内会ごとに定められた災害時の集合場所です。
※一時的避難場所は町内会において選定しています。

　大地震や風水害などの災害が発生し、建物内にとどまることが危険な状態になった場合は、落ち着いてすばやく避難する必要が
あります。その際には、高齢者や障がい者などの要配慮者の安全確保を念頭に置き、声掛けなど近隣で協力することが大切です。

一時的避難場所
（公園等）

拠点避難所
（各学校）

高齢者等避難（警戒レベル３） 避難指示（警戒レベル４） 必要に応じて

必要に応じて

必要に応じて

高齢者など
避難に時間が
かかる場合

引き続き
自主避難所に滞在

地
震
の
と
き

水
害
の
と
き

自宅

自宅

予備避難所

福祉避難所

拠点避難所
（各学校）

予備避難所

福祉避難所

自主避難所
（公民館）

避難所名 所在地 面積（㎡） 収容人員（人） 避難者受け入れについて
中央公民館 本町2丁目1-20 250 100

開設の際はテレビやラジオ、ホームページ、
ほっとHOTメール等でお知らせします。
※開設前に避難することはできません。

富奥防災コミュニティセンター 中林5丁目3-22 490 190
郷公民館 田尻町94 120  40
押野公民館 押野3丁目70 220  80

避難所名 所在地 面積
（㎡）

収容人員
（人） 受入対象町内会

野々市小学校 本町5丁目3-1   990   390 本町4丁目、本町5丁目、白山町、太平寺
御園小学校 稲荷4丁目128   810   320 稲荷、三日市、三日市新町、二日市、徳用、郷町、長池、野代、あすなろ、御経塚、あやめ
菅原小学校 菅原町20-1   930   370 本町3丁目、住吉町、菅原町、菅原団地
富陽小学校 中林5丁目70   950   380 中林丸の内、新庄1丁目、新庄2丁目、新庄3丁目、新庄4丁目、新庄5丁目、粟田、藤平
館野小学校 押野3丁目71   780   310 本町1丁目、本町1丁目県住、横宮町、丸木、押野
野々市中学校 三納3丁目1 1,200   480 矢作、三納、藤平田、藤平田2丁目、位川
布水中学校 押野2丁目100   860   340 本町6丁目、若松町、押越
金沢工業大学 扇が丘7-１ 2,170   860 本町2丁目、高橋町、扇が丘
石川県立大学 末松１丁目308   920   360 中林、上林、清金、末松
野々市明倫高校 下林3丁目309 4,140 1,650 下林、清金3丁目、堀内、堀内新、田尻町、蓮花寺町、柳町

避難所名 所在地 面積（㎡） 収容人員（人） 避難者受け入れについて
市民体育館 下林3丁目97 1,460 580

　災害の規模に応じて開設する予備的な
避難所であり、避難者は、拠点避難所から
二次的に避難します。
　災害時に自宅等から直接避難すること
はできません。

スポーツセンター 押野2丁目30 1,480 590
交遊舎 二日市1丁目2   260 100
中央公民館 本町2丁目1-20   250 100
富奥防災コミュニティセンター 中林5丁目3-22   490 190
郷公民館 田尻町94   120  40
押野公民館 押野3丁目70   220  80
防災コミュニティセンター 本町1丁目2-50    90  30
第1コミュニティ消防センター 本町2丁目17-10   120  40
第2コミュニティ消防センター 中林5丁目30-1    50  20
第3コミュニティ消防防災センター 田尻町96-14    60  20
第4コミュニティ消防防災センター 押野2丁目313-2    60  20
文化会館フォルテ 本町5丁目4-1   950 380
女性センター 稲荷4丁目155   230  90
教育センター 本町4丁目21-27   150  60
ゴールドジム　ヴィテンののいち 横宮町67-１ 1,590 630
フィットネスクラブ　エイム21 御経塚4丁目10   860 340
二本松物流株式会社本社 徳用3丁目18 1,160 460
満天の湯・道の宿　白山インター店 柳町460 － －

避難所名 所在地 面積（㎡） 収容人員（人） 避難者受け入れについて
老人福祉センター椿荘 矢作3丁目1-2 　避難所での集団生活が困難な高齢者な

ど特別な配慮を必要とする者の避難所
で、高齢者等は拠点避難所から必要に応
じて、二次的に避難します。
　災害時に自宅等から直接避難すること
はできません。

いきがいセンター矢作 矢作3丁目2-10
いきがいセンター御経塚 御経塚1丁目38
特別養護老人ホーム富樫苑 中林4丁目62
特別養護老人ホームかんじん 新庄2丁目45
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　突然の災害では、けが人が出ても救急車がすぐに駆けつけられるとは限りません。万が一に備え、応急手当の方法を覚えておきましょう。
・服が燃えるやけどの場合は、服を着たま

まの状態でホースなどで水をかける。
・やけどが広範囲の場合は、ホースやバケ

ツで水をかけるか水につけた清潔な
シーツなどでやけどをしたところを包
んで冷やす。

・清潔なタオルやガーゼなどを傷口に当て、その上
から直接手で圧迫する。

・包帯があれば、ガーゼやハンカチの上から巻く。
・できるだけ傷口を心臓より高くしておく。
※応急手当をするときは、感染症予防のため血液に

直接触れないよう、ビニール袋などを使用する。

・救急隊に引き継いだとき
　救急隊が到着したら、傷病者の倒れていた状況、実施した応急手当や心肺蘇生法内容、AEDによる電気
ショックの数などを伝える。AEDは自動的に心電図波形や加えたショックの回数などを記録している。
・傷病者が動き出す、うめき声を出す、あるいは正常な呼吸が出現したとき
　ただし、気道確保が必要になるかもしれないため、慎重に傷病者を観察しながら救急隊を待つ。この場合
でも、AEDの電極パッドははがさず電源を入れたままにしておく

⑴電源を入れる
・ふたをあけると自動的に電源が入る機種もある。
⑵電極パッドを胸に貼る。
・電極パッドを貼る位置は電極パッドに描かれた絵のと

おりに皮膚にしっかり貼る。
・体が汗や水で濡れていたらタオルで拭く。
・AEDの小児用電極パッドを貼る対象は6歳くらいまで。

小児用パッドがなければ成人用電極パッドを使う。
⑶電気ショックの必要性の判断
・AEDの心電図解析中は傷病者に触れないようにする。
⑷ショックボタンを押す。
・誰も傷病者に触れていな

いことを確認してから点
滅しているショックボタ
ンを押す。

➡以降はAEDの指示に従う。

⑴周囲の安全確認
　車の往来がないか、
室内に煙が立ち込めて
いないかなど、自分の
安全を確保してから、
傷病者に近づく。

⑸胸骨圧迫と人工呼吸
　の組み合わせ

　人工呼吸が行える場合は、「胸骨圧迫を30回、人工呼吸
を2回」を1セットとして、この動作をAEDが到着するま
で繰り返す。

⑹人工呼吸
①頭を後ろにのけぞらせ、あご先にあげて気道を確保する。
②親指と人差し指で鼻をつまみ、鼻の穴をふさぐ。
③大きく口を開けて1回約1秒かけて息を2回吹き込む。
※出血や傷があると感染症のリスクがあるため、できるだ

け人工呼吸用マスクを使う。
※うまくできない、口と口が直接接触することに抵抗があ

る場合は、人工呼吸を省略して、胸骨圧迫のみを行う。

⑷胸骨圧迫

出　血 やけど

⑵反応を見る
　呼びかけながら肩を
叩き、反応がなければ
助けを求め、119番通報
とAEDの手配をする。

⑶反応がなければ
　呼吸を見る。

　10秒以内で普段どお
りの呼吸がなければ、
胸骨圧迫を行う。

①傷病者の横に両ひざ立ちになる。
②胸の真ん中に片方の手の付け根を置き、他方の手をそ

の上に重ねる。
③肘を伸ばし、胸が約5ｾﾝﾁ沈み込むように圧迫する。
④少なくとも1分間に約100回の速さで30回圧迫する。

（胸や腹部の動きを観察）

周囲の安全確保
お願いします!

AED設置施設一覧（令和2年4月1日時点）
野々市市役所
学びの杜ののいち　
カレード
中央公民館
富奥防災コミュニティー
センター
郷公民館
押野公民館
女性センター
スポーツランド
スポーツセンター
市民体育館
市民野球場
中央公園　椿育成棟
武道館
交遊舎
中央保育園
富奥保育園
押野保育園

御経塚保育園
あすなろ保育園
はくさん保育園
子育て支援センター菅原
本町児童館
第1・第2・第3・第4
つばきクラブ
第1・第2きのこクラブ
第1・第2・第3
すがはらクラブ
第1・第2たちのクラブ
保健センター
老人福祉センター椿荘
いきがいセンター矢作
いきがいセンター御経塚
野々市小学校
御園小学校
菅原小学校
富陽小学校

館野小学校
野々市中学校
布水中学校
小学校給食センター
文化会館フォルテ
ふるさと歴史館
郷土資料館
特別養護老人ホーム
富樫苑
消防団第1分団
消防ポンプ車内
消防団第2分団
消防ポンプ車内
消防団第3分団
消防ポンプ車内
消防団第4分団
消防ポンプ車内
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　突然の災害では、けが人が出ても救急車がすぐに駆けつけられるとは限りません。万が一に備え、応急手当の方法を覚えておきましょう。
・服が燃えるやけどの場合は、服を着たま

まの状態でホースなどで水をかける。
・やけどが広範囲の場合は、ホースやバケ

ツで水をかけるか水につけた清潔な
シーツなどでやけどをしたところを包
んで冷やす。

・清潔なタオルやガーゼなどを傷口に当て、その上
から直接手で圧迫する。

・包帯があれば、ガーゼやハンカチの上から巻く。
・できるだけ傷口を心臓より高くしておく。
※応急手当をするときは、感染症予防のため血液に

直接触れないよう、ビニール袋などを使用する。

・救急隊に引き継いだとき
　救急隊が到着したら、傷病者の倒れていた状況、実施した応急手当や心肺蘇生法内容、AEDによる電気
ショックの数などを伝える。AEDは自動的に心電図波形や加えたショックの回数などを記録している。
・傷病者が動き出す、うめき声を出す、あるいは正常な呼吸が出現したとき
　ただし、気道確保が必要になるかもしれないため、慎重に傷病者を観察しながら救急隊を待つ。この場合
でも、AEDの電極パッドははがさず電源を入れたままにしておく

⑴電源を入れる
・ふたをあけると自動的に電源が入る機種もある。
⑵電極パッドを胸に貼る。
・電極パッドを貼る位置は電極パッドに描かれた絵のと

おりに皮膚にしっかり貼る。
・体が汗や水で濡れていたらタオルで拭く。
・AEDの小児用電極パッドを貼る対象は6歳くらいまで。

小児用パッドがなければ成人用電極パッドを使う。
⑶電気ショックの必要性の判断
・AEDの心電図解析中は傷病者に触れないようにする。
⑷ショックボタンを押す。
・誰も傷病者に触れていな

いことを確認してから点
滅しているショックボタ
ンを押す。

➡以降はAEDの指示に従う。

⑴周囲の安全確認
　車の往来がないか、
室内に煙が立ち込めて
いないかなど、自分の
安全を確保してから、
傷病者に近づく。

⑸胸骨圧迫と人工呼吸
　の組み合わせ

　人工呼吸が行える場合は、「胸骨圧迫を30回、人工呼吸
を2回」を1セットとして、この動作をAEDが到着するま
で繰り返す。

⑹人工呼吸
①頭を後ろにのけぞらせ、あご先にあげて気道を確保する。
②親指と人差し指で鼻をつまみ、鼻の穴をふさぐ。
③大きく口を開けて1回約1秒かけて息を2回吹き込む。
※出血や傷があると感染症のリスクがあるため、できるだ

け人工呼吸用マスクを使う。
※うまくできない、口と口が直接接触することに抵抗があ

る場合は、人工呼吸を省略して、胸骨圧迫のみを行う。

⑷胸骨圧迫

出　血 やけど

⑵反応を見る
　呼びかけながら肩を
叩き、反応がなければ
助けを求め、119番通報
とAEDの手配をする。

⑶反応がなければ
　呼吸を見る。

　10秒以内で普段どお
りの呼吸がなければ、
胸骨圧迫を行う。

①傷病者の横に両ひざ立ちになる。
②胸の真ん中に片方の手の付け根を置き、他方の手をそ

の上に重ねる。
③肘を伸ばし、胸が約5ｾﾝﾁ沈み込むように圧迫する。
④少なくとも1分間に約100回の速さで30回圧迫する。

（胸や腹部の動きを観察）

周囲の安全確保
お願いします!

●避難所
一時的避難場所 拠点避難所

●家族が見つからないときの集合場所・時間

前 　　　　時　　　分　～　　　　時　　　分

●かかりつけ病院・医師及び投薬の処方箋情報

名前 年
齢

性
別

かかりつけ
病院・医院 診療科目 電話番号 所在地 病名 投薬名
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石川県

　遙かに霊峰白山を仰ぐ野々市市は、古くから加賀の中心として栄えた
ところです。
　わたくしたちは、この恵まれた自然環境と歴史・文化・産業の豊かなま
ちに住むことを大きな誇りとし、限りなく平和で繁栄することを願い、こ
こに市民憲章を定めます。

一．郷土を愛し、緑ゆたかな住みよいまちをつくりましょう。
一．伝統を重んじ、教育文化の香り高いまちをつくりましょう。
一．健康を増進し、活気みなぎる明るいまちをつくりましょう。
一．勤労を尊び、感謝と奉仕の心で温かいまちをつくりましょう。
一．秩序を守り、笑顔でふれ合う和やかなまちをつくりましょう。

令和3年1月1日現在

野々市市は、石川県のほぼ中央に位置
し、山･海のない全くの平坦地です。市
は、北東部を金沢市と、南西部を白山
市にそれぞれ接しています。

0 20㎞

野々市市　愛と和の市民憲章

地勢

人口・世帯数

（昭和55年11月3日制定、平成23年11月11日市制施行にともない一部改訂）

野々市市

野
市々市

の
概 要

世帯数 24,363世帯

53,528人
女 性27,113人 26,415人男 性

人 口

面 積 13.56平方キロメートル
東 西 4.5キロメートル
南 北 6.7キロメートル
海 抜 最高：49.6メートル

最低：8.4メートル
（国土地理院の基準点）

自宅が家屋倒壊危険エリアにある

名前：　　　　　　　　（電話　　　　　　　　）

□はい　　□いいえ

〇自宅の状況を確認 自宅の危険性についてハザードマップから確認しましょう。 必要なものを準備しましょう。

□拠点避難所　□浸水想定区域外にある親戚・知人の自宅　□近くの頑丈な建物
□自宅の浸水しない場所(２階など)　□その他

□水・食料
□ヘルメット
□レインウェア
□懐中電灯
□着替え（下着、おむつ）
□タオル
□ティッシュ
□携帯電話・充電器
□モバイルバッテリー
□携帯用ラジオ
□メガネ
□保険証
□常備薬（お薬手帳）
□女性用衛生用品
□乳幼児用品（ミルク等）
□洪水ハザードマップ
□
□
□
□
□
□
□
□

平常時の確認事項

浸水深：　　　　　　　ｍ

〇避難する場所

避難する場所： 避難する場所までの移動時間：　　　　分

名前：　　　　　　　　（電話　　　　　　　　）〇避難する際に  支援してくれる人

気に掛ける人

〇避難を開始するタイミング □自宅が家屋倒壊危険エリアにある
□小さな子供や身体の不自由な方など避難に時間を要する

警戒レベル３
高齢者等避難

警戒レベル４
避難指示

□上記以外で、自宅が浸水想定区域内にある

気象・行政の情報 避難のポイント
◎台風予報
・大規模な台風の予報

◎台風に関する気象情報

◎大雨・洪水注意報

豪雨災害のおそれに関する
気象庁の緊急会見

◎大雨・洪水警報

◎河川が避難判断水位に到達

警戒レベル３
高齢者等避難を発令(緊急速報メール)

◎河川が氾濫危険水位に到達

警戒レベル４
・避難指示を発令(緊急速報メール)

◎大雨特別警報(緊急速報メール)

◎台風上陸

◎氾濫発生

警戒レベル５
河川が氾濫(緊急速報メール)

実際に避難するために必要なことを考えましょう。

□ 持ち出し品の準備
□ 家電・家具などの2階への移動
□ 自宅の浸水対策
□ 避難場所の確認
□ 情報入手手段の確認、登録
□ ペットを預ける
□
□
□

避難する際の注意点を考えましょう。

□ 避難所の開設状況の確認
□ 持ち出し品の確認
□ レインウェアの着用
□ スニーカーの着用（長靴は水が入るため避難行動が困難）
□ 電気ブレーカー、ガスの遮断
□ 暗くなる前の避難
□ 警戒レベル3が発令されたら、避難に時間を要する人や支援者は避難を開始
□ 避難する場合は、近所への声掛け
□ 警戒レベル4が発令されたら、全員避難
□ 避難場所へ避難できない場合は、2階へ避難（垂直避難）
□ 避難の状況を家族や親戚等に連絡・伝言（171番災害伝言ダイヤル等）
□
□

ここまでに避難を完了

□ 避難が完了していない場合は、直ちに避難を開始
□ 外へ避難することでかえって命の危険がある場合は、建物内の安全な場所に
　 とどまり、命を守る最善の行動を実施
□ 自分の状況を家族や親戚などに連絡
■ 家族や親戚の情報０

時
間

12時間前

24時間前

３日前

平
常
時
に
考
え
て
お
く
こ
と

雨
風
が
強
く
な
る
前
に
行
う
こ
と

身
の
安
全
を
確
保
す
べ
き
時
期

避
難
行
動
を
開
始
す
る
時
期

名　前 電話番号 必需品 昼の居場所 備　考

くらしのガイドブック野々市市28
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石川県

　遙かに霊峰白山を仰ぐ野々市市は、古くから加賀の中心として栄えた
ところです。
　わたくしたちは、この恵まれた自然環境と歴史・文化・産業の豊かなま
ちに住むことを大きな誇りとし、限りなく平和で繁栄することを願い、こ
こに市民憲章を定めます。

一．郷土を愛し、緑ゆたかな住みよいまちをつくりましょう。
一．伝統を重んじ、教育文化の香り高いまちをつくりましょう。
一．健康を増進し、活気みなぎる明るいまちをつくりましょう。
一．勤労を尊び、感謝と奉仕の心で温かいまちをつくりましょう。
一．秩序を守り、笑顔でふれ合う和やかなまちをつくりましょう。

令和3年1月1日現在

野々市市は、石川県のほぼ中央に位置
し、山･海のない全くの平坦地です。市
は、北東部を金沢市と、南西部を白山
市にそれぞれ接しています。

0 20㎞

野々市市　愛と和の市民憲章

地勢

人口・世帯数

（昭和55年11月3日制定、平成23年11月11日市制施行にともない一部改訂）

野々市市

野
市々市

の
概 要

世帯数 24,363世帯

53,528人
女 性27,113人 26,415人男 性

人 口

面 積 13.56平方キロメートル
東 西 4.5キロメートル
南 北 6.7キロメートル
海 抜 最高：49.6メートル

最低：8.4メートル
（国土地理院の基準点）

自宅が家屋倒壊危険エリアにある

名前：　　　　　　　　（電話　　　　　　　　）

□はい　　□いいえ

〇自宅の状況を確認 自宅の危険性についてハザードマップから確認しましょう。 必要なものを準備しましょう。

□拠点避難所　□浸水想定区域外にある親戚・知人の自宅　□近くの頑丈な建物
□自宅の浸水しない場所(２階など)　□その他

□水・食料
□ヘルメット
□レインウェア
□懐中電灯
□着替え（下着、おむつ）
□タオル
□ティッシュ
□携帯電話・充電器
□モバイルバッテリー
□携帯用ラジオ
□メガネ
□保険証
□常備薬（お薬手帳）
□女性用衛生用品
□乳幼児用品（ミルク等）
□洪水ハザードマップ
□
□
□
□
□
□
□
□

平常時の確認事項

浸水深：　　　　　　　ｍ

〇避難する場所

避難する場所： 避難する場所までの移動時間：　　　　分

名前：　　　　　　　　（電話　　　　　　　　）〇避難する際に  支援してくれる人

気に掛ける人

〇避難を開始するタイミング □自宅が家屋倒壊危険エリアにある
□小さな子供や身体の不自由な方など避難に時間を要する

警戒レベル３
高齢者等避難

警戒レベル４
避難指示

□上記以外で、自宅が浸水想定区域内にある

気象・行政の情報 避難のポイント
◎台風予報
・大規模な台風の予報

◎台風に関する気象情報

◎大雨・洪水注意報

豪雨災害のおそれに関する
気象庁の緊急会見

◎大雨・洪水警報

◎河川が避難判断水位に到達

警戒レベル３
高齢者等避難を発令(緊急速報メール)

◎河川が氾濫危険水位に到達

警戒レベル４
・避難指示を発令(緊急速報メール)

◎大雨特別警報(緊急速報メール)

◎台風上陸

◎氾濫発生

警戒レベル５
河川が氾濫(緊急速報メール)

実際に避難するために必要なことを考えましょう。

□ 持ち出し品の準備
□ 家電・家具などの2階への移動
□ 自宅の浸水対策
□ 避難場所の確認
□ 情報入手手段の確認、登録
□ ペットを預ける
□
□
□

避難する際の注意点を考えましょう。

□ 避難所の開設状況の確認
□ 持ち出し品の確認
□ レインウェアの着用
□ スニーカーの着用（長靴は水が入るため避難行動が困難）
□ 電気ブレーカー、ガスの遮断
□ 暗くなる前の避難
□ 警戒レベル3が発令されたら、避難に時間を要する人や支援者は避難を開始
□ 避難する場合は、近所への声掛け
□ 警戒レベル4が発令されたら、全員避難
□ 避難場所へ避難できない場合は、2階へ避難（垂直避難）
□ 避難の状況を家族や親戚等に連絡・伝言（171番災害伝言ダイヤル等）
□
□

ここまでに避難を完了

□ 避難が完了していない場合は、直ちに避難を開始
□ 外へ避難することでかえって命の危険がある場合は、建物内の安全な場所に
　 とどまり、命を守る最善の行動を実施
□ 自分の状況を家族や親戚などに連絡
■ 家族や親戚の情報０

時
間

12時間前

24時間前

３日前

平
常
時
に
考
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く
こ
と
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に
行
う
こ
と
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時
期
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野々市中央公園・椿館・椿山

1の1 NONOICHI1の1 NONOICHI1の11の11の1 NONOICHINONOICHINONOICHINONOICHINONOICHINONOICHI
「にぎわいの里ののいち カミーノ」内の新しい市民の憩いの場「1の1 NONOICHI」。
「1の1食堂」では定食などおいしく健康的なメニューが楽しめます。「シェアキッチン」で
は、当番制で毎日違うお店が出店。多彩なメニューで毎日来ても飽きることがないかも？
芝生広場ではマルシェなどのイベントを開催！ヒトやモノ・コトが集まり新しい発見に出
会える場所です。

4つのルートで市全体を網羅しているからとっても便利。市
民の足として活躍しています。金沢工業大学BusStopプロ
ジェクトが運用テストを行っている「バスどこシステム」でリ
アルタイムにバスの位置を把握することができます。

ツバキには数千の品種があるのを
知っていますか？本州で唯一の国
際優秀つばき園である野々市中
央公園では、たくさんのツバキを
楽しむことができます。多様な色
や形のツバキが咲き誇る様子は、
一見の価値あり！ぜひ、お気に入
りの花をぜひ探してみてください。
山一面がツバキに覆われた椿山か
らは、天気が良ければ霊峰白山を
眺めることもできます。

これまでの公民館機能に、市民協働のまちづくりを
進める拠点となる市民活動センター機能を加えた複合
施設と、本市物産品の販売や観光PR拠点となる
商業施設の機能をあわせ持ち、より一層のにぎわ
い創出が期待される施設として、誕生しました。

いつでも、何度でも、1年生を始められる
仕事・遊び・食・出会いが詰まった「みんなの学び舎」

※東洋経済「都市データパック」

にぎわいの里ののいち カミーノ

1の1 NONOICHI

ワンコインで市内の主要な場
所へアクセスすることがで
きる＆同伴未就学児１人目
まで無料なのでとっても重
宝しています。

のんキー

車を持たないわたしでも不自
由なく暮らすことができま
す。自転車＋のっティバスで
健康的なののいち暮らしを謳
歌中。

本日の給食当番などの
最新情報が盛りだくさん！
SNSで『1の1』発信中！

　本町2丁目１番21号（にぎわいの里ののいち カミーノ内）
259-1167（1の1直通）　 248-7332（野々市市観光物産協会）

［営業時間］ 9：00～20：00　［ドリンク・1の1ショップ］9：00～20：00 
　　　　　 ［１の１食堂］11：00～20：00（ラストオーダー19:30）
　　　　　 ［シェアキッチン］10：00～20：00

［定休日］ 月曜（祝日の場合は営業）　［駐車場］ あり

「JR野々市駅」から
「松任石川中央病院」までを
往復するシャトルバス

「のんキー」も運行しています。

What’s

1の１ショップやシェアオフィスも
併設されています。

のっティ

子育て世代に嬉しい！！
保育園の待機児童数０!

ゼロ

野々市市には17の認可保育園
が存在しています。そのため、
待 機 児 童 問 題 がありません。
ゆっくり検討して家族ごとの生
活スタイルに合った保育園を選
ぶこともできます。

子どもが遊べる公園がいっぱい！
市内には子ども連れで遊べる公園
がたくさんあります。家の近所の
公園をチェックするもよし、少し
足を伸ばしてお気に入りの公園
を探してみるのもよし。休日の遊
び 場 候 補がたくさんあるのは
野々市市ならでは。

わたしのノノイチば
ん！

詳細はこちらを

チェック詳細はこちらを

チェック

詳細はこちらをチェック

問
facebook Instagram

ののいち
　　voice

その1

その2

都市計画課
街路公園係

問

　227-6092

ののいちバス株式会社
問

246-7311 

2020年度版全国「住みよさランキング ※」ナンバー1にも選ばれた

とっても住みやすい野々市市。

具体的にはどんなところが魅力的？

一緒に探っていきましょう！

乗っていいバス♪
のっティバス

くらしのガイドブック野々市市30

野
々
市
市
ガ
イ
ド

２１０５野々市市(SG28)企画前半.indd   0 2021/04/24   : :00



野々市中央公園・椿館・椿山

1の1 NONOICHI1の1 NONOICHI
「にぎわいの里ののいち カミーノ」内の新しい市民の憩いの場「1の1 NONOICHI」。
「1の1食堂」では定食などおいしく健康的なメニューが楽しめます。「シェアキッチン」で
は、当番制で毎日違うお店が出店。多彩なメニューで毎日来ても飽きることがないかも？
芝生広場ではマルシェなどのイベントを開催！ヒトやモノ・コトが集まり新しい発見に出
会える場所です。

4つのルートで市全体を網羅しているからとっても便利。市
民の足として活躍しています。金沢工業大学BusStopプロ
ジェクトが運用テストを行っている「バスどこシステム」でリ
アルタイムにバスの位置を把握することができます。

ツバキには数千の品種があるのを
知っていますか？本州で唯一の国
際優秀つばき園である野々市中
央公園では、たくさんのツバキを
楽しむことができます。多様な色
や形のツバキが咲き誇る様子は、
一見の価値あり！ぜひ、お気に入
りの花をぜひ探してみてください。
山一面がツバキに覆われた椿山か
らは、天気が良ければ霊峰白山を
眺めることもできます。

これまでの公民館機能に、市民協働のまちづくりを
進める拠点となる市民活動センター機能を加えた複合
施設と、本市物産品の販売や観光PR拠点となる
商業施設の機能をあわせ持ち、より一層のにぎわ
い創出が期待される施設として、誕生しました。

いつでも、何度でも、1年生を始められる
仕事・遊び・食・出会いが詰まった「みんなの学び舎」

※東洋経済「都市データパック」

にぎわいの里ののいち カミーノ

1の1 NONOICHI

ワンコインで市内の主要な場
所へアクセスすることがで
きる＆同伴未就学児１人目
まで無料なのでとっても重
宝しています。

のんキー

車を持たないわたしでも不自
由なく暮らすことができま
す。自転車＋のっティバスで
健康的なののいち暮らしを謳
歌中。

本日の給食当番などの
最新情報が盛りだくさん！
SNSで『1の1』発信中！

　本町2丁目１番21号（にぎわいの里ののいち カミーノ内）
259-1167（1の1直通）　 248-7332（野々市市観光物産協会）

［営業時間］ 9：00～20：00　［ドリンク・1の1ショップ］9：00～20：00 
　　　　　 ［１の１食堂］11：00～20：00（ラストオーダー19:30）
　　　　　 ［シェアキッチン］10：00～20：00

［定休日］ 月曜（祝日の場合は営業）　［駐車場］ あり

「JR野々市駅」から
「松任石川中央病院」までを
往復するシャトルバス

「のんキー」も運行しています。

What’s

1の１ショップやシェアオフィスも
併設されています。

のっティ ワンワンワ コンコンコンコンコンコン
イイイインインンインインインイン

子育て世代に嬉しい！！
保育園の待機児童数０!

ゼロ

野々市市には17の認可保育園
が存在しています。そのため、
待 機 児 童 問 題 がありません。
ゆっくり検討して家族ごとの生
活スタイルに合った保育園を選
ぶこともできます。

子どもが遊べる公園がいっぱい！
市内には子ども連れで遊べる公園
がたくさんあります。家の近所の
公園をチェックするもよし、少し
足を伸ばしてお気に入りの公園
を探してみるのもよし。休日の遊
び 場 候 補がたくさんあるのは
野々市市ならでは。

わたしのノノイチば
ん！

詳細はこちらを

チェック詳細はこちらを

チェック

詳細はこちらをチェック

問
facebook Instagram

ののいち
　　voice

その1

その2

都市計画課
街路公園係

問

　227-6092

ののいちバス株式会社
問

246-7311 

2020年度版全国「住みよさランキング ※」ナンバー1にも選ばれた

とっても住みやすい野々市市。

具体的にはどんなところが魅力的？

一緒に探っていきましょう！

乗っていいバス♪
のっティバス

くらしのガイドブック野々市市 31野々市市役所　TEL.076-227-6000（代）
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歴史探訪歴史探訪
喜多家住宅

　江戸時代は油屋を、その後酒造業を営んできまし
た。主屋には、前面2階の太い古格子や袖壁、1階の細
かい加賀格子など、最も古い加賀の町家形式が残っ
ています。

　古くは縄文時代から歴史が息づく野々市市。市内北部の御経塚遺跡からはさまざまな土器や石器など
が出土し、当時の生活の様子を伝え、南部には白鳳時代に造営された北陸最古
級の寺院末松廃寺跡が存在します。また旧北国街道沿いの本町地区には数多く
の歴史的町並みや史跡もみられます。

NonoichiNonoichi

国指定重要文化財

水毛生家住宅

　かつて村役人等を務めた旧家の住
宅。表構えは切妻妻入の農家型、内部の
間取りは町家型となる県内では見られ
ない建物です。※特別公開日のみ一般
公開

野々市市本町3丁目

市指定文化財 住吉の宮（布市神社）

　1063（康平6）年、富樫家国が野々市
に館を構えた際、敷地内に社殿を造営
したことが始まりと伝えられていま
す。1914（大正3）年、布市神社と改称し
ました。

野々市市本町2丁目14番16号

市指定文化財

御経塚遺跡（ふるさと歴史館）

　縄文時代後期から晩期（3700～2500 年前
ごろ）にかけての大規模なムラ跡。莫大な数の
土器や石器が出土し、一部は重要文化財の指定
を受けています。遺跡の一部は史跡公園として
整備され、竪穴住居が復元されています。
　隣接する「ふるさと歴史館」では、御経塚遺跡
をはじめ市内遺跡の出土品を展示しています。

国指定史跡

末松廃寺跡

　7世紀後半に建てられた北陸
最古級の古代寺院跡で大きな塔
の基壇や金堂跡などのほか、和
同開珎銀銭が発見されました。

野々市市末松2丁目地内

国指定史跡

深鉢形土器 和同開珎銀銭

大公孫樹
おおいちょう

みもう

　住吉の宮内にある高さ約20m、幹周約5m、樹齢
推定は約500年とされる大変立派なイチョウ（公
孫樹）です。このイチョウは、戦国時代に、この地に
館を構えた木村孝信の墓標と伝えられています。

野々市市本町2丁目14番16号

市指定天然記念物

上林の大椎

　古くから上林林郷八幡神社の神木として保護され、
往時は幹周約９ｍの大きさを誇りました。樹盛の衰え
から主幹はなくなってしまいましたが、現在は年若い
枝が伸び、以前の姿を想起させます。

野々市市上林3丁目71番地
（林郷八幡神社）

市指定天然記念物

市指定文化財

野々市市御経塚１丁目182番地

無料

246-0133
月曜日（祝日の場合は翌日）、
祝日の翌日（土日は除く）、年末年始

10:00～16:00

野々市市本町3丁目8番11号

大人400円、小人200円
（団体10人以上の場合は各100円引）

248-1160
月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

9:00～17:00

郷土資料館（旧魚住家住宅）

　旧北国街道筋にあった江戸時代末
期の住宅を資料館として活用。表構
えは町家、その奥の間取りは農家と
いう複合建築物。農具や民具の展示
もしています。

無料

246-2672

月曜日（祝日の場合は翌日）、
祝日の翌日（土日は除く）、年末年始

9：00～17：00

野々市市本町3丁目19番24号

市指定文化財

　野々市市の公式キャラクター「のっティ」はなんの動物？

C ロバ

A 犬 B のっティ

D くま

解答はP74をチェック！
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歴史探訪歴史探訪
喜多家住宅

　江戸時代は油屋を、その後酒造業を営んできまし
た。主屋には、前面2階の太い古格子や袖壁、1階の細
かい加賀格子など、最も古い加賀の町家形式が残っ
ています。

　古くは縄文時代から歴史が息づく野々市市。市内北部の御経塚遺跡からはさまざまな土器や石器など
が出土し、当時の生活の様子を伝え、南部には白鳳時代に造営された北陸最古
級の寺院末松廃寺跡が存在します。また旧北国街道沿いの本町地区には数多く
の歴史的町並みや史跡もみられます。

NonoichiNonoichi

国指定重要文化財

水毛生家住宅

　かつて村役人等を務めた旧家の住
宅。表構えは切妻妻入の農家型、内部の
間取りは町家型となる県内では見られ
ない建物です。※特別公開日のみ一般
公開

野々市市本町3丁目

市指定文化財 住吉の宮（布市神社）

　1063（康平6）年、富樫家国が野々市
に館を構えた際、敷地内に社殿を造営
したことが始まりと伝えられていま
す。1914（大正3）年、布市神社と改称し
ました。

野々市市本町2丁目14番16号

市指定文化財

御経塚遺跡（ふるさと歴史館）

　縄文時代後期から晩期（3700～2500 年前
ごろ）にかけての大規模なムラ跡。莫大な数の
土器や石器が出土し、一部は重要文化財の指定
を受けています。遺跡の一部は史跡公園として
整備され、竪穴住居が復元されています。
　隣接する「ふるさと歴史館」では、御経塚遺跡
をはじめ市内遺跡の出土品を展示しています。

国指定史跡

末松廃寺跡

　7世紀後半に建てられた北陸
最古級の古代寺院跡で大きな塔
の基壇や金堂跡などのほか、和
同開珎銀銭が発見されました。

野々市市末松2丁目地内

国指定史跡

深鉢形土器 和同開珎銀銭

大公孫樹
おおいちょう

みもう

　住吉の宮内にある高さ約20m、幹周約5m、樹齢
推定は約500年とされる大変立派なイチョウ（公
孫樹）です。このイチョウは、戦国時代に、この地に
館を構えた木村孝信の墓標と伝えられています。

野々市市本町2丁目14番16号

市指定天然記念物

上林の大椎

　古くから上林林郷八幡神社の神木として保護され、
往時は幹周約９ｍの大きさを誇りました。樹盛の衰え
から主幹はなくなってしまいましたが、現在は年若い
枝が伸び、以前の姿を想起させます。

野々市市上林3丁目71番地
（林郷八幡神社）

市指定天然記念物

市指定文化財

野々市市御経塚１丁目182番地

無料

246-0133
月曜日（祝日の場合は翌日）、
祝日の翌日（土日は除く）、年末年始

10:00～16:00

野々市市本町3丁目8番11号

大人400円、小人200円
（団体10人以上の場合は各100円引）

248-1160
月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

9:00～17:00

郷土資料館（旧魚住家住宅）

　旧北国街道筋にあった江戸時代末
期の住宅を資料館として活用。表構
えは町家、その奥の間取りは農家と
いう複合建築物。農具や民具の展示
もしています。

無料

246-2672

月曜日（祝日の場合は翌日）、
祝日の翌日（土日は除く）、年末年始

9：00～17：00

野々市市本町3丁目19番24号

市指定文化財

　野々市市の公式キャラクター「のっティ」はなんの動物？

C ロバ

A 犬 B のっティ

D くま

解答はP74をチェック！
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歳時記歳時記
「野々市じょんからまつり」をはじめ、富奥地区、押野、御経塚に
伝わる「虫送り」、各地で行われる秋祭りの獅子舞や本町地区の
「野菜みこし」などの伝統行事が今も受け継がれ、熱き市民が華や
かに祭りを盛り上げます。

NonoichiNonoichi

野々市じょんからまつり
　野々市市の夏の風物詩といえば「野々市
じょんからまつり」です。この地の盆踊り
として受け継がれてきた「野々市じょんか
ら踊り」をチームごとにその出来栄えを競
うイベントとして市民に親しまれていま
す。まちの人が一体となった大きな踊りの
輪と、それを取り囲む大勢の見物客で会場
は盛り上がります。

虫送り
　稲の害虫を駆除するところか
ら始まり、現在に至る伝統行事。
太鼓を先頭にたいまつを持った
行列が町内を練り歩きます。最
後は広場に集まり、火文字と大
たいまつの点火に合わせ威勢の
良い掛け声とともに激しく太鼓
を打ち鳴らします。

「野々市じょんから」
の由来

　「野々市じょんから節」の名称を含めた由来については、古くから
諸説があり、室町時代にこのあたりで踊られていた「御贄踊り（おに
えおどり）」に由来するという説、江戸時代に富樫氏の徳を讃えつ
つ、武士や町民、百姓などの区別なく盆に踊り明かしたという説、古
浄瑠璃と都都逸（どどいつ）系の真宗と関係した歓喜嘆（かんぎた
ん）、くどき節が加わったという説、長崎県平戸に伝わる念仏踊りの
由来ともされた「自安和楽」（自ら安んじて和やか楽しむ）という意
の転化したものであるという説、上様（じょうさま＝蓮如）から教え
られた説などがあります。
　歌詞には江戸時代に人気があった芝居の「忠臣蔵」や「門出八島」、
「和尚おとし」などから文句を取り歌われてきましたが、現在は「富
樫略史音頭」を歌っています。踊りは、全国各地に伝わっている農作
業の仕草、動作をモチーフとした振り付けとされています。

富奥地区、押野、御経塚で開催

秋祭り

野々市の市

　本町地区の「豊年野菜みこし」は、稲
穂の屋根にススキの鳳凰をすえ、装飾
にたまねぎやにんじんなど様々な野菜
が用いられています。男たちが声をあ
げながら担ぎ上げ、まちを練り歩く姿
は迫力満点です。また、本町と粟田・中
林では大きな蚊帳の獅子と棒振りが対
決する勇壮
な「獅子舞」
が町内を巡
行します。

BIG APPLE in Nonoichi

　毎年秋に全国から愛好家
が 集 う ジ ャ ズ の 祭 典 。
ニューヨークから参加する
一流のアーティストが奏で
る素晴らしい音色と歌声が
観客を魅了します。

花と緑
ののいち 椿まつり
　市花木に指定されている「椿」の魅力を
様々な催事を通して紹介します。会場は丹精
こめて育てられた椿の花で彩られ、椿を題材
にした作品展や椿苗などの販売、特産物市や
花の寄せ植え教室なども開かれます。

　手取川の本流を水源とする七ヶ用水の中で、市を流れる用水は郷用水とあと1
つはなに？

C 中島用水

A 大慶寺用水 B 富樫用水

D 山島用水

解答はP74をチェック！

　野々市市と姉妹都市提携を結んでいるのは、ニュージーランドの何市？

C ギズボーン市

A ウエリントン市 B オークランド市

D クライストチャーチ市

解答はP74をチェック！
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歳時記歳時記
「野々市じょんからまつり」をはじめ、富奥地区、押野、御経塚に
伝わる「虫送り」、各地で行われる秋祭りの獅子舞や本町地区の
「野菜みこし」などの伝統行事が今も受け継がれ、熱き市民が華や
かに祭りを盛り上げます。

NonoichiNonoichi

野々市じょんからまつり
　野々市市の夏の風物詩といえば「野々市
じょんからまつり」です。この地の盆踊り
として受け継がれてきた「野々市じょんか
ら踊り」をチームごとにその出来栄えを競
うイベントとして市民に親しまれていま
す。まちの人が一体となった大きな踊りの
輪と、それを取り囲む大勢の見物客で会場
は盛り上がります。

虫送り
　稲の害虫を駆除するところか
ら始まり、現在に至る伝統行事。
太鼓を先頭にたいまつを持った
行列が町内を練り歩きます。最
後は広場に集まり、火文字と大
たいまつの点火に合わせ威勢の
良い掛け声とともに激しく太鼓
を打ち鳴らします。

「野々市じょんから」
の由来

　「野々市じょんから節」の名称を含めた由来については、古くから
諸説があり、室町時代にこのあたりで踊られていた「御贄踊り（おに
えおどり）」に由来するという説、江戸時代に富樫氏の徳を讃えつ
つ、武士や町民、百姓などの区別なく盆に踊り明かしたという説、古
浄瑠璃と都都逸（どどいつ）系の真宗と関係した歓喜嘆（かんぎた
ん）、くどき節が加わったという説、長崎県平戸に伝わる念仏踊りの
由来ともされた「自安和楽」（自ら安んじて和やか楽しむ）という意
の転化したものであるという説、上様（じょうさま＝蓮如）から教え
られた説などがあります。
　歌詞には江戸時代に人気があった芝居の「忠臣蔵」や「門出八島」、
「和尚おとし」などから文句を取り歌われてきましたが、現在は「富
樫略史音頭」を歌っています。踊りは、全国各地に伝わっている農作
業の仕草、動作をモチーフとした振り付けとされています。

富奥地区、押野、御経塚で開催

秋祭り

野々市の市

　本町地区の「豊年野菜みこし」は、稲
穂の屋根にススキの鳳凰をすえ、装飾
にたまねぎやにんじんなど様々な野菜
が用いられています。男たちが声をあ
げながら担ぎ上げ、まちを練り歩く姿
は迫力満点です。また、本町と粟田・中
林では大きな蚊帳の獅子と棒振りが対
決する勇壮
な「獅子舞」
が町内を巡
行します。

BIG APPLE in Nonoichi

　毎年秋に全国から愛好家
が 集 う ジ ャ ズ の 祭 典 。
ニューヨークから参加する
一流のアーティストが奏で
る素晴らしい音色と歌声が
観客を魅了します。

花と緑
ののいち 椿まつり
　市花木に指定されている「椿」の魅力を
様々な催事を通して紹介します。会場は丹精
こめて育てられた椿の花で彩られ、椿を題材
にした作品展や椿苗などの販売、特産物市や
花の寄せ植え教室なども開かれます。

　手取川の本流を水源とする七ヶ用水の中で、市を流れる用水は郷用水とあと1
つはなに？

C 中島用水

A 大慶寺用水 B 富樫用水

D 山島用水

解答はP74をチェック！

　野々市市と姉妹都市提携を結んでいるのは、ニュージーランドの何市？

C ギズボーン市

A ウエリントン市 B オークランド市

D クライストチャーチ市

解答はP74をチェック！
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特産品特産品
NonoichiNonoichi

キウイフルーツ

　富奥地区の農家が生産組合を組織し、粒
が大きく甘みのある「ヘイワード」に統一
して栽培しています。

ヤーコン

かぶら寿し

　かぶらにブリの薄切りを挟
み、にんじんや昆布と一緒に米
麹で漬け込んだお寿しです。

　大根と身欠きニシンを米麹
で漬け込んだお寿しです。

　歌舞伎でも有名な源義経と
弁慶の安宅の関での逸話にち
なんだ最中のお菓子です。

　富樫家国が作らせ、富樫の郷
の名物として世に知れ渡った
ことにちなんだ煎餅です。

　市花木ツバキの形のまん
じゅう。加賀つくねいもを使
用しており、深い味わいです。

　特産のキウイフルーツを使
用。フルーティな旨みとマイ
ルドな味わいが特徴です。

　市花木ツバキから採取した
酵母を活用した花酵母のお酒
です。

　サツマイモに似ています
が生でも食べられる南米原
産のみずみずしくて甘い野
菜です。

純米吟醸酒「ichi椿」

だいこん寿し

野々市キウイフルーツビネガー

加賀銘菓 勧進帳

野々市椿まんじゅう

野々市煎餅 愛と和

野々市ブランド

認定品
地域内の特色ある産品のうち、
特に優れたものを野々市ブラン
ドとして、市が認定します。

野々市ヤーコン焼酎

「うまいがいね」

　特産のヤーコンを原料とした
焼酎。ヤーコン本来のまろやかな
甘みが口の中に広がります。

キウイフルーツ
ワイン

　野々市産の完熟キウイフルー
ツをふんだんに使用した、全国
でも珍しいワイン。

チャンピオン
カレー

　濃厚なルーにうまみが凝縮し
ており、一度食べたら忘れられ
ない味。本店が野々市市にあり
ます。

ののいち草木染

　白山の伏流水が流れ出る野々市の地
は草木染に適しています。ヤーコンを
使ったヤーコン染も作っています。

市キウイフルーツ生産組合　248-8954

中村酒造株式会社
248-2435ののいちヤーコン倶楽部

248-8954

野々市農業協同組合
248-8954

いそや菓子舗
248-0154

野々市農業協同組合
248-8954

椿の水引アクセサリー

　市花木ツバキをモチーフに、縁を結ぶ意味をも
つ水引で作ったピンバッチとブローチ。

かねこ結納品店　248-0222

市商工会女性部草木染　246-1242

野々市農業協同組合
248-8954

株式会社チャンピオンカレー
248-9558

地場産業振興会
246-1242

ふがく堂　214-6634
株式会社ぶった農産
248-0760株式会社ぶった農産

248-0760

解答はP74をチェック！

　国の史跡に指定されている御経塚遺跡。これ
はいつの時代の遺跡でしょうか？

A 縄文 B 弥生

C 古墳 D 飛鳥
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特産品特産品
NonoichiNonoichi

キウイフルーツ

　富奥地区の農家が生産組合を組織し、粒
が大きく甘みのある「ヘイワード」に統一
して栽培しています。

ヤーコン

かぶら寿し

　かぶらにブリの薄切りを挟
み、にんじんや昆布と一緒に米
麹で漬け込んだお寿しです。

　大根と身欠きニシンを米麹
で漬け込んだお寿しです。

　歌舞伎でも有名な源義経と
弁慶の安宅の関での逸話にち
なんだ最中のお菓子です。

　富樫家国が作らせ、富樫の郷
の名物として世に知れ渡った
ことにちなんだ煎餅です。

　市花木ツバキの形のまん
じゅう。加賀つくねいもを使
用しており、深い味わいです。

　特産のキウイフルーツを使
用。フルーティな旨みとマイ
ルドな味わいが特徴です。

　市花木ツバキから採取した
酵母を活用した花酵母のお酒
です。

　サツマイモに似ています
が生でも食べられる南米原
産のみずみずしくて甘い野
菜です。

純米吟醸酒「ichi椿」

だいこん寿し

野々市キウイフルーツビネガー

加賀銘菓 勧進帳

野々市椿まんじゅう

野々市煎餅 愛と和

野々市ブランド

認定品
地域内の特色ある産品のうち、
特に優れたものを野々市ブラン
ドとして、市が認定します。

野々市ヤーコン焼酎

「うまいがいね」

　特産のヤーコンを原料とした
焼酎。ヤーコン本来のまろやかな
甘みが口の中に広がります。

キウイフルーツ
ワイン

　野々市産の完熟キウイフルー
ツをふんだんに使用した、全国
でも珍しいワイン。

チャンピオン
カレー

　濃厚なルーにうまみが凝縮し
ており、一度食べたら忘れられ
ない味。本店が野々市市にあり
ます。

ののいち草木染

　白山の伏流水が流れ出る野々市の地
は草木染に適しています。ヤーコンを
使ったヤーコン染も作っています。

市キウイフルーツ生産組合　248-8954

中村酒造株式会社
248-2435ののいちヤーコン倶楽部

248-8954

野々市農業協同組合
248-8954

いそや菓子舗
248-0154

野々市農業協同組合
248-8954

椿の水引アクセサリー

　市花木ツバキをモチーフに、縁を結ぶ意味をも
つ水引で作ったピンバッチとブローチ。

かねこ結納品店　248-0222

市商工会女性部草木染　246-1242

野々市農業協同組合
248-8954

株式会社チャンピオンカレー
248-9558

地場産業振興会
246-1242

ふがく堂　214-6634
株式会社ぶった農産
248-0760株式会社ぶった農産

248-0760

解答はP74をチェック！

　国の史跡に指定されている御経塚遺跡。これ
はいつの時代の遺跡でしょうか？

A 縄文 B 弥生

C 古墳 D 飛鳥
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　パソコン教室や情報通信機器の困りごと相談、各種イベントなどを通して、みな
さんのITスキルアップや創作活動を支援しています。映像で学習しながらパソコン
スキルを取得する、ビデオパソコン講座も好評開催中。気軽に施設を利用できる
よう市役所と一体になった場所で、子どもからお年寄りまで幅広く利用されてい
ます。会議や研修、サークル活動に利用できる部屋の貸館も行っています。

情 報 交 流 館 カメリア

ののいち電 子 図 書 館
（学びの杜ののいち カレード）

　いつでも、どこにいても、パソコンやスマートフォン
を使って電子書籍の貸し出しや閲覧ができます。
※野々市市在住の人のみ対象

スポ ーツランド
　屋内・屋外プールやテニス
コート、屋内ゲートボール場が
あります。屋内プールには、幼
児・児童用プールもあるので子
どもからお年寄りまで気軽に利
用できます。

294-5800電話所在地 野々市市中林5丁目1番地1

248-1223電話所在地 野々市市下林3丁目97番地

　図書館と市民学習センターが融合した新しいカタチの生涯
学習施設。図書の閲覧や貸し出しはもちろん、電子図書館やタ
ブレット端末の館内貸し出しなどICTを利用した各種サービス
を提供しています。市民学習センターでは、スタジオや展示室
の貸し出しを行っているのでさまざまな活動に活用できます。

毎週水曜日、12/29～1/3、特別整理期間（図書館のみ）休館日

https://www.kaleido-nono1.jpHP

開館時間 9:00～22：00電話 248-8099
所在地 野々市市太平寺4丁目156番地

　バスケットボールやバドミン
トンが楽しめる大体育室や卓球
台のある小体育室、トレーニン
グ機器が使えるトレーニング室
などがあります。個人でも利用
できるので、健康・体力づくりに
ぜひ活用してください。

　市民活動の場として
調理や茶話会などに利
用できる、明るく清潔感
あふれるスタジオです。

https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/38/23040.htmlHP

https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/38/2572.htmlHP

市民学習センター・キッチンスタジオ
（学びの杜ののいち カレード）

図 書 館（学びの杜ののいち カレード）

　1階は野々市市出身のアニメーション映画監督、米林宏昌
氏がイラストを描いたパオ（昇降幕）を囲む児童図書コーナー
と西側には一般図書コーナーが広がります。2階は青少年のた
めのYA（ヤングアダルト）コーナーがあります。

市内の主な施設

本と出会い、人と出会い、市民が光輝き、まちが美しくにぎわう

学びの杜ののいち カレード市民の新しい生涯学習の場

市 民 体 育 館

ホール椿は最大300人収容可能

交流サロン

227-6200電話所在地 野々市市三納1丁目1番地
https://camellia.nono1.jpHP第2・第4水曜日、12/28～1/3休館日

開館時間 9:00～22：00

くらしのガイドブック野々市市38

野
々
市
市
ガ
イ
ド

２１０５野々市市(SG28)企画前半.indd   38 2021/04/16   18:29:30



　パソコン教室や情報通信機器の困りごと相談、各種イベントなどを通して、みな
さんのITスキルアップや創作活動を支援しています。映像で学習しながらパソコン
スキルを取得する、ビデオパソコン講座も好評開催中。気軽に施設を利用できる
よう市役所と一体になった場所で、子どもからお年寄りまで幅広く利用されてい
ます。会議や研修、サークル活動に利用できる部屋の貸館も行っています。

情 報 交 流 館 カメリア

ののいち電 子 図 書 館
（学びの杜ののいち カレード）

　いつでも、どこにいても、パソコンやスマートフォン
を使って電子書籍の貸し出しや閲覧ができます。
※野々市市在住の人のみ対象

スポ ーツランド
　屋内・屋外プールやテニス
コート、屋内ゲートボール場が
あります。屋内プールには、幼
児・児童用プールもあるので子
どもからお年寄りまで気軽に利
用できます。

294-5800電話所在地 野々市市中林5丁目1番地1

248-1223電話所在地 野々市市下林3丁目97番地

　図書館と市民学習センターが融合した新しいカタチの生涯
学習施設。図書の閲覧や貸し出しはもちろん、電子図書館やタ
ブレット端末の館内貸し出しなどICTを利用した各種サービス
を提供しています。市民学習センターでは、スタジオや展示室
の貸し出しを行っているのでさまざまな活動に活用できます。

毎週水曜日、12/29～1/3、特別整理期間（図書館のみ）休館日

https://www.kaleido-nono1.jpHP

開館時間 9:00～22：00電話 248-8099
所在地 野々市市太平寺4丁目156番地

　バスケットボールやバドミン
トンが楽しめる大体育室や卓球
台のある小体育室、トレーニン
グ機器が使えるトレーニング室
などがあります。個人でも利用
できるので、健康・体力づくりに
ぜひ活用してください。

　市民活動の場として
調理や茶話会などに利
用できる、明るく清潔感
あふれるスタジオです。

https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/38/23040.htmlHP

https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/38/2572.htmlHP

市民学習センター・キッチンスタジオ
（学びの杜ののいち カレード）

図 書 館（学びの杜ののいち カレード）

　1階は野々市市出身のアニメーション映画監督、米林宏昌
氏がイラストを描いたパオ（昇降幕）を囲む児童図書コーナー
と西側には一般図書コーナーが広がります。2階は青少年のた
めのYA（ヤングアダルト）コーナーがあります。

市内の主な施設

本と出会い、人と出会い、市民が光輝き、まちが美しくにぎわう

学びの杜ののいち カレード市民の新しい生涯学習の場

市 民 体 育 館

ホール椿は最大300人収容可能

交流サロン

227-6200電話所在地 野々市市三納1丁目1番地
https://camellia.nono1.jpHP第2・第4水曜日、12/28～1/3休館日

開館時間 9:00～22：00
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市内の主な公園

つばきの郷公園
　ツバキの種の形をし
た大型遊具が大人気。
線路の近くにあるので、
新幹線や電車の走る姿
を公園から眺めることも
できます。

所在地 二日市5丁目207、
334、338

末松廃寺跡公園
　白鳳 時 代（ 7 世 紀 末
頃）加賀の有力な豪族に
よって建てられたとされ
ている寺院跡があった
場所に造られた公園で
す。広い敷地の中に当時
の建立跡が残されてい
ます。

末松2丁目247所在地

押野中央公園
　運動広場が併設され
た公園で、芝生広場、砂
場や複合遊具などがあ
ります。桜（ソメイヨシノ）
が植えられており、春に
はきれいな花を見ること
ができます。

押野1丁目339所在地

経塚公園（泉の広場）
　野々市市で唯一噴水
のある公園で、定時に噴
水が上がります。（冬季
を除く）県内でも数少な
い平野に立地した経塚
が今も残されており、御
経塚の町名の由来にも
なっています。

御経塚2丁目
334、335

所在地

御経塚史跡公園
　縄文時代の大規模な
集落遺跡の上につくら
れた公園です。竪穴住居
の復元があるので、歴史
を感じながら遊ぶことが
できます。

御経塚1丁目549所在地

野々市南部公園
　野々市市の南部にあ
る公園で、様々な店舗が
近接しています。子供た
ちに人気のある大きな
ロープタワー がありま
す。

上林4丁目665所在地

あらみや公園
　野々市市役所に隣接
する公園です。広い芝生
は、ピクニックや体を動
かすのにぴったり。

三納一丁目2所在地

野々市中央公園
　野々市市で1番大き
い公園です。のっティが
描かれた大型の遊具の
ほか、たくさんの遊具が
あり親子で楽しめます。
自然いっぱいの園内は
ウォーキングや軽い散
歩にも最適です。

所在地 下林3丁目、
堀内2丁目地内

横宮緑地
　国道157号横宮交差
点角にある緑地で、市の
シンボル『椿モニュメン
ト』があります。バス停留
所に隣接しているのでバ
スを待っているときでも
くつろげます。

横宮町67-5所在地

野々市交通公園
　本物そっくりの信号
機 が 稼 動しています。

（午前9時から午後5時
まで）交通安全の習慣を
楽しく身につけることが
できます。

菅原町4、5、6、7所在地

せせらぎ公園
　金沢工業大学西側を
流れる高橋川沿いにあ
る公園です。

高橋町155-1 他所在地

つばき公園
　野々市市の市花木で
ある椿を多数植栽して
あります。広い芝生の上
で思いっきり体を動かし
てください。

本町六丁目462、
463、464の
各一部

所在地
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市内の主な公園

つばきの郷公園
　ツバキの種の形をし
た大型遊具が大人気。
線路の近くにあるので、
新幹線や電車の走る姿
を公園から眺めることも
できます。

所在地 二日市5丁目207、
334、338

末松廃寺跡公園
　白鳳 時 代（ 7 世 紀 末
頃）加賀の有力な豪族に
よって建てられたとされ
ている寺院跡があった
場所に造られた公園で
す。広い敷地の中に当時
の建立跡が残されてい
ます。

末松2丁目247所在地

押野中央公園
　運動広場が併設され
た公園で、芝生広場、砂
場や複合遊具などがあ
ります。桜（ソメイヨシノ）
が植えられており、春に
はきれいな花を見ること
ができます。

押野1丁目339所在地

経塚公園（泉の広場）
　野々市市で唯一噴水
のある公園で、定時に噴
水が上がります。（冬季
を除く）県内でも数少な
い平野に立地した経塚
が今も残されており、御
経塚の町名の由来にも
なっています。

御経塚2丁目
334、335

所在地

御経塚史跡公園
　縄文時代の大規模な
集落遺跡の上につくら
れた公園です。竪穴住居
の復元があるので、歴史
を感じながら遊ぶことが
できます。

御経塚1丁目549所在地

野々市南部公園
　野々市市の南部にあ
る公園で、様々な店舗が
近接しています。子供た
ちに人気のある大きな
ロープタワー がありま
す。

上林4丁目665所在地

あらみや公園
　野々市市役所に隣接
する公園です。広い芝生
は、ピクニックや体を動
かすのにぴったり。

三納一丁目2所在地

野々市中央公園
　野々市市で1番大き
い公園です。のっティが
描かれた大型の遊具の
ほか、たくさんの遊具が
あり親子で楽しめます。
自然いっぱいの園内は
ウォーキングや軽い散
歩にも最適です。

所在地 下林3丁目、
堀内2丁目地内

横宮緑地
　国道157号横宮交差
点角にある緑地で、市の
シンボル『椿モニュメン
ト』があります。バス停留
所に隣接しているのでバ
スを待っているときでも
くつろげます。

横宮町67-5所在地

野々市交通公園
　本物そっくりの信号
機 が 稼 動しています。

（午前9時から午後5時
まで）交通安全の習慣を
楽しく身につけることが
できます。

菅原町4、5、6、7所在地

せせらぎ公園
　金沢工業大学西側を
流れる高橋川沿いにあ
る公園です。

高橋町155-1 他所在地

つばき公園
　野々市市の市花木で
ある椿を多数植栽して
あります。広い芝生の上
で思いっきり体を動かし
てください。

本町六丁目462、
463、464の
各一部

所在地
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税金 50

戸籍・住民登録・印鑑登録 47
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くらしのガイドブック野々市市44

市
役
所
窓
口
案
内

担当部署 問い合わせ内容 電話番号 メールアドレス

総務課
General Aff airs Section

議会との連絡調整、儀式・ほう賞および表彰、地方分権、選
挙・選挙管理委員会、自衛官募集、文書管理、告示式、条例な
どの審査、情報公開、個人情報保護、審査請求

227-6026 soumu@

公有財産、庁舎管理、土地開発公社、ふるさと納税 227-6057
秘書室
Secretarial Offi  ce

秘書、市長会、職員提案 227-6021 hisho@
人事、給与、組織機構、職員研修 227-6022

財政課
Financial Aff airs Section

財政計画・運営、予算編成・執行管理 227-6031 zaisei@入札、契約 227-6032

税務課
Taxation Section

個人市県民税、法人市民税、市たばこ税、所得・課税証明 227-6036

zeimu@土地・家屋などの評価、固定資産税、都市計画税、軽自動車
税、公課証明、罹災・被災証明 227-6037

市税の収納、納税証明、納税相談 227-6041

市民課
Residents Section

戸籍、住民登録、印鑑登録、特別永住者、住居表示、埋火葬許
可、住民サービスコーナー、マイナンバー（個人番号）カード
交付

227-6046 shimin@

環境安全課
Environment & Safety Section

生活環境の保全、公害防止、一般廃棄物、資源リサイクル、犬
の登録、狂犬病予防注射、墓地、地下水規制 227-6052 anzen@
交通安全、防犯、消防、防災、生活安全審議会 227-6051

企画課
Planning Section

重要施策の企画・総合調整、総合計画、地方創生、広域行政、
大学連携、行政評価 227-6028 kikaku@
統計、地域情報化、行政情報化、情報セキュリティ 227-6027

地域振興課
Regional Promotion Section

地域資源の発掘と活用、特産品振興、観光振興、市キャラクター 227-6160
chiiki@公共交通、コミュニティバス、交遊舎、北口プラザ、市営自動

車駐車場・自転車駐車場 227-6118

市民協働課
Civic Collaboration Section

市民協働のまちづくり推進、町内会、NPO、ボランティア、
男女共同参画、国際・国内交流、東京野々市会・関西野々市会 227-6029

kyoudou@
情報の発信、広報紙・市勢要覧の発行、ホームページの運営、
広聴活動、報道発表、パブリックコメント 227-6056

人権相談、行政相談、市民相談、公益通報 227-6040
消費生活センター（室）
Consumer Aff airs Center 消費生活相談 227-6054

市民活動センター
Civic Activity Center 市民活動推進 248-7301 shiminkatsudou@

ホームページ https://www.city.nonoichi.lg.jp/　 Eメール info@city.nonoichi.lg.jp

市役所窓口案内
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担当部署 問い合わせ内容 電話番号 メールアドレス

産業振興課
Industry Promotion Section

農林水産業の振興、食糧政策、地籍調査、有害鳥獣、農業委員
会、土地改良、法定外公共物の使用・払い下げ 227-6081

sangyou@
商工業振興、企業立地、創業支援、商工業の制度融資、じょん
からまつり、労働者福祉・雇用、特定計量器定期検査 227-6082

福祉総務課
Welfare Affairs Section

民生委員・児童委員、戦没者遺族などの援護、更生保護、日
赤、社会福祉協議会関係 227-6061

fukushi@
障害者手帳、心身障害者医療費助成、自立支援給付、地域生活
支援、障害支援区分認定、障害者福祉の総合施策、障害者の手
当、障害者団体、自殺防止、障害者虐待、障害者の権利擁護

227-6063

福祉事務所
Municipal Welfare Office 生活保護、生活困窮者の自立支援 227-0294

発達相談センター
Developmental Disorder 
Support Center

発達相談 248-1333 hattatsu@

介護長寿課
Elderly Care & Longevity Section

介護保険の資格・保険料、介護認定・給付、介護保険サービス 227-6066

kaigo@高齢者福祉事業、養護老人ホーム等の入所、老人福祉施設、
高齢者団体、高齢者の権利擁護 227-6062

介護予防、高齢者などの相談・支援、地域包括ケアの推進 227-6067
保険年金課
Health Insurance & Annuity 
Section

国民健康保険の資格・給付、国民健康保険税の賦課、後期高
齢者医療制度の資格、後期高齢者医療保険料 227-6071

hoken@
国民年金、国民年金相談、国民年金事業の普及 227-6072

子育て支援課
Child-rearing Support Section

保育園、認定こども園、保育指導、ファミリーサポートセン
ター 227-6076

kosodate@児童福祉、子育て支援医療費、ひとり親家庭等医療費、児童
手当、児童扶養手当、子育て支援、放課後児童クラブ、子育て
支援センター、児童館、未熟児養育医療

227-6077

健康推進課
Health Promotion Section

母子の健康診査・健康相談・訪問指導、歯科保健、予防接種、
感染症、食育、不妊治療 248-3511 kenkou@
住民の健康診査等、成人の健康相談・健康教育、健康づくり

建設課
Construction Section

道路の新設・維持管理、交通安全施設の整備、除雪計画 227-6086
kensetsu@河川・排水路の維持管理、雨水調整池の維持管理、水防計画、

土木災害 227-6023

建築住宅課
Housing Guidance Section

建築確認、特定行政庁 227-6136
kenchiku@

市営住宅、開発許可、住宅施策（耐震診断・改修など） 227-6087

※ メールアドレスの＠のあとは、city.nonoichi.lg.jpとなり全部署共通

入院が必要だけど保証人がいない
　怪我をして動けなくなったら？

1人では解決が難しいことが…
　親族にも言いにくいことが…

万が一自分が死んだら…
「将来的な心配」

ののいち終活協議会
一二三　幸子代表野々市市民活動センター登録団体

明るい老後を応援する

有限会社トレードハウス（終活サービス部）
野々市市本町六丁目14番33号 TEL 076-294-8100

身元保証（保証人代行）や終活準備など 心託で承ります

当会では、日常生活支援から、病院（入院）や介護施設利用時に必要となる保証人代行サービス（身元保証）など、家族が担ってきたすべてのことをお引
き受け出来る仕組みによって、終活サービス（終活相談）の提供をしています。更におひとりさまのご家族に代わって病院の入院保証、介護施設へのご入
居での身元保証人代行サービス（保証人代行）のお引き受けから、日々の生活サポート、ご逝去後の葬儀・納骨・死後事務全般まで、お客様のご希望に合
わせて生活サポート（終活相談）を承っております

「急に動けない」「起き上がれない」など、怪我や病気など突然のアクシデントは年齢にかかわ
らず誰にでも起こりうるものです。
そんなときに家族がそばにいれば安心ですが、そうでない場合は困ってしまいます。

「心託（しんたく）＝家族代行サービス」　身元保証（保証人代行）から終活相談（終活サポート）まで

｢あなたの安心｣　準備をはじめませんか

検索トレードハウス  野々市市

｢P61,P83の広告をご覧ください｣
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担当部署 問い合わせ内容 電話番号 メールアドレス
都市計画課
Urban Planning Section

都市計画、土地区画整理事業、地区計画、景観 227-6091
toshikeikaku@

都市計画街路、都市公園・緑地、緑化計画・推進 227-6092

上下水道課
Waterworks & Sewage Section

上下水道料金、上下水道使用の開始・休止・名義変更、下水道
事業受益者負担金 227-6102

jougesui@水道事業計画、水道建設工事・維持管理、給水装置工事、水道
の水質 227-6106

下水道事業計画、下水道建設工事・維持管理、排水設備工事 227-6096
教育総務課
Educational Administration 
Section

教育委員会の会議、就学援助、幼稚園幼児教育無償化、教育
行政に関する相談 227-6113 kyouiku_

soumu@
市立学校関係施設の維持管理・整備 227-6114

小学校給食センター
Elementary School School Lunch Center

学校給食
248-2090

kyushoku@
中学校給食センター
Junior High School School Lunch Center 246-3066

学校教育課
School Education Section

教職員の人事・服務、教職員の指導・研修、就学・入学・転学、
教科書・教材の取り扱い、市立学校の評価、特別支援教育・教
育支援、学校保健、教育相談、教育センターの運営

227-6162 gakkou@

生涯学習課
Lifelong Learning Section

生涯学習体制の整備、社会教育事業、社会教育委員、社会教
育団体、生涯学習ボランティア、女性教育、公民館、女性セン
ター、富奥防災コミュニティセンター、図書館

227-6116
shougai@

青少年健全育成、家庭教育、青少年団体、少年育成センター 227-6117
スポーツ振興課
Sports Promotion Section

スポーツ・レクリエーション、スポーツ推進委員、体育関係
団体、体育施設、学校体育施設の開放 248-1442 sports@

文化課
Culture Promotion Section

芸術文化および芸能、芸術文化団体、文化会館、情報交流館、
情報文化振興財団、椿まつり 227-6121

bunka@文化財の調査・保護、文化財の指定・維持管理、史跡の保存・
整備、ふるさと歴史館、郷土資料館、喜多家住宅、市沿革史料
の調査・編さん

227-6122

会計課
Accounting Section 現金の出納、現金の保管、決算の調製 227-6131 kaikei@

議会事務局
Assembly Offi  ce 市議会、市議会議員、会議録の調製保管、会議の傍聴 227-6141 gikai@

監査委員事務局
Supervisory Auditor Room 事務事業に関する監査・検査・審査、公平委員会 227-6146 kansa@

※メールアドレスの＠のあとは、city.nonoichi.lg.jpとなり全部署共通
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●戸籍・住民登録  ································  P.47 ●印鑑登録・各種証明  ························  P.48

届出の名称 届出期間 届出に必要なもの

出生届 生まれた日から14日以内に届け出てください。 はんこ、出生届出書、母子健康手帳、〈国民健康保
険被保険者証など〉

死亡届 亡くなった日から7日以内に届け出てください。
はんこ、死亡届出書、〈国民健康保険被保険者証、
国民年金手帳、後期高齢者医療被保険者証、介護
保険被保険者証、身体障害者手帳など〉

婚姻届 届出によって効力を生ずるので届出期間はあり
ません。

はんこ（双方）、婚姻届出書、戸籍謄本（本籍が野々
市市の場合は不要）、本人確認書類〈国民健康保険
被保険者証、国民年金手帳など〉

離婚届
届出によって効力を生ずるので届出期間はあり
ませんが、裁判による離婚の場合、確定または調
停成立の日から10日以内に届け出てください。

はんこ（双方）、離婚届出書、戸籍謄本（本籍が野々
市市の場合は不要）、裁判による離婚の場合は調
停調書の謄本または裁判の謄本および確定証明
書、本人確認書類〈国民健康保険被保険者証、国民
年金手帳など〉

◦ 婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届の場合、届出人の本人確認のため、「本人確認書類」（運転免許
証・パスポート・マイナンバー（個人番号）カード・住民基本台帳カード（顔写真付）・保険証・年金手帳など）の
提示にご協力をお願いします。

　戸籍とは個人の身分関係（出生・婚姻・死亡・親子関係など）を公簿上明らかにしたもので、通常夫婦単位で一
つの戸籍が作られます。この戸籍の所在地を「本籍」といいます。
▶戸籍に関する届出 〈　〉は該当者のみ

戸籍

戸籍・住民登録・印鑑登録

戸籍・住民登録 問 市民課��☎227-6046
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住民登録
　市の住民であることを証明します。住民基本台帳に記録され、就学・選挙・国民健康保険・国民年金などの基礎
になる重要なものです。
▶住民登録に関する届出 〈　〉は該当者のみ

　印鑑登録や各種証明の発行には、窓口に来た人の
「本人確認書類」（運転免許証・パスポート・マイナン
バー（個人番号）カード・住民基本台帳カード（顔写真
付）・保険証・年金手帳など）の提示が必要です。
▶印鑑登録するとき
　市に住民登録している人は印鑑登録をすることが
できます。ただし、満15歳未満の人はできません。登
録の申請は、本人または代理人ができます。
◦ 本人が来庁し、運転免許証・パスポート・マイナン

バー（個人番号）カード・住民基本台帳カードなど
官公署が発行した写真付きの本人確認書類を提示
して申請する場合、即日で印鑑登録ができます。

◦ 本人申請で上記の本人確認書類がない場合や代理
人が申請する場合は、即日での印鑑登録はできま
せん。確認のため本人に対して照会書を郵送しま
すので、後日回答書を持ってきたときに登録とな
ります。（回答期限は申請の日から1カ月以内）

◦ 成年被後見人が申請する場合は、必ず成年後見人
が同行してください。

◦ 届出人の本人確認のため、「本人確認書類」（運転免許証・パスポート・マイナンバー（個人番号）カード・住民基
本台帳カード（顔写真付）・保険証・年金手帳など）の提示に協力をお願いします。

◦外国の人が住所変更する場合は、在留カードまたは特別永住者証明書を持ってきてください。
◦ 代理人が手続きする場合は、届出人（世帯主または引っ越しする本人）直筆の委任状および代理人の本人確認

書類が必要です。

届出の名称 届出期間 届出に必要なもの

転入届
市外から引っ越ししてきた
日から14日以内に届け出て
ください。

・転出証明書・本人確認書類・〈マイナンバー（個人番号）カード、住民基
本台帳カード、国民年金手帳、身体障害者手帳など〉

転出届
市外へ引っ越しする日の14
日前から引っ越しする日ま
でに届け出てください。

・本人確認書類・〈印鑑登録証、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医
療被保険者証、介護保険被保険者証、子育て支援医療費受給資格証な
ど〉

転居届 市内で転居した日から14日
以内に届け出てください。

・本人確認書類・〈マイナンバー（個人番号）カード、住民基本台帳カー
ド、国民健康保険被保険者証、国民年金手帳、後期高齢者医療被保険者
証、介護保険被保険者証、身体障害者手帳、子育て支援医療費受給資格
証など〉

世帯主変更届 変更があった日から14日以
内に届け出てください。 ・本人確認書類・〈国民健康保険被保険者証など〉

印鑑登録・各種証明
問 市民課��☎227-6046

種　類 手 数 料
戸籍謄本・抄本 1通 450円
除（原戸）籍謄本・抄本 1通 750円
戸籍の附票の写し 1通 200円
身分証明書 1通 200円

住民票の写し
1件1人 200円
1件2人以上 300円

印鑑登録証明書 1通 200円
自動車臨時運行許可証 1件 750円
公的個人認証サービス（電子証明書）  200円
マイナンバー（個人番号）カード　再交付 1件 800円

▶印鑑登録証明書が必要なとき
◦ 印鑑登録証を持ってきてください。実印は必要あ

りません。
◦ 代理人の場合は、必要な人の住所、氏名、生年月日

を確認のうえ、印鑑登録証を持参してください。
▶各種証明書などが必要なとき
◦ 「本人確認書類」（運転免許証・パスポート・マイナ

ンバー（個人番号）カード・住民基本台帳カード（顔
写真付）・保険証・年金手帳など）

◦委任状（代理人申請の場合）
◦手数料
※主な証明書などの手数料
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名　称 所 在 地 利用できる日時

交遊舎
サービスコーナー

（JR野々市駅北口側
　交遊舎内）

二日市1-2

月～金（定休日は土・
日・祝・年末年始・交
遊舎の休館日）
 8：30～13：00
14：00～17：00

▶取り扱う証明書
　「住民票の写し」「印鑑登録証明書」「戸籍謄本・抄
本」「税関係の証明書」など
※ 一部発行できないものがありますので、事前に問

い合わせください

住民サービスコーナー

＊広域行政窓口サービス　受付時間（午前9時～午後5時）
　金沢市・白山市・かほく市・加賀市・小松市・能美市・
川北町・津幡町・内灘町の証明書を交付申請すること
ができます。
◦ 発行できるもの（本人または同一世帯・戸籍に関す

る証明書については同一戸籍内の人に限り利用す
ることができます） 
住民票の写し、印鑑登録証明書、現在の戸籍謄本・
抄本、戸籍の附票の写し、身分証明書 
なお、請求できる人は限られていますので、詳しく
は事前に問い合わせください。

　マイナンバー（個人番号）カードは、交付申請書を
地方公共団体情報システム機構へ直接郵送して申請
するほか、スマートフォン・パソコンからのオンライ
ン申請や証明写真機を利用しても申請できます。
　申請には、交付申請書または交付申請書に印字さ
れた申請書IDが必要になります。交付申請書を持っ
ていない場合は市民課で再発行できますので、問い
合わせください。

マイナンバー（個人番号）カードの申請

マイナンバー（個人番号）カード
　マイナンバー（個人番号）カードは、カード表面に、
氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が掲載され、公的
な本人確認書類として利用できます。カード裏面に
マイナンバーが記載されます。マイナンバー（個人番
号）カードの申請受付および作成は地方公共団体情
報システム機構が行いますので、即日交付はできま
せん。カードの有効期限は20歳以上の人は発行日か
ら10回目の誕生日、20歳未満の人は容姿の変化を考
慮して発行日から5回目の誕生日となります。

　電子証明書には「署名用電子証明書」と「利用者証
明用電子証明書」の2種類があります。
　署名用電子証明書は確定申告などの電子申請を行
うために使用します。また、利用者証明用電子証明

電子証明（公的個人認証）

コンビニ交付
　利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバー

（個人番号）カードを利用して全国のコンビニエンス
ストアで野々市市の住民票の写しなどの各種証明書
が取得できます。
▶取得できる証明書
◦住民票の写し（野々市市に住民登録のある人のみ）
◦ 印鑑登録証明書（すでに野々市市で印鑑登録をし

ている人のみ）
◦ 戸籍謄抄本（現在のもの。本籍が野々市市の人に限

る※）
◦ 戸籍の附票（現在のもの。本籍が野々市市の人に限

る※）
※ 野々市市以外に住民登録している人が、野々市市

の戸籍謄抄本や戸籍の附票をコンビニ交付サービ
スで取得する場合は、事前に利用登録申請が必要
になります。
▶�利用できるコンビニエンスストア（マルチコピー
機が設置されている店舗に限る）

◦セブンイレブン
◦ローソン
◦ファミリーマート
◦イオンリテール　など
利用できる時間  午前6時30分から午後11時まで

（12月29日～1月3日およびメンテ
ナンス時を除く）

書はマイナポータルのログイン等に使用します。有
効期限は発行日から5回目の誕生日またはマイナン
バー（個人番号）カードの有効期限までです。
　更新手続きは有効期限の3カ月前からできます。
　引っ越しや婚姻などにより氏名・住所などに変更
が生じた場合、署名用電子証明書は自動的に失効し
ます。必要な人は再発行申請をしてください。
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●市税  ················································  P.50

市税 問 税務課�住民税係��☎227-6036��／��資産税係��☎227-6037��／��納税係��☎227-6041

【個人市県民税（住民税）】
▶納税義務者
　毎年1月1日現在、市内に住んでいて、一定以上の
所得がある人に、均等割と所得割が課税されます。
▶申告について
　1月1日現在、市内に住所のある人は3月15日まで
に前年分の所得を申告してください。ただし、次の人
は申告の必要はありません。
◦ 税務署へ前年分の所得税の確定申告書を提出した人
◦ 前年中の所得が給与所得のみで勤務先で年末調整

を受けた人
◦ 公的年金の収入金額が400万円以下でその他の所

得や追加する控除がない人
【法人市民税】
　市内に事務所・事業所もしくは寮などを有する法
人に対して課税されます。
【固定資産税】
　毎年1月1日現在、市内に土地・家屋・償却資産を所
有している人に対して課税されます。
【都市計画税】
　毎年1月1日現在、市内の市街化区域に土地・家屋
を所有している人に対して課税されます。
【軽自動車税（種別割）】
　毎年4月1日現在、軽自動車やバイク、小型特殊自
動車などを所有している人に対して課税されます。

▶軽自動車の届け出
軽自動車などを新たに取得した場合は15日以内に

登録、廃車の場合は所有しなくなった日から30日以
内に届け出をしなければなりません。また、譲渡・転
出などの異動が生じた場合も届け出が必要です。
【取り扱う証明書】
　公課・所得・課税・納税についての証明書
【固定資産税台帳の縦覧】
　所有する固定資産について、原則毎年4月1日から
納税通知書の最初の納期限の日までの間、税務課窓
口で土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿
を確認することができます。
【納付方法】
　市指定の金融機関やコンビニエンスストア、市役
所の窓口で納付する以外に、以下の方法で納付がで
きます。
　一度手続きをすれば、納付し忘れる心配が少ない
口座振替による納付をおすすめします。
▶口座振替
　市指定の金融機関にお持ちの預貯金口座から自動
的に納付する方法です。
※ 納期限日に振替できなかった場合は、翌日中旬（納期

限が月始めの場合は、当月の中旬）に再振替をします。
▶スマートフォン決済アプリ

スマートフォンやタブレット端末のカメラ機能を
利用して、納付書に印刷されているバーコードを読み
取り、電子マネーや預貯金口座から納付する方法です。
利用できる決済アプリ
　支払秘書、PayB、PayPay、LINE Pay
▶クレジットカード
　インターネット上に開設された専用サイトに必要
事項を入力し、クレジットカードを利用して納付す
る方法です。
利用できるクレジットカード
　VISA、Mastercard、JCB、AmericanExpress、
DinersClub
【国税・県税のご相談は】
▶国税（所得税、法人税、相続税など）
　松任税務署　☎276-2345
▶県税（事業税、不動産取得税、自動車税など）
　金沢県税事務所　☎263-8831

税金
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●妊娠・出産  ·······································  P.51
●乳幼児健康診査・相談等  ·················  P.52
●不妊・不育  ·······································  P.53
●子どもの予防接種  ··························  P.53
●保育園・幼稚園  ································  P.54

●児童館・児童クラブ・支援センター紹介 ···  P.55
●小中学校への入学  ··························  P.56
●転校・相談  ·······································  P.57
●児童福祉  ·········································  P.58

子育て

妊娠・出産 問 健康推進課（保健センター内）��☎248-3511

▶母子健康手帳の交付
　妊娠した人は妊娠証明書、個人番号の分かるもの

（マイナンバーカードまたは通知カード）、本人確認
のできるものを持参の上、健康推進課へ届け出てく
ださい。母子健康手帳を交付します。この手帳は、お
母さんとお子さんの健康を守るために作られたもの
です。健診や予防接種のときに、健康の記録として利
用してください。
▶妊産婦・乳幼児一般健康診査受診票の交付
「母子健康手帳」と同時に「母子保健のしおり」を交

付します。しおりの中には妊産婦・乳幼児の一般健康
診査を無料で受診できる受診票が入っています。ま
た、県外で受診した人を対象に健診費用の一部を助成
します。詳しくは健康推進課に問い合わせください。
▶プレパパママクラス（令和3年度中止）
　妊婦とその家族が、お母さんと赤ちゃんの体のし
くみや食事のこと、産後の生活について学ぶための
教室です。

▶産後安心ヘルパー派遣
　産婦の体調不良などにより育児や家事が困難な場
合にヘルパーを派遣します。（有料）
▶産後ケア
　医療機関や助産院でお母さんと赤ちゃんのケアや
授乳相談、育児サポート等が受けられます。（有料）
▶妊娠高血圧症候群等の医療費助成
　妊娠高血圧症候群等により7日以上入院が必要な
妊産婦を対象に、入院医療費の一部を助成します。

（所得制限あり）
問い合わせ 石川中央保健福祉センター ☎275-2250

妊娠・出産
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事 業 名 相談内容 受付日時 場　所

10か月児相談（令和3年度中止） 身体計測、10か月児の発育・発達に
関する育児相談、栄養相談

月2回
（9：15～9：45） 保健センター

発達相談 子どもの発達や関わり方などの相談 要予約 発達相談センター
☎248-1333

健康診査等
▶赤ちゃん訪問
　赤ちゃんが生まれた家庭に保健師または助産師が訪問し、身体計測や育児相談をします。
▶乳幼児健康診査
　子どもの身体と心の成長をみて、保護者と一緒に育児を考えていきます。

事 業 名 内　容
4か月児健康診査 身体計測、医師の診察、育児相談
1歳6か月児健康診査 身体計測、医師・歯科医師の診察、育児・栄養相談、ブラッシング相談
3歳4か月児健康診査 身体計測、尿検査、医師・歯科医師の診察、育児・栄養相談

乳幼児健康診査・相談等

▶来所相談 ※日程については問い合わせください

育児相談

事 業 名 電話番号 日　時
育児電話相談 健康推進課（保健センター内） ☎248-3511 毎週月～金（8：30～17：15）

テレホン子育て相談・育児相談 各子育て支援センター（ P55参照）
各保育園（ P54参照） 毎週月～金（9：00～16：00）

▶電話相談

事 業 名 内　容 問い合わせ

オンライン相談 子どもの発達や関わり方、離乳食などの相談
健康推進課（保健センター内）
☎248-3511

kenkou@city.nonoichi.lg.jp

▶オンライン相談

お問い合わせください 076-274-7373
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不妊・不育

不妊治療費の助成

区　分 治療の種類 助成種別 問い合わせ
一般不妊治療 タイミング療法、薬物治療、手術療法、人工

授精（特定不妊治療に含まれないもの）など 市助成 健康推進課（保健センター内）　☎248-3511

特定不妊治療 体外受精、顕微授精など
男性不妊治療（精子を採取する手術）を含む

県助成
市助成

石川中央保健福祉センター　   ☎275-2250
健康推進課（保健センター内）　☎248-3511

　市や県では以下のような助成を行い、不妊治療を総合的に支援しています。

　不育症治療（健康保険適用分）に要する費用の一部を助成します。

不育症治療費の助成

予防接種名 対 象 者 実施時期 接種回数
令和2年10月1日現在

ロタ
※ ロタリックスかロタ

テックのいずれかで
接種

ロタリックス 出生6週0日後から出生24週0日後
（令和2年8月1日以降に生まれた児に限る）

通年

2回

ロタテック 出生6週0日後から出生32週0日後
（令和2年8月1日以降に生まれた児に限る） 3回

B型肝炎 生後2か月から11か月児 3回

ヒブ

生後2か月から4歳児

接種開始年齢により異なる
4回（2か月から6か月児）
3回（7か月から11か月児）
1回（1歳から4歳児）

小児用肺炎球菌

接種開始年齢により異なる
4回（2か月から6か月児）
3回（7か月から11か月児）
2回（1歳児）
1回（2歳から4歳児）

BCG 生後3か月から11か月児 1回

四種混合 Ⅰ期 初回 生後3か月から7歳5か月児 3回
追加 1回

二種混合 11歳から12歳児 1回

麻しん・風しん Ⅰ期 1歳児 1回
Ⅱ期 年長児 1回

水痘 1歳から2歳児 2回

※1
日本脳炎

Ⅰ期 初回 生後6か月から7歳5か月児 2回
追加 1回

Ⅱ期 9歳から12歳児 1回
※2　子宮頸がん 小学6年生から高校1年生の女子 3回

※1　 日本脳炎は現在3歳児に接種勧奨を行っています。ただし、平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれ
の人で、希望する場合は19歳まで接種できます。健康推進課まで連絡してください

※2　 子宮頸がんワクチンは現在接種勧奨を行っていません。希望者は接種が可能ですので健康推進課まで連
絡してください

▶子ども予防接種費用助成
　対象となる予防接種：おたふく、インフルエンザ、ロタ（令和2年7月31日以前に生まれた児）、A型肝炎
　　　　　　　　　　 定期の予防接種を定期の年齢以外で任意で接種した場合
助　 成　 額 1回あたり上限1,000円（1年度に1回分まで）　対　 象　 者 0歳から中学3年生までの市民
申請受付期間 接種日の翌月から数えて1年以内

子どもの予防接種� 問 健康推進課（保健センター内）��☎248-3511

▶子どもの予防接種
　接種券・予診票と母子健康手帳を持って、指定医療機関で接種してください。

予防接種
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保育園・幼稚園

施 設 名 所 在 地 電話番号 保育時間 定　員 あずかり保育

北陸学院扇が丘幼稚園 本町5-6-23 248-1501
9：00～14：00
※ 土日は基本的に休み  

行事がある場合あり
150 あり

青竜第二幼稚園 上林3-167 248-5656
月～金　8：30～14：00
第1・3土曜日　8：30～11：30

（自由登園）
280 あり

問 教育総務課�庶務係��☎227-6113

問 子育て支援課�保育係��☎227-6076

　義務教育前にその基礎となる教育を行う学校教育法に定められた学校です。満3歳児から入園できます。

園　名 電話番号 所 在 地 対象年齢
保育時間

平　日 土　曜 日・祝
はくさん保育園（法人） 248-4337 白山町4-2

0～5歳

7：15～18：15

延長
18：00～19：00

7：15～18：00

アリスで
実施

つばきこども園（法人） 248-1155 太平寺1-302
エンジェル保育園（法人） 248-2888 本町6-22-1
ふじひら保育園（法人） 246-1181 藤平142
ほりうちこども園（法人） 248-2320 堀内4-160
あわだこども園（法人） 246-3737 粟田5-330
ヴィテンSMCこども園（法人） 248-6210 横宮町67-9
美郷保育園（法人） 246-3320 郷1-102
中央保育園（市立） 248-0240 本町3-2-22 0～2歳
富奥保育園（市立） 248-0828 中林5-30

0～5歳

押野保育園（市立） 248-0343 押野3-115
御経塚保育園（市立） 248-0181 御経塚1-288
あすなろ保育園（市立） 246-0211 御経塚5-30
幼保連携型認定こども園和光（法人） 248-6250 扇が丘15-5
アリスこども園（法人） 294-2525 二日市5-332
ほのみこども園（法人） 248-7000 新庄3-145
なごみこども園（法人） 248-3000 押野1-352

7：00～（平日・土曜）
ふじひら・アリス・和光・エン
ジェル・あわだ・ヴィテン・美
郷・ほのみ・なごみ

　保護者の就労などにより、家庭で保育することができない就学前の子どもを預かります。また、子育てについ
ての育児相談も行っています。

幼稚園

保育園・認定こども園
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児童館・児童クラブ・支援センター紹介

▶放課後児童クラブ
　小学校の子どもを放課後保育する施設です。

クラブ名 所 在 地 電話番号 学校区
第1、2、3、4つばきクラブ 本町4-21-17 248-8241 野々市
第5つばきクラブ 本町4-21-19 248-8241 野々市
第6、7つばきクラブ 本町4-21-19 248-8241 野々市
第1、2、3、4アクティ8 稲荷2-282 248-5120 御園

第1、2カメリアクラブ 二日市5-333 248-2111 御園
野々市

第1、2、3すがはらクラブ 菅原町20-42 294-1919 菅原
第4すがはらクラブ 矢作3-3 214-7447 菅原
学童クラブ和光 扇ヶ丘18-13 256-3217 菅原
こうさぎクラブ 中林1-2-7 248-7800 富陽
第1、2ふじひら児童クラブ 藤平146 246-1144 富陽
第1、2あわだ児童クラブ 粟田5-333 294-2552 富陽
第1、2、2、4ふじひ
らにじいろクラブ 藤平147 259-5455 富陽

コスモキッズたちの 若松町23-24 259-6514 館野
第1、2、3たちのクラブ 押野3-71 229-7554 館野

児童館名 所 在 地 電話番号
中央児童館 矢作3-1-2 248-5325
本町児童館 本町3-10-12 246-3881
押野児童館 押野3-115 248-9666
ふじひら児童館 藤平146 214-6125
つばきの郷児童館 二日市5-333 248-2111

「虐待かな？」と思ったら電話をください。
関係機関が連携して問題解決に取り組みます
ので相談ください。
相談・通告者のプライバシーは守られます。

相談・通告は
◦子育て支援課
 ☎227-6077（平日午前8時30分～午後5時15分）
　※上記時間外は、
　　警備委託会社員・日直者が対応
 ☎227-6000
◦石川県中央児童相談所
 ☎223-9553（24時間対応）
◦児童相談所虐待ダイヤル
　近くの児童相談所につながります。
 ☎189（全国共通）

◦一時預かり（全ての子育て支援センターで実施）
　 生後3か月から就学前の市内在住の保育園・こども

園や幼稚園に在籍していない健康な乳幼児を対象
に、保護者の病気、リフレッシュ、断続的な就労な
どで家庭保育ができず困った場合、一時的に子ど
もを預かります（有料）。
◦�病後児保育（子育て支援センター菅原・あわだこど

も園・アリスこども園で実施）
　 生後3か月から就学前の市内在住の乳幼児を対象

に、病後で保育園・こども園に通園できなかった
り、保護者の病気、就労などで家庭保育ができず
困った場合、病後の乳幼児を一時的に預かります。

　※ 保育園・こども園（保育認定）に在園していない
乳幼児は有料

◦�病児保育（ポニーポッシュ（横宮町16-9 ☎248-
7780）で実施）

　 0歳から小学生を対象に、保護者の病気、就労など
で家庭保育ができず困った場合、病気中の児童を
一時的に預かります（有料）。
◦申し込み・問い合わせ
　 一時預かり、病児・病後児保育ともそれぞれの実施

施設に予約し、申請手続きをしてください。
　 申請時にはんこ、子どもの保険証、医師の証明（病

児・病後児のみ）を持参してください。有料の場合、
保育料は当日支払いください。

▶子育て支援センター
　育児相談・育児講座、一時預かり、子育てサークル
の支援などを行います。

▶児童館
　乳幼児を持つお母さんや子どもたちが、自由に利
用できる施設で、季節ごとの行事や母親クラブ・こど
もクラブの活動を行っています。

施 設 名 所 在 地 電話番号
子育て支援センター菅原 菅原8-33 248-4634
子育て支援センターはくさん 白山町4-2 248-4337
子育て支援センターエンジェル 本町6-22-1 248-2888
子育て支援センターふじひら 藤平142 246-1181
子育て支援センター和光 扇が丘18-13 272-8405
子育て支援センターアリス 二日市5-332 294-2525
子育て支援センターあおぞら 郷町1-102 246-3320
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小中学校への入学 問 学校教育課�学校教育係��☎227-6162

小・中学校へ入学

学 校 名 所 在 地 電話番号 通学区域

野々市小学校 本町5-3-1 248-0084 本町4～6丁目、若松町（22・23番）、白山町、三納1～3丁目、位川、太平寺1～4丁
目、堀内1～5丁目、田尻町、郷1～2丁目、郷町、蓮花寺町、柳町、徳用1～3丁目

御園小学校 稲荷4-128 248-3201 稲荷1～4丁目、三日市1～3丁目、二日市1～5丁目、二日市町、長池、押越1～2
丁目、野代1～3丁目、御経塚1～5丁目

菅原小学校 菅原町20-1 246-6066 本町2～3丁目、高橋町、扇が丘、住吉町、菅原町、矢作1～4丁目

富陽小学校 中林5-70 246-4380 上林1～5丁目、中林1～5丁目、末松1～3丁目、藤平、清金1～3丁目、下林1～
4丁目、新庄1～6丁目、粟田1～6丁目、藤平田1～2丁目

館野小学校 押野3-71 248-0622 本町1丁目、若松町（1～21、24・25番）、横宮町、押野1～7丁目

野々市中学校 三納3-1 246-0115
本町5丁目、扇が丘、住吉町、菅原町、白山町、三納1～3丁目、藤平、位川、上林1
～5丁目、中林1～5丁目、末松1～3丁目、清金1～3丁目、下林1～4丁目、新庄
1～6丁目、粟田1～6丁目、藤平田1～2丁目、矢作1～4丁目、太平寺1～4丁目

布水中学校 押野2-100 248-0039

本町1～4・6丁目、若松町、横宮町、高橋町、稲荷1～4丁目、堀内1～5丁目、田
尻町、三日市1～3丁目、二日市1～5丁目、二日市町、徳用1～3丁目、郷1～2丁
目、郷町、蓮花寺町、柳町、長池、押野1～7丁目、押越1～2丁目、野代1～3丁目、
御経塚1～5丁目

小・中学校一覧

　小・中学校へ入学される児童・生徒の家庭へ入学する年の1月末までに教育委員会から就学通知書を送付し
ます。
　次の場合は、教育委員会学校教育課まで連絡ください。
1．就学通知書が届かないとき
2．就学通知書を受け取った後、転居・転出するとき
3． 市立小・中学校以外の学校（私立学校や県立学校など）へ入学するとき
4． 病弱・心身障害など、やむを得ない理由で就学できないとき
5． 就学通知書に記載されている内容が事実と異なるとき
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転校・相談� 問 学校教育課�学校教育係��☎227-6162

転校手続き

相談

◦転入・転居（通学区域変更）の場合
　市民課で受け取った「学校教育法施行令
による通知書」（校長宛）を前の学校で受け
取った書類とともに次の学校へ提出
◦転出の場合
　転出先の市町村で転入手続きをとり、在
籍していた学校で受け取った書類を次の
学校へ提出

市民課で転入または転出、転居の手続きをとる

今まで通っていた学校と、
次に通う学校へ連絡

特別な事情により、今まで通っていた学校に引き
続き通いたい場合は、学校教育課へ相談ください。

事 業 名 電話番号 実施日時 相談場所
家庭教育電話相談 263-1188 毎週月～土　 9：00～13：00 石川県教育委員会　生涯学習課
24時間子供SOS相談テレホン 298-1699 毎日24時間 石川県教育センター
少年サポートセンター相談 225-0777 毎週月～金　  9：00～17：45 石川県警察本部　生活安全部少年課

こころの相談ダイヤル 237-2700 毎週月～金　  9：00～12：00  
13：00～16：00 石川県こころの健康センター

問 教育総務課�庶務係��☎227-6113

【就学援助費（小・中学校）】
　野々市市立の小・中学校に在学する児童・生徒の保護者で、経済的な理由により子供の就学が困難な人に対
し、学用品費、給食費など学校にかかる費用の一部を援助しています（所得制限あり）。

【就学相談】
　これから小・中学校に就学する子供で、教育上特別
な配慮を要するのではないかと思われる次のような
人は相談ください。
◦耳が聞こえにくい
◦発音が不明瞭である
◦極端に視力が低下している
◦身体の基本的動作に困難がある
◦言葉の発達に遅れがある
◦他者とのコミュニケーションに困難がある
◦ 医療または生活規制を特に必要とする。また、現在

小・中学校に通っている子供で、特別支援学校への
転校や、特別支援学級への入級を希望する場合

就学援助

【保護者と児童生徒の教育相談】
　教育センターでは、悩みを持つ保護者や子供たち
の相談を受けています。（土・日・祝日・年末年始は休
みます）
◦教育相談　☎248-8456
　 臨床心理士、所員（指導員・相談員）が子供のことに

関する相談に応じます。
　〈臨床心理士との面談を希望する場合〉（要予約）
　　月曜日　9：00～12：00
　　金曜日　14：00～17：00
　〈指導員・相談員との面談を希望する場合〉
　　月曜日～金曜日　9：00～17：00
◦野々市子供相談ダイヤル・体罰110番　☎246-7830
　月曜日～金曜日　9：00～17：00

▶市以外の電話相談
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問 子育て支援課�保育係��☎227-6076��／��子育て支援係��☎227-6077

【児童手当】
　中学校修了までの子どもを養育している人に支給
されます。
【児童扶養手当】
　父母の離婚などにより、父または母と生計をとも
にしていない18歳まで（障害がある場合20歳未満）
の児童を育てている母親や父親や養育者に支給され
ます（所得制限あり）。
【ひとり親家庭等医療費助成】
　母子・父子家庭の親および児童、父母のいない児
童を対象に1カ月の医療費（健康保険適用分）のうち
1,000円を超えた金額を助成します。児童の年齢は
18歳まで（障害がある場合は20歳未満）です。所得制
限があります。健康保険から付加給付や高額療養費
が支払われる場合、その金額を差し引きます。
【母子父子寡婦福祉資金貸付金】
　母子家庭や父子家庭・寡婦の人の生活安定と向上
のため、低利子または無利子で資金を貸し付けます。
母子・父子自立支援員が面接します。
【マイ保育園の登録】
　市内の保育園・こども園、子育て支援センター菅原
を「マイ保育園」として登録することで、気軽に育児
体験や育児相談、一時預かりが利用できます。妊産
婦、3歳未満児程度の未就園児の保護者が対象です。
【子育て支援医療費助成】
　0歳から18歳の年度末までにかかった医療費（健
康保険適用分）のうち1カ月に1,000円を超えた金額
を助成します。また、健康保険から付加給付や高額療
養費が支払われる場合は、その金額を差し引きます。
【未熟児養育医療】
　未熟児（出生体重2,000g以下もしくは生活力が特
に薄弱な乳児）として出生し、指定医療機関で入院治
療が必要な乳児に支給されます。
【特別児童扶養手当】
　障害のある児童を養育している人に支給されます

（所得制限あり）。
〈福祉総務課 障害福祉係 ☎227-6063〉
【自立支援医療（育成医療）】
　18歳未満の身体に障害のある児童に、その障害を
除去・軽減するための医療について医療費を助成し
ます。

〈福祉総務課 障害福祉係 ☎227-6063〉

児童福祉

【交通災害等遺児すこやか資金】
　災害により父または母を失った義務教育修了前の
遺児の扶養者に一時金が支給されます。母子・父子自
立支援員が受付します。
【ファミリーサポートセンター】
　子育ての援助をして欲しい人（依頼会員）へ、援助
を行いたい人（協力会員）を紹介する組織です。
援助活動内容
◦保育施設などの開始前、終了後に子どもを預かる
◦保育施設などへ子どもを送迎する
◦ 保護者の病気、介護、急用などのときに子どもを預

かる
◦保育施設などの休業日に子どもを預かる
◦買い物などの際、子どもを預かる
◦病気回復期の子どもを預かる
利用料 1時間　700円

〈ファミリーサポートセンター（子育て支援センター
菅原内）☎248-4634〉
【除雪助成事業】
　市民税非課税の母子世帯を対象に、除雪などにかか
る費用を助成します。 P65参照

〈介護長寿課 高齢者福祉係 ☎227-6062〉
【高等職業訓練促進給付金制度】
　児童扶養手当を受給、または同程度の所得水準に
ある人が、看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・
作業療養法士などの資格を取得するために養成機関
で1年以上修業する場合支給されます。母子・父子自
立支援員による事前相談が必要です。
【自立支援教育訓練給付金制度】
　児童扶養手当を受給、または同程度の所得水準に
ある人が、就業やキャリアアップのために必要と認
められる教育訓練講座を受講する場合、経費の6割相
当額（上限あり）が助成されます。母子・父子自立支援
員による事前相談が必要です。
【小児慢性特定疾患】
　小児慢性特定疾患にかかっていて、認定基準を満
たす人に医療費を助成します。

〈石川中央保健福祉センター ☎275-2250〉
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成人保健 問 健康推進課（保健センター内）��☎248-3511

▶各種健診（健診の日時・申し込み方法など詳細は健康推進課まで問い合わせください）
健診の種類 対象者

集
団
健
診

基
本
的
な

健
診

特定健康診査 40～74歳の市国民健康保険加入者
後期高齢者健診 後期高齢者医療制度の被保険者
一般健康診査 生活保護を受けている人

が
ん
検
診
な
ど

肺がん検診
X線 40歳以上の人　※結核検診（対象者：65歳以上）も同時実施
かく痰検査 50歳以上でハイリスクの人

胃がん検診 X線 50歳以上で前年度内視鏡検査を受けていない人
大腸がん検診 40歳以上の人（令和3年度中止）
乳がん検診（マンモグラフィ） 40歳以上で前年度未受診の女性
子宮頸がん検診 20歳以上で前年度未受診の女性
骨粗しょう症検診 40、45、50、55、60、65、70歳の女性
肝炎ウイルス検診 40歳以上でこれまで未受診の人

成人保健

●成人保健  ·········································  P.59
●国民健康保険  ·································  P.61
●後期高齢者医療保険  ·······················  P.62
●介護保険  ·········································  P.62
●国民年金  ·········································  P.64

●高齢者福祉  ·····································  P.64
●高齢者の総合相談  ··························  P.65
●障害福祉・生活保護など  ·················  P.66
●社会福祉協議会  ······························  P.69

医療・介護・福祉

国道8号線
専福寺交差点ヨコ

休診／土曜午後・日曜日･祝日

野々市市郷町262-2

TEL076-246-5600
http://www.nouge.net/

●急患については24時間受け付けております

金沢脳神経外科医院
K a n a z a w a
Neurosurg i ca l
H o s p i t a l

田中バス停 至金沢

アミューズメント

田中南専福寺

当院至
小
松

157

8 Ｎ

医療法人社団　浅ノ川

まずはお電話でご連絡お願いします●

脳卒中・脳ドック・脊椎疾患
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▶高齢者の予防接種　接種券・予診票を持って、指定医療機関で接種してください。
予防接種名 対 象 者 接種方法

高齢者インフルエンザ 満65歳以上の人、60～65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器などに重い病気のあ
る人 接種期間中に1回

高齢者肺炎球菌
65歳の人、60～65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器などに重い病気のある人
※令和5年度までは70、75、80、85、90、95、100歳の人も対象（過去に接
種を受けたことがある人は対象外）

該当年齢で1回のみ

▶健康相談
　生活習慣の改善、その他健康上の相談に応じます。
▶訪問指導
　健康診査受診者などの家庭を保健師・栄養士が訪
問し、生活習慣病予防などについて相談に応じます。

▶PET・がん検診費用助成
　公立松任石川中央病院でがんの早期発見のため、
PET検診に要した費用の一部を助成します。
対象者  40～65歳の人
▶地区健康教室（令和3年度中止）
　各地区の要望に応じて、生活習慣病予防などの健
康教室を実施しています。

健診の種類 対象者

医
療
機
関
健
診

基
本
的
な

健
診

特定健康診査 40～74歳の市国民健康保険加入者
後期高齢者健診 後期高齢者医療制度の被保険者
一般健康診査 生活保護を受けている人

が
ん
検
診
な
ど

肺がん検診
X線 40歳以上の人　※結核検診（対象者：65歳以上）も同時実施
かく痰検査 50歳以上でハイリスクの人

胃がん検診（いずれか）
X線 50歳以上で前年度内視鏡検査を受けていない人
内視鏡 50～79歳で前年度内視鏡検査を受けていない人

大腸がん検診 40歳以上の人
乳がん検診（マンモグラフィ） 40歳以上で前年度未受診の女性
子宮頸がん検診 20歳以上で前年度未受診の女性
前立腺がん検診 50、55、60、65～69歳の男性
肝炎ウイルス検診 40歳以上でこれまで未受診の人
歯周疾患検診 40、50、60歳の人

※13:30～16:00まで往診で不在です。
※土曜日は15:00までです。

内 科 ・ 胃 腸 内 科
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※ 産科医療補償制度に加入する病院などで出産した
場合に限ります。それ以外は40万4千円です。妊娠
12週目（85日）以降であれば、死産・流産でも支給
されます

◦ 病院等での支払いが高額になる場合、医療機関に
「限度額適用認定証」（交付には申請が必要）を提示
することにより医療機関窓口での支払いが自己負
担限度額までで済みます。

国民健康保険 問 保険年金課�健康保険係��☎227-6071

国民健康保険
名　称 対　象 受けられる給付

療養費 病気、けがなどの治療・コ
ルセットなどの補装具代 保険給付分

高額療養費

医療機関に支払った保険
診療の一部負担金が自己
負担限度額を超えた場合

（70歳未満と70歳以上
では自己負担限度額が異
なります）

超えた金額を給
付

出 産 育 児 一
時金

被保険者が出産したとき
（赤ちゃん1人につき） 42万円給付 ※

葬祭費 被保険者が死亡したとき
（葬祭を行った人に） 5万円給付

▶国民健康保険で受けられる主な給付一覧

届出事由 届出事由

転入 世帯の全部または一部の人が転入
し、社会保険の資格がない場合

転出
国民健康保険に加入している世帯
の全部または一部の人が市外へ転
出する場合

転居・世帯の合併・
分離・世帯主の変更

世帯の全部または一部の人が市内
に転居する場合

社会保険加入 世帯の全部または一部の人が社会
保険に加入した場合

社会保険離脱
社会保険に加入していた世帯の全部
または一部の人が退職などにより社
会保険の資格がなくなった場合

出生・死亡
国民健康保険に加入すべき人が生
まれたり、加入している人が死亡し
た場合

生活保護関係 生活保護を受給または廃止になっ
た場合

そのほか 就学のために他市町村へ転出する
場合

　自営業の人や職場に健康保険制度のない人、後期
高齢者医療制度の被保険者でない人を対象に医療保
障する制度で、ほかに医療保険に加入していない人
は必ず加入してください。
▶国民健康保険に関する届け出

有限会社 トレードハウス
野々市市本町6丁目14-33 TEL 076-294-8100

メットライフ生命 ／オリックス生命 ／ソニー生命 ／エヌエヌ生命
アクサ生命 ／ジブラルタ生命 ／三井住友海上あいおい生命
ＳＯＭＰＯひまわり生命 ／明治安田生命 ／三井住友海上火災
エクセルエイド少額短期保険会社

保険相談

小規模会社の経営に役立つ保険／人生設計に役立つ保険
リスクマネジメント相談／キャプティブコンサルティング

検索トレードハウス  野々市市

｢P45,P83の広告をご覧ください｣
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名　称 対　象

療養費
やむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けたときや、医師の指示によりコルセットなどの医療用装具を
購入したときなど、いったん、全額自己負担となりますが、後日申請して認められると自己負担分（1割また
は3割）を除いた分が療養費として支給されます。

高額療養費 1カ月（同じ月内）に負担した医療費が一定額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されま
す。支給の対象となった人へは、申請の案内を送付します。

高額介護
合算療養費

同一世帯の後期高齢者医療被保険者の人が1年間（毎年8月1日から翌年7月31日まで）に負担した医療費と
介護サービス費の合計額が一定額を超えた場合、その超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
支給の対象となった人へは、申請の案内を送付します。

葬祭費 被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った人（喪主）に、申請により葬祭費として5万円が支給されます。

後期高齢者医療保険� 問 保険年金課�健康保険係��☎227-6071

後期高齢者医療制度

　保険料は、医療の給付に要する費用や国・県・市町
からの負担金などをもとに算出されていて、2年に一
度見直しされます。

＋=
1人あたり

年間保険料額
（限度額64万円）

※令和3年度

1人あたりの
定額保険料
《均等割額》

所得に応じた
保険料

《所得割額》

　75歳（一定の障害のある人は65歳）以上の人が加
入する医療保険制度です。医療機関で治療を受けると
きは「後期高齢者医療被保険者証」を提示してくださ
い。1割（現役並所得者は3割）で治療を受けられます。

（令和3年度現在）
【保険料】
　保険料は被保険者一人一人が、所得に応じ公平に
負担します。

【保険料の軽減（令和3年度現在）】
▶所得に応じた軽減
　世帯主と被保険者の合計所得により、均等割額が7
割、5割、2割軽減されます。
▶被用者保険の被扶養者であった人
　後期高齢者医療制度加入（移行）の前日まで社会保
険など（国民健康保険以外）の被扶養者であった人
は、「均等割額」が加入時から2年間5割軽減され、「所
得割額」は課されません。
▶保険料の納め方
　介護保険料が年金天引き（特別徴収）されている人
で、介護保険料との保険料合計額が年金額の2分の1
を超えない場合は、原則年金から保険料が天引きさ
れます（特別徴収）。特別徴収に該当しない人は、納付
書・口座振替などで納めてください（普通徴収）。
※ 申し出により、年金天引き（特別徴収）から口座振

替に納付方法の変更ができます（ただし、これまで
の保険料などの納付状況から、口座振替への変更
が認められない場合があります）

▶後期高齢者医療制度で受けられる給付一覧

介護保険� 問 介護長寿課�介護保険係��☎227-6066

介護保険
　本格的な高齢化社会を迎えた今、介護は誰もが直面する問題になりつつあります。介護保険制度は、日常生活
で介護などが必要な状態になっても、本人はもちろん家族も安心して生活できるようつくられた制度です。
【介護保険について】
▶加入する方

▶保険料の納め方
　第1号被保険者は、原則、年金から天引きする方法（特別徴収）になりますが、他市町村から転入した人、65歳
になったばかりの人などは、対象者であっても一定期間年金からの天引きはできませんので、納付書などによ
り直接納入する方法（普通徴収）になります。

▶保険料の支払い

第1号被保険者
65歳以上の人

第2号被保険者
40歳から64歳までの医療保険に加入している人

加入している医療保険の保険料に上乗せして納めます。原則として年金からの天引きです。
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段　階 所得などの範囲 基準額に対し 月額保険料

第1段階
◦生活保護受給者
◦老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の人
◦ 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額および合計所得金額の合計が80万円以下の人

×0.30  1,830円

第2段階 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額および
合計所得金額の合計が

80万円を超え、120万円以下の人 ×0.50  3,050円
第3段階 120万円を超える人 ×0.70  4,270円
第4段階 本人が市民税非課税（同一世帯に市民税課税者がい

る）で、課税年金収入額および合計所得金額の合計が
80万円以下の人 ×0.90  5,490円

第5段階 80万円を超える人 基準額  6,100円
第6段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が

125万円未満の人 ×1.15  7,015円
第7段階 125万円以上210万円未満の人 ×1.30  7,930円
第8段階 210万円以上320万円未満の人 ×1.50  9,150円
第9段階 320万円以上500万円未満の人 ×1.60  9,760円
第10段階 500万円以上の人 ×1.85 11,285円
※ 介護保険料は、今後予想される介護サービスと地域支援事業の費用をもとに算出した基準額に基づいてお

り、各市町村で3年に1度見直しされます

【第1号被保険者の介護保険料について】
　所得などに応じて下記の10段階に分けられます。

【介護保険のサービスを利用するには】
▶サービス利用が初めての人
　訪問介護や通所介護、住宅改修などのサービスを
利用したい場合は申請をして、介護が必要であると
いう「認定」を受ける必要があります。
　申請をすると、訪問調査や主治医の意見書をもと
に、「介護認定審査会」で介護を必要とする度合いが
判定され、認定結果が通知されます。
◦ 要支援1～2、要介護1～5と認定された人は介護保

険サービスを利用できます。
認定を受けるための申請に必要なもの
1． 介護保険被保険者証の提出（40歳から64歳の人

は健康保険証のコピーを提出）
2． 個人番号カードまたは通知カード（いずれもコ

ピー可）の提示

3． 本人を確認できる書類（1）または（2）のいずれか
を提示（コピーの場合は提出）

　（1） 個人番号カード（通知カードは不可）、運転免許
証または身体障害者手帳など官公署が発行し
た写真付きの書類1点

　（2） 公的保険（健康保険、介護保険等）の被保険者証、
国民年金手帳など官公署が発行した書類2点

※ 本人以外が代理で申請する場合は、申請する人の
本人確認書類が必要です。（上記3を参照）
▶転入前の他市町村で認定を受けていた場合
　他市町村で認定を受けている人が転入する場合、
元の市町村で発行される受給資格証明書を添付し
て、転入日から14日以内に申請することにより元の
市町村での要介護度を継続することができます。こ
の転入者継続による本市での認定有効期間は、原則
として転入時から6カ月です。
▶利用料の負担

介護サービスを利用したときは、原則として、かかっ
た費用の1割（一定以上の所得の人は2割または3割）を
負担することとなります。また、施設に入った場合に
は、そのほかに食費、居住費も自己負担となります。
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国民年金� 問 保険年金課�国民年金係��☎227-6072

国民年金
▶国民年金の加入者
①第1号被保険者… 日本に住所のある20歳以上60

歳未満の人で、下記の②、③に当
てはまらない人

②第2号被保険者… 厚生年金（旧共済組合含む）の加
入者

③第3号被保険者… 厚生年金（旧共済組合含む）の加
入者に扶養されている配偶者

▶国民年金の保険料
　令和3年度の保険料は、1カ月16,610円です。納付
書で、金融機関、ゆうちょ銀行（郵便局）、コンビニの
窓口で毎月納めるほか、口座振替で納付する方法も
あります。一定期間分まとめて前払い（前納）すると
保険料が割引になります。また、月額400円の付加保
険料を納めるとより多くの年金を受け取ることがで
きます。そのほか、納付の全額免除制度または一部免
除制度、納付猶予制度、学生納付特例制度を申請する
事ができます。詳しくは問い合わせください。

高齢者福祉

問 介護長寿課�高齢者福祉係��☎227-6062 
　 地域包括ケア推進係�　　��☎227-6067

高齢者福祉

【ひとり暮らし高齢者・高齢者のみの世帯の登録】
　ひとり暮らしや高齢者のみの世帯で、日常生活で
不安を感じたり、高齢者福祉サービスなどを必要と
する人に、民生委員の見守りや必要なサービスを提
供しています。利用には、「ひとり暮らし高齢者・高齢
者のみの世帯の登録」が必要です。登録希望者は連絡
してください。
【自立支援型日常生活用具購入費助成事業★】
　本人の市民税が非課税で介護保険の認定を受けて
いない65歳以上の人を対象に、日常生活に用具が必
要と認められる場合に、その購入費の一部を助成し
ます。事前に問い合わせください。

こんなときには届け出を 必要なもの
厚生年金（旧共済組合含む）
の加入をやめたとき

（扶養している配偶者がい
る人は併せて届け出を）

はんこ
年金手帳
離職票、離職証明書など

配偶者の扶養からはずれた
とき

（離婚したときや収入が増
えたとき）

はんこ
年金手帳
扶養からはずれた年月日の
分かる書類

任意加入するとき、任意加
入をやめるとき

（60歳以上70歳未満の加入
者など）

はんこ
年金手帳など

※ すでに年金を受給している人は、別に届け出が必要
な場合もあります。詳しくは問い合わせください

▶国民年金の種類
　老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦
年金、死亡一時金などがあります。受給条件や申請の
際に必要なものについては、問い合わせください。
▶受給者になったら
　年金は申請しなければ受給できません。資格取得
後は、なるべく早く申請してください。
▶国民年金に関する届出

【高額介護サービス費】
　同じ月内に利用したサービスの利用者負担の合計
額が上限額を超えた場合、超えた分が高額介護サー
ビス費として支給されます。支給対象になるときは、
市から案内通知を送付します。
【高額医療合算介護（介護予防）サービス費】
　介護保険と医療保険の両方の上限額を適用した後、
世帯内で両制度の1年間の自己負担合計額が一定の負
担限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。
【食費と居住費（滞在費）の減額】
　ショートステイ、介護保険施設入所（特別養護老人
ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設）を
利用するとき、市民税非課税世帯に属する人で、保有
する預貯金等が一定額以下などの条件に該当する場
合、食費と居住費（滞在費）が本人の利用者負担段階
に応じて軽減されます。
【居宅サービス等利用料助成】
　市民税非課税世帯の要支援または要介護の人が、
居宅介護サービスを利用した場合、限度額内で利用
料の25％（単年度2万円上限）、身体障害者手帳1・2
級所持者は50％（単年度3万円上限）を助成します。
【居宅サービス支給限度額超過分利用料助成】
　市民税非課税世帯の要介護3以上の人が支給限度
額以上に居宅介護サービスを利用した場合、年度内
合計利用料20万円を限度に、利用料の90％を助成し
ます。
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【敬老福祉金】
　支給基準日において、市内に引き続き1年以上住所
を有する人
　88歳 20,000円
　（基準日は9月1日。9月中に支給します）
　100歳 100,000円
　101歳以上 10,000円
　（基準日は誕生日。誕生日の後に支給します）
【ほっと安心サービス★】

ひとり暮らしや高齢者のみの世帯、日中独居の要支
援・要介護と認定された人、身体に障害のある人で安否
確認または健康管理が必要と認められる人に、市指定
の事業者が居宅へ弁当を配達する際に安否確認などを
行います。経費のうち1日1回200円を市が負担します。
【除雪助成事業】
　高齢者や障害者のみ、または母子世帯で市民税非
課税の世帯に、建物の屋根および避難路の除雪など
にかかる費用の5割を助成します。事前に問い合わせ
ください。（上限あり）
【外出支援サービス】
　要介護1以上の在宅の人で公共交通機関の利用が
困難な人に、基本料金を助成するタクシー券を発行
します。
【日常生活用具の購入助成★】
　ひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯で防火など
の配慮が必要な在宅の人に、電磁調理器、火災報知
器、自動消火器の購入費用を一部助成します。事前に
問い合わせください。
【紙おむつ購入助成】
　要介護1から5までの在宅の人を対象に、紙おむつ
購入助成券を発行します。助成券は指定店でのみ利
用できます。
【寝具洗濯乾燥・理美容サービス】
　要介護2から5までの在宅の人を対象に、理容（美
容）の自宅への出張サービスや布団の丸洗い乾燥に

使える助成券を発行します。助成券は、市の指定する
事業者でのみ利用できます。
【在宅支援型住宅リフォーム推進事業】
　要支援または要介護の市民税非課税世帯または生
活保護世帯の人で、介護保険対象の住宅改修を保険
給付限度額を超えて行う場合に、その費用の一部を
助成します。
【自立支援型ショートステイ事業】
　市内に住所を有する65歳以上の人で、介護保険の
認定を受けていない虚弱な高齢者を対象に、家族が
不在になるときなど、年14日を上限に一時的に老人
保健施設などに入所する費用の一部を助成します。
【見守りあんしんシステム事業】
　ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯で、急病な
どの緊急時の対応が必要な人に装置を貸与し、24時
間365日体制で緊急通報や健康・医療相談に対応し
ます。（利用料は月額300円。別途、設置費用等がかか
ります。）
【養護老人ホーム】
　65歳以上の人で身体上、環境上の理由および経済
的理由により、居宅での生活が困難な人が入所でき
ます。

★印は事前に職員が自宅を訪問し、必要と認められ
た人が対象です。

高齢者の総合相談
地域包括支援センター

　高齢者が住みなれた地域で安心した生活を送れる
ように、総合的に支援を行います。介護保険のことや
地域での困りごとなど、市民の皆さんと一緒に考え
て解決していきます。

（株）はなみずき 介護付有料老人ホーム

石川県野々市市蓮花寺町25番

URL：http://www2.spacelan.ne.jp/̃rengeji/
電話：０７６－２４６－１２２２

入居の相談、見学は
お気軽にお電話下さい ！

期間限定入居者
= 募集中 =

２１０５野々市市(SG28)行政最終.indd   65 2021/04/28   10:44:35



くらしのガイドブック野々市市66

医
療
・
介
護
・
福
祉

高
齢
者
の
総
合
相
談
／
障
害
福
祉
・
生
活
保
護
な
ど

名　称 担当地区 住　所 電話番号
本町地区
地域包括
支援センター

本町地区 菅原町1-13 246-8005

富奥地区
地域包括
支援センター

富奥地区
新 庄 2 - 1 4（ グ
ループホームあ
んのん内）

248-7676

郷・押野地区
地域包括
支援センター

郷・押野地区
蓮花寺町1-1（金
沢 南 ケ ア セ ン
ター内）

294-6547

郷･押野地区
地域包括支援センター

富奥地区
地域包括支援センター

本町地区
地域包括支援センター

障害福祉・生活保護など

問 福祉総務課�障害福祉係��☎227-6063

障害のある人への福祉サービス

◦「身体障害者手帳」をお持ちの人
◦「療育手帳」をお持ちの人
◦「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの人
　次のようなサービスが受けられます。等級や収入
により受けられるサービスが異なります。
＊ 生活訓練や職業訓練のための各種支援施設への入

所・通所
＊費用等の支給
　・ 補聴器や車いすなど補装具にかかる費用（身体に

障害のある人が対象）
　・ 特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養

手当など
＊医療費（自己負担分）の助成
＊割引や減免など
　・ JR、バス、電車、航空、タクシーなどの運賃や有料

道路の割引（障害の種類や等級によって、受けら
れる割引・減免が異なります）

　・自動車税やNHK放送受信料の減免
　・所得税などの控除

【地域包括支援センターでは、このような相談に対応します】
▶さまざまな高齢者の相談ごと
◦一人暮らしの高齢者が閉じこもりで心配
◦身の回りのことに不安がある
▶権利を守ること
◦財産管理に自信がなくなった
◦成年後見制度のことが知りたい
◦虐待を受けているのかしら……

▶地域包括支援センター一覧 ▶介護や健康のこと
◦介護保険サービスの利用について知りたい
◦認知症の親の介護のことで悩んでいる
◦ 要支援1・2の人や虚弱な状態にある高齢者の介護

予防の支援をしてほしい
◦ 老人クラブや地域サロンなど、高齢者が集まる場

で介護予防の話をしてほしい
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【心身障害者医療費助成】
　身体障害者手帳1～3級・市民税非課税世帯で4級
の所持者、または療育手帳所持者、精神障害者保健福
祉手帳1級所持者に対して、医療保険適用分の自己負
担分を助成します。
【自立支援医療（更生医療）の給付】
　障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活・社会
生活を営むために必要な医療の給付を行います。（人
工透析、心臓バイパス手術など）
【自立支援医療（精神通院）の給付】
　精神に障害のある人の精神疾患に対する通院治療
費を軽減します。
【自立支援医療（育成医療）の給付】

【精神障害者通院医療費助成】
　精神障害者保健福祉手帳所持者で、自立支援医療

（精神通院）の給付を受けている市民税非課税世帯の
人の自己負担分の半額を助成します。
【障害福祉サービス】
　介護や訓練などの支援が必要な場合に、市で支給
決定を受けてから、希望する事業者との契約により
サービスを利用することができます。
対　 象　 者 身体、知的、精神に障害のある人
サービス内容  施設入通所、短期入所、居宅介護サー

ビス、児童発達支援、自立訓練（機能訓
練・生活訓練）、就労継続支援など

※ 対象者により利用できるサービスが定められています
※収入に応じて利用者負担があります
【補装具費支給】
　身体の失われた部分や障害のある部分を補って、
日常生活や働くことを容易にする用具の購入・修理
についての費用を支給します。（義肢、装具、座位保持
装置、補聴器、車いすなど）

【相談支援事業】
　福祉サービスの利用援助、社会資源を活用するた
めの支援、社会生活力を高めるための支援、権利擁護
のための必要な援助などを行っています。
【コミュニケーション支援事業】
　聴覚に障害のある人の社会生活におけるコミュニ
ケーションを円滑にするため、手話通訳者または要
約筆記者を派遣します。
【日常生活用具給付事業】
　障害のある人に対し、自立支援用具などの日常生
活用具を給付することにより日常生活の便宜を図り
ます。（特殊寝台、入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信
号装置、ストマ用装具、紙おむつなど）
【移動支援事業】
　屋外での移動に支援が必要な障害のある人の自立
と社会参加のためにヘルパーを派遣します。（介護保
険対象者は介護保険制度の利用になります）
【地域活動支援センター事業】
　利用者に対し、創作的活動・生産活動の機会の提供
など、社会との交流の促進などを図ります。
【福祉タクシー利用料金助成事業】
　自動車の運転ができない身体障害者手帳1・2級、
療育手帳Aおよび精神障害者保健福祉手帳1・2級所
持者に対して、福祉タクシー助成券を交付します。
【重度身体障害者訪問入浴サービス事業】
　身体に重度の障害のある人で、自宅での入浴が困
難な人に対し、入浴車が訪問し、身体の清潔保持など
を図ります。
【日中一時支援事業】
　家族の就労支援および障害のある人を日常的に介
護している家族の一時的な休息などのために、障害
のある人に日中の活動の場を提供します。

※P58参照
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【社会参加促進事業】
　障害のある人の社会参加を促進するため、スポー
ツ、芸術活動など、社会参加を目的とした事業を実施
します。
【自動車運転免許取得・自動車改造費事業および介助
用自動車改造費事業】
　身体に重度の障害のある人の社会参加促進のた
め、自動車運転免許の取得および福祉車両の取得費
または改造費の一部を助成します。また、重度の下肢
または体幹障害のため車いすを常用されている人の
社会参加促進のため、介助者が運転する自動車の改
造費等の一部を助成します。
【在宅支援型住宅リフォーム推進事業】
　身体障害者手帳1～2級（下肢、体幹、移動機能障害
については1～3級）、療養手帳A、精神障害者保健福
祉手帳1級の人がいる生活保護世帯または住民税非
課税世帯に対して住宅の改造費を助成します。（介護
保険対象者は介護保険制度の利用になります）
【障害者ふれあい入浴事業】
　障害のある人の健康維持と障害のない人とのふれ
あいを図るために、身体障害者手帳などの所持者に
対し、市内の公衆浴場などを利用できる利用券を交
付します。
【温泉療養事業】
　障害のある人の身体的・精神的健康の増進と社会
参加を図るため、在宅の身体障害者手帳などの所持
者に対し、県内の指定温泉宿泊施設を利用する場合
に、その費用の一部を助成します（1人年に1回申請
できます）。
【心身障害者扶養共済制度（助成事業）】
　障害のある人を扶養している保護者が、自らの生
存中に毎月掛け金を納めることにより、万が一（死
亡・重度障害）のことがあったとき、障害のある人に
終身一定の年金が支給されます。加入条件、掛け金な
どは問い合わせください。
【特別障害者手当】
　著しい重度の障害のため、日常生活において常時
特別の介護を必要とする在宅の障害のある人に支給
されます（所得制限あり）。
【障害児福祉手当】
　重度の障害のため、日常生活において常時介護を必
要とする在宅の障害のある子どもに支給されます（所
得制限あり）。
【特別児童扶養手当】

問 福祉総務課�地域福祉係��☎227-6061

経済的にお困りの人への援助

【生活保護】
　生活に困窮している人に最低限度の生活を保障す
るとともに、自立に向けての援助を行う制度です。
　国が定めた基準に従って、生活、住宅、教育、介護、
医療、出産、生業、葬祭等にかかる費用を援助します。
【住居確保給付金の支給】
　離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失したま
たは喪失するおそれのある人を対象に、家賃相当額

（上限あり）を支給する制度です。
【生活福祉資金貸付制度】

【身体障害者相談員事業】
　身体に障害のある人の更生援護の相談に応じ、必
要な指導を行うとともに、地域活動の推進や援護思
想の普及などを行います。

【生活困窮者自立相談支援事業】

【成年後見制度】
　心身の障害などにより判断能力が不十分な人が、
日常の生活を営むうえで不利益を被らないように、
権利や財産を守り、支援する制度です。家庭裁判所に
より法的に権限が与えられた代理人が本人に代わっ
て財産管理や契約を行います。
【民生委員・児童委員】
　市や社会福祉協議会の行う福祉事業に協力して、
地域の見守りなどの活動を行いながら、地域住民の
皆さんと同じ立場で相談に乗り、必要に応じて福祉
サービスなどを受けられるように『関係機関へつな
ぐ』役割をしています。※P58参照

※P65参照

※P69参照

※P69参照

【発達相談センター】
　心身の発達に関する相談や支援の総合的な窓口で
す。発達の気になる幼児から成人まで、関係機関と連
携して継続的にサポートを行います。
※ 発達相談センターは相談機関です。診断や療育、訓

練は行っていません
問い合わせ 発達相談センター ☎248-1333
【知的障害者相談員事業】
　知的障害のある人の更生援護に関し、本人または
その保護者からの相談に応じ、必要な指導・助言を行
うとともに、知的障害のある人の援護思想の普及を
行います。
【除雪助成事業】
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社会福祉協議会
問 野々市市社会福祉協議会���　　　　　　�
　 野々市市本町5丁目18-5��☎246-0112

社会福祉協議会について

　社会福祉協議会は社会福祉法に基づき、都道府県
や市町村ごとに設置される組織で、地域福祉の増進
などを目的に活動する民間の非営利団体です。
　社会福祉法人野々市市社会福祉協議会は、市民を
はじめ、市、民生委員・児童委員、市内事業所、社会福
祉法人、地域団体などの関係機関と連携・協働し、地
域の人々が住み慣れたまちで安心して生活できるま
ちづくりを目指し、さまざまな活動を行っています。
　皆さんから寄せられる会員会費などを活用し、福
祉サービスや各種相談、福祉教育やボランティア・市
民活動の支援、共同募金運動など、全国的な取り組み
から、地域の特性に応じた活動までさまざまな場面
で地域の福祉推進に取り組んでいます。
【事業内容】
▶支え合いの地域づくり
　町内会を単位とする小地域で、支え合いマップな
どを用いて、地域の課題を住民と一緒に考え、解決に
向けた取り組みを進めることで、地域の支え合い力
を高めます。
▶ボランティアセンター事業
　ボランティアの養成や研修、ボランティア活動に
関する相談・情報の提供を行い、ボランティアを「し
たい人」と「してほしい人」をつなげる働きをしてい
ます。
▶福祉教育
　福祉・ボランティアに対する理解と関心を高める
ため、さまざまな福祉体験学習やボランティア活動
などの福祉教育の取り組みを行っています。
▶物品貸出（無料）
　車椅子、福祉体験セット、テントや音響設備など、
ニーズに応じて貸し出ししています。
▶共同募金運動、歳末たすけあい募金の推進
　共同募金が地域で安心して暮らすための福祉のま
ちづくりに役立てられるよう、地域に根ざした募金活
動を推進していくことを目的に取り組んでいます。
▶福祉団体の事務支援
　市老人クラブ連合会、市身体障害者福祉協議会、市
遺族会連合会、市母子会、手をつなぐ育成会野々市支
部の事務支援を行っています。

【施設紹介】
▶老人福祉センター椿荘
　野々市市に住む60歳以上の人に、より健康的で豊
かな暮らしを送ってもらうための施設です。
▶いきがいセンター矢作・御経塚
　家に閉じこもりがちな高齢者や虚弱な高齢者を対
象に趣味活動や軽運動などの介護予防サービスを提
供する施設です。
お困りごとなどの相談
▶生活困窮者自立相談支援事業
　仕事や生活、家計のお悩みを相談ください。困りご
とに応じて一緒に目標や計画を立て、関係機関と連携
しながら課題の解決や自立に向けた支援を行います。
問い合わせ  ののいち自立生活サポートセンター  

☎248-8210
▶生活福祉資金貸付事業
　低所得世帯、障害や高齢世帯の生活の安定と経済
的自立を目的とした貸付制度です。
▶福祉サービス利用支援事業
　認知症や知的・精神障害などにより判断能力が低
下した人で大切な書類やお金の管理などに不安があ
る人を対象に、福祉サービスの利用援助や日常的金
銭管理、書類などの預かりサービスを行います。特別
な場合を除き、利用料が必要です。
▶心配ごと相談（週1回）・無料法律相談（2か月に1回）
　民生委員による心配ごと相談は毎週木曜日（無料
法律相談日は除く）、弁護士による法律相談は偶数月
第一木曜日に実施します。予約など詳細は広報野々
市お知らせ版や社協広報紙で確認してください。
▶介護保険・障害福祉サービス
　居宅介護支援事業所・障害者相談支援事業所では、
高齢や障害により支援やサービスを希望する人の相
談に応じ、課題の解決や適切なサービス利用に向け
て支援します。また、訪問介護事業所では、ヘルパー
の派遣などを通じて、介護や援助が必要な人の自宅
での生活を支援します。
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●ごみの分け方  ·································  P.70

ごみの分け方 問 環境安全課�環境衛生係��☎227-6052

ごみの分け方・出し方

区　分 分別の種類 回　数 出す時間 注意事項

家庭ごみ

一般ごみ 週2回 朝7：00まで
◦半透明または透明のごみ袋を使用してください。
◦燃えないごみを混ぜないでください。
◦段ボールは古紙として出してください。

燃えないごみ
月1回 朝7：30まで

◦取りはずせる「燃える部分」ははずしてください。
◦ スプレー缶、ライター、刃物類の出し方は「家庭ご

み収集日と分け方」をご覧ください。

燃える粗大ごみ ◦取りはずせる「燃えない部分」ははずしてください。

資　源

あきかん

月1回 朝7：30まで

◦軽く中を水洗いしてください。
◦スプレー缶は燃えないごみへ出してください。
◦ あきびんは、無色透明、茶色、その他の色に分けて

ください。
◦割れたびんなどは燃えないごみへ出してください。
◦ ペットボトルはキャップとラベルをはずし、つぶ

してください。

あきびん

ペットボトル

▶ごみの分け方・出し方
　一般ごみ・燃えないごみ・燃える粗大ごみ・資源などの収集日程と分別方法
をまとめたパンフレット「家庭ごみ収集日と分け方」を毎年配布しています。
※ 収集場所は、町内会または環境安全課に問い合わせください
▶ごみの分別
　詳しくはパンフレット、ホームページ「野々市市ごみ分別辞典」を見てください。

（https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/7/2570.html）

決められた分別方法と
収集の日・時間・場所を
守ってください。

ごみ・リサイクル
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▶エコステーション
　資源を各町内会での収集のほかに、エコステー
ションでも回収しています。持ち込みは無料なので、
ぜひ活用してください。
場　　所 市役所左側
時　　間  原則24時間開放（マナーが悪い場合は夜

間閉鎖する可能性あり）
休 業 日 年末年始
回収対象  あきかん、あきびん、ペットボトル、古紙、

紙パック、なべ・やかん、電池
◦ あきかんは、「アルミ缶」「スチール缶」に分けて出

してください
◦ あきびんは、「無色透明」「茶色」「その他の色」に分

けて出してください
◦ 古紙は「新聞紙」「雑誌・雑紙等」「段ボール」に分け

て「紙ひも」でまとめて出してください
◦�容器包装プラスチックは回収しておりません
◦�資源以外のもの（粗大ごみや不燃ごみ等）は回収し
ておりません

区　分 分別の種類 回　数 出す時間 注意事項

資　源

容器包装
プラスチック 月2回 朝7：30まで ◦中身を残さずよく洗ってください。

◦半透明または透明のごみ袋を使用してください。

古紙 ◦子ども会など地域の集団回収またはエコステーションへ出してください。
◦新聞、雑誌・チラシ、段ボールを分けて、それぞれ紙ひもでまとめてください。

牛乳パック ◦ 牛乳パックは中を水洗いし、切り開いてスーパーなどの店頭回収へ出してください。
エコステーションでも回収しています。

古着・布類 ◦ 押野公民館、女性センターへ開館時間中に持参ください。エコステーション（市役所
東側）でも回収しています。

市で収集
しないごみ

冷蔵庫・冷凍庫・テレビ・エアコン・洗濯機・衣類乾
燥機・パソコン

処分方法は「家庭ごみ収集日と分け方」をご覧くだ
さい。

事業所から出るごみ 各事業所で収集業者に処理依頼するなどにより処
分してください。

バイク・タイヤ・バッテリー・ペンキ・農薬・消火器・
注射針・土砂・天然の石など 販売店などに問い合わせください。

出入口

あらみや公園

あらみや公園前

出入口

出入口

エ
コ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

野々市市役所前

野々市市役所

P

２１０５野々市市(SG28)行政最終.indd   71 2021/04/28   10:44:37



くらしのガイドブック野々市市72

暮
ら
し

ペ
ッ
ト

●ペット  ············································  P.72
●上下水道の使用  ······························  P.73
●相談  ················································  P.74

●勤労者支援  ·····································  P.75
●地域づくり  ·····································  P.75

ペット 問 環境安全課�環境衛生係��☎227-6052

ペットは適切に飼いましょう。

　不適切な飼い方による、糞尿の放置・悪臭・鳴き
声・放し飼いなどの苦情が多く寄せられていま
す。右記のことを心がけましょう。

◦室内飼いに努める。
◦糞尿は責任をもって始末をする。
◦むやみに猫を増やさないよう、
　不妊・去勢手術などをする。
◦最後まで責任をもって飼う。

◦放し飼いをしない。
◦糞尿は責任をもって始末をする。
◦無駄吠えなどをしないように
　しつけや散歩を行う。
◦最後まで責任をもって飼う。

犬は… 猫は…

犬の登録・狂犬病予防注射

年に1回 30日以内30日以内

登録を申請 鑑札の交付

登録は犬の生涯に一度です

3,000円登録手数料
550円

（注射料金は別途）

交付手数料

鑑札
注射済票

必要なもの

環境安全課

登録手続きができる場所 予防注射および交付手続きができる場所 提出先

犬の死亡届を提出

1

2 

集合注射会場（毎年4月に実施し
ます。会場は広報紙などでお知ら
せします）
動物病院※

1 環境安全課　2 動物病院（県獣医師会加入病院）
＊市外から転入されたときは、転入前の市区町村で交付され

た鑑札を持参し、環境安全課で手続きを行ってください。
＊市外へ転出されるときは、鑑札を持参し、転出先の

市区町村で手続きを行ってください。
※県獣医師会に加入している動物病院のみ。加入していない動物病院で予防注射を接種した場合は、接種したことを証明する

書類を環境安全課の窓口へ持参し、550円を支払って注射済票の交付を受けてください。

犬
が
死
亡
し
た

犬
を
飼
っ
た

狂犬病予防注射済票交付の手続き

犬
が
生
後

91
日
以
上
に

な
っ
た
ら

狂犬病予防注射
犬の登録および毎年の狂犬病予防注射接種は飼い主の義務です。

生後90日以内の犬は、
生後90日を経過した日から30日以内

暮らし
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上下水道の使用 問 上下水道課�管理係��☎227-6102

　水道を使い始めたり止めたりするときは、届出が必要です。

水道の利用開始と中止

引っ越しが決まったら…

開始するとき 中止するとき
まず敷地内にある水道の蛇口を
全て閉めましょう。
その後、水道メーターのパイ
ロットを調べ、少しでも回って
いたらどこかで水が漏れている
ことになります。
※ 修理費用は使用者のご負担と

なります。
漏水は上下水道料金の減免が適
用される場合がありますので、
お問い合わせください。

自分でできる漏水の確認方法

早急に野々市市指定給水装置工
事事業者へ修理を依頼してくだ
さい。

水道を長期間使用しないとき

家を購入・売却するとき…

水道を使用する3営業日前までに、
上下水道課�管理係�☎227-6102
に電話連絡をお願いします。

給水装置の所有者変更届が必要です。
　必要事項を記入し、上下水道課まで提出してください。

　水道を使用しない場合でも基本料金がかかります。
　長い間使用しない場合は、水道を止めることができるので3,600
円の手数料を添えて水道装置の使用休止届を提出してください。以
降の基本料金がかからなくなります。

▶アパートや借家へ入居する場合
　水道を使用する3営業日前ま
でに、上下水道課へ申し込みし
てください。（電話でも可）水がで
る場合でも、必ず連絡してくださ
い。
▶�水道メーターが取り外されて
いて、水がでない場合

　水道の使用開始届を上下水道
課へ提出してください。

▶�アパートや借家から転居する
場合

　引越しの予定日が決まったら、
3営業日前までに上下水道課へ
申し込みしてください。（電話で
も可）連絡なく退去すると、いつ
までも料金がかかります。水道を
使っていなくても、連絡日を転居
日として取り扱うので届け忘れ
のないようお願いします。

メーター表示部

パイロット
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日　程 場　所 電話番号

消費生活相談 月曜日～金曜日
8：30～17：15 消費生活センター（市役所内） 227-6054

日　程 場　所 電話番号

女性の電話相談 月曜日～金曜日
9：00～17：00 電話相談 227-6129

日　程 場　所 電話番号

市民なんでも相談 毎月第1火曜日 情報交流館カメリア内研修室 227-6040

無料法律相談
※要予約・先着順 毎月第3火曜日 市役所内会議室 227-6040

許認可手続き・遺言相続相談
※要予約・先着順 毎月第4金曜日 市役所内会議室 227-6040

相談 問 市民協働課�市民相談係��☎227-6040��／��消費生活センター��☎227-6054

※相談日が変更になる場合があります。毎月発行の広報野々市お知らせ版「今月の相談など」を確認してください。
▶消費生活相談

▶女性のための相談

▶市が開催している無料面接相談
困ったときの相談案内
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地域づくり勤労者支援

町内会

　町内会は地域住民が自主的に運営している組織です。
　地域住民の親睦を図るとともに、地域の安全・安心
に取り組み、良好な生活環境を築いていくことを目
的としています。
　さまざまな行事や活動に参加することで、交流や
親睦が深まり、地域の連帯感が培われ、いざという時
に支え合い、助け合うことができます。住みよい豊か
な地域をつくるために町内会への加入をおすすめし
ます。

市民協働のまちづくり

　市民協働とは、市民と行政が住みよいまちづくり
のために、お互いに役割と責任を分担し、相乗効果を
あげながら協力して取り組むことです。
　市では、より魅力的で満足度の高いまちとなるよ
う、市民の力を生かした「市民協働のまちづくり」を
進めています。

国際交流・国内交流

　国際交流事業として、ニュージーランド・ギズボー
ン市と姉妹都市提携を結び、訪問団の受入・派遣など
の交流を行っているほか、市国際友好親善協会に委
託して、外国人のための日本語教室やサロン事業等
を行っています。
　国内交流事業として、東京・関西野々市会をはじ
め、本市出身等で県外に在住している方たちとの連
携を図り、本市の魅力の発信に取り組んでいます。

NPO・ボランティア

　市内ではNPO法人（一定の公益的な目的を達成す
るため、継続的、自発的に社会貢献を行う営利を目的
としない団体）やボランティア団体など多くの団体
が活動しています。
　NPO法人設立の認証などは石川県NPO活動支援
センター（☎223-9558）、市内のボランティアの登
録などは市社会福祉協議会（☎246-0122）が行って
います。

勤労者支援
▶各種資金融資制度
　（問い合わせ：北陸労働金庫松任支店 ☎276-1484）
【勤労者生活安定小口資金融資制度】
　市内に1年以上居住し、同一事業所に1年以上雇用
されている人に、生活に必要な資金を融資します。
【勤労者育児・介護休業生活資金融資制度】
　市内に居住している勤労者で、育児・介護休業を取
得し休業期間終了後復職することが確実な人に、安
心して育児または介護に専念してもらうために、低
利で生活資金を融資します。
▶各種補助金制度
　（問い合わせ：産業振興課 ☎227-6082）
【勤労者自己住宅資金利子補給制度】
　市内において居住するための新築住宅・新築分譲
住宅を購入した資金を、金融機関から融資を受けた
場合、利子の一部を補給します。
【中高年齢者の能力開発と雇用促進】
　市内に居住している中高年齢者（45歳以上）の人
で、県内職業訓練施設で技能を習得された人に、奨励
金を交付します。
【障害者の雇用促進】
　市内に居住している障害者の人を新たに雇い入
れ、または職場復帰した障害者を引き続き雇用する
事業主に、奨励金を交付します。
【若年者の雇用促進】
　国が実施しているトライアル雇用事業を活用し、
若年者を引き続き常用雇用した事業主に奨励金を交
付します。
▶シルバー人材センターのご案内
　健康で働く意欲のある60歳以上の市民を会員と
した団体で、働くことで社会参加し、生きがいと追加
的収入を得ることを目的としています。
市シルバー人材センター ☎294-8303
▶就業者相談
◦就業相談（求人、求職、雇用保険）
　ハローワーク白山 ☎275-8533
　ヤングハローワーク金沢 ☎261-9453
　ジョブカフェ石川 ☎235-4513
◦労働相談・紹介
　石川労働局 ☎265-4432
　石川県職業能力開発プラザ ☎261-1400
　若者サポートステーション石川 ☎235-3060

問 産業振興課�商工労働係��☎227-6082 問 市民協働課�市民協働係��☎227-6029
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野々市市商工会

リフォームの基礎知識

葬儀について

お墓の形いろいろ

生活マップ

白山ののいち薬剤師会

石川県歯科医師会
白山野々市支部

一般社団法人
白山ののいち医師会

健康マップ

Li�� G�i�� In���
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※生活ガイドでは、暮らしに役立つ情報を掲載しています。

※地図のページに関しましては、該当ページに広告をご掲載
　いただきました施設の情報のみ表示しています。

くらしのガイドブック野々市市 77野々市市役所　TEL.076-227-6000（代）
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ここは有料広告掲載ページです

はしもと内科クリニック
〒921-8835 野々市市上林4丁目651-1

227-3080て(076) FAX(076)227-3081

1:30

3:30
〜

診 療 時 間

午前

午後

9:00～

2:00～

12:30

6:00

月

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇 〇

〇

〇
火 水 木 金 土

内科･消化器内科
呼吸器内科･循環器内科

■休診日　木曜午後 日曜 祝日

野々市市藤平田1丁目383番地

休診日
日曜・祝日
水曜
土曜午後

■ 整形外科　■ リウマチ科　■ リハビリテーション科

tel. 076-256-3566

12:00
6:00

午前 8:45～
午後 2:00～ 13:00

まで

診療時間

－

水月 火 木 金 土

K a n a z a w a
Neurosurg i ca l
H o s p i t a l

医療法人社団　浅ノ川

金沢脳神経外科医院

国道8号線専福寺交差点ヨコ

休診／土曜午後・日曜日･祝日
野々市市郷町262-2

TEL076-246-5600

●急患については24時間受け付けております　
まずはお電話でご連絡お願いします●

http://www.nouge.net/

〒921-8821　石川県野々市市白山町5番21号
TEL:076-256-2030 FAX:076-256-2031

◎ 土曜 8:30～13:00　休診日　木・日・祝

診療科目 整形外科・リハビリテーション科

HP:https://nonoichiseikei.com

院長 松井 貴至

8:30～12:00 
14:00～18:00

診療時間

〇
〇

月

〇
〇

火

〇
〇

水

〇
〇

金木

◎

土

ふるさわ内科クリニック

076-294-6655
野々市市押野２丁目５４

◆野々市市スポーツセンター前
◆駐車場有

◆休 診 日 木曜と土曜の午後、日曜日、祝日

◆診療科目 午前
午後

９：００～１２：３０
１４：００～１８：００

◆診療科目 ◎内科　◎消化器内科

整形外科
リウマチ科

リハビリテーション科

野々市市押野2丁目88 TEL 076-246-0108

診療時間

※木曜日、日曜日および祝日は休診、土曜日は午前中のみの診療です。

8:30～12:15
14:30～18:00

午前
午後

13時
まで

月 金木水火 土

076-227-8680
野々市市御経塚1丁目465番地

休 診 日 木曜、日曜･祝日
■ 診療内容 皮膚科、小児皮膚科、皮膚アレルギー科

■ 診療時間

9:00～12:00

2:30～6:00

午前診療

午後診療
4:30まで

月診療時間 金木水火 土 日･祝

かじ皮フ科クリニック
KAJI Dermatology Clinic

野々市市で整形外科・リウマチ科なら

津山整形外科クリニック

休 診 日 木曜午後・土曜午後
日曜・祝日

野々市市中林1丁目64街区1番
（金沢スイミングクラブ斜め前）

076-259-5077

診療時間 月 金 土火 水 木
● ● ●● ● ●
● ● －● ● －

8:30～12:30
14:00～18:00

津山整形外科クリニック 検索

内科・消化器内科・腎臓内科
　循環器内科・呼吸器内科

●人間ドックも行います

☎（076）294ｰ2221

つじ川内科クリニック院長 辻川 弘子

診療時間
午前9：00～
　午後1：00

休　診　水曜日午後・日曜日・祝日

野々市市位川251野々市中学校グランド横

午後3：00～
　午後6：00

月

●
●

火

●
●

木

●
●

金

●
●

土
午前
9：00～午後
3：00

迄

日・祝水

●

★第2・4・5土曜日は午後12時30分まで
【休診日】日曜、祝日、第1・3土曜　

☎ 076-227-9612
野々市市横宮町67-1 V10ののいち 1F

診療時間

9：00～12：00

14：00～17：30

月 火 水 木 金 土

● ● ● ● ● ★

● ● ー ● ● ー

診療時間 月 火 水 木 金 土

なかそね   ひふ科
　　　　クリニック

野々市市新庄2丁目15番2

処方せん受付

TEL 076-246-2181
FAX 0120-02-2183
定休日：日曜・祝日

新庄店

外科･内科･胃腸内科･胃腸外科･肛門外科
健診・人間ドック随時

舩木医院
院長 舩木健一郎

診療時間 月 火 水 木 金 土
● ● ● ● ● △

日祝

14:00～18:00
9:00～12:30

● ● ● ● ● △

△土曜日 午前9:00～12:00  午後1:00～3:00
野々市市大平寺4丁目71 文化会館（フォルテ）うしろ

☎（076）248-6686 URL：funakiiin.jimdo.com/
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一般社団法人 白山ののいち医師会 石川県歯科医師会  白山野々市支部
名　称 所在地 電話番号

浅井小児科医院 野々市市本町5丁目2-18 076-248-3311
荒木耳鼻咽喉科クリニック 野々市市稲荷2丁目250-1 076-294-1133
池田病院 野々市市新庄2丁目10 076-248-7222
うえの整形外科 野々市市藤平田1丁目383番地 076-256-3566
金沢工業大学扇が丘診療所 野々市市扇が丘7番1号 076-246-1393
御経塚クリニック 野々市市御経塚1丁目450 076-246-2311
押野医院 野々市市押野6丁目160 076-246-1411
小野木医院 野々市市本町2丁目18-2 076-248-0238
かじ皮フ科クリニック 野々市市御経塚1丁目465番地 076-227-8680
金沢消化器内科・内視鏡クリニック
野々市中央院 野々市市白山町438 076-259-0378

金沢脳神経外科病院 野々市市郷町262-2 076-246-5600
金沢南クリニック 野々市市蓮花寺1-1 076-227-5122
かわきた整形外科醫院 野々市市押野2丁目88 076-246-0108
喜多内科医院 野々市市横宮町7-20 076-248-0020
熊谷クリニック 野々市市三納二丁目154番地 076-246-6800
こじまクリニック 野々市市堀内4丁目80 076-246-4455
小村整形外科 野々市市扇が丘488 076-259-5656
清水こどもクリニック 野々市市上林4丁目509 076-227-0055
だいもん内科・腎透析クリニック 野々市市押野1丁目400 076-294-0066
高田内科クリニック 野々市市扇が丘10-10 076-246-3630
つじ川内科クリニック 野々市市位川251 076-294-2221
津山整形外科クリニック 野々市市中林1丁目64街区1番 076-259-5077
ときわ病院 野々市市中林4丁目123 076-248-5221
とみたクリニック 野々市市粟田3丁目55 076-246-7070
とりい皮膚科クリニック 野々市市白山町6-9 076-294-7880
なかそねひふ科クリニック 野々市市横宮町67-1ヴィテンののいち1F 076-227-9612
中村小児科医院 野々市市押野1-128 076-294-3338
野々市こころのクリニック 野々市市二日市1丁目50 076-248-2122
ののいち産婦人科クリニック 野々市市本町2丁目18-22 076-248-5315
ののいち整形外科脊椎外科クリニック 野々市市白山町5番21号 076-256-2030
ののいちナイトクリニック 野々市市野代1-59 076-294-2310
野々市よこみやクリニック 野々市市郷一丁目131 076-214-6300
ののいち白山醫院 野々市市太平寺4丁目45 076-248-2151
はしもと内科クリニック 野々市市上林4丁目651-1 076-227-3080
深江レディースクリニック 野々市市郷町260 076-294-3336
舩木医院 野々市市太平寺4丁目71 076-248-6686
ふるさわ内科クリニック 野々市市押野2丁目54 076-294-6655
ほりかわクリニック 野々市市御経塚2丁目270 076-240-0600
メディカルらいふクリニック 野々市市横宮町86-2 076-220-6301
森明弘クリニック 野々市市横宮町67-1ヴィテンののいち1F 076-294-5611
やまかわ内科クリ二ック 野々市市藤平田一丁目472番地 076-246-6650
やまぎしレディスクリニック 野々市市藤平田一丁目256番地1 076-287-6066
山口脳神経クリニック 野々市市押野6丁目3番地 076-246-8282
やまむら眼科医院 野々市市新庄5丁目106 076-246-0022
山本クリニック 野々市市新庄1丁目273 076-246-1661
ゆあさクリニック 野々市市御経塚2丁目272 076-269-8866
吉光内科医院 野々市市田尻2 076-248-7788
わかばやし眼科クリニック 野々市市太平寺3丁目160 076-294-0707
渡辺耳鼻咽喉科医院 野々市市本町4丁目9-12 076-246-3331
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一般社団法人 白山ののいち医師会 石川県歯科医師会  白山野々市支部
名　称 所在地 電話番号

あらもと歯科医院 野々市市扇ヶ丘10-29 076-248-6572

ヴィ歯科医院 野々市市三日市町1-5 076-248-1186

牛村歯科医院 野々市市稲荷2-51 076-248-2311

江尻歯科医院 野々市市稲荷4-149 076-294-1119

扇が丘歯科医院 野々市市扇が丘19-36　
ワイズビルズ1F 076-248-0418

金沢歯科医院 野々市市押野2-198 076-259-5363

かわはら歯科医院 野々市市藤平田1-466 076-227-0303

北川歯科クリニック 野々市市菅原町14-17 076-248-6691

ぎゃくし歯科医院 野々市市新庄6-408 076-294-8841

こばやし歯科 野々市市堀内町5-195 076-246-4607

つばきの郷歯科クリニック 野々市市徳用町2-120 076-248-6480

にしぐち歯科医院 野々市市若松町22-15 076-294-3456

のの歯科 野々市市中林1丁目58-3 076-287-3283

ののいち歯科クリニック 野々市市本町3-9-12 076-248-3500

はせがわ歯科・矯正歯科 野々市市押越1-502 076-246-8855

平田歯科医院 野々市市本町6-22-4 076-248-3788

ふじた歯科クリニック 野々市市下林4-565-2 076-294-8484

まいずみ矯正歯科 野々市市稲荷2-51 076-294-8211

真舘歯科医院 野々市市御経塚5-51 076-246-4273

松原歯科医院 野々市市粟田5-351 076-246-7713

ミースデンタルクリニック 野々市市御経塚1-446 076-227-8241

むらた歯科医院 野々市市新庄3-131-1 076-248-9876

めいりん通り　みやもと歯科 野々市市堀内3-15 076-248-0604

めばえ歯科　矯正歯科 野々市市御経塚3-140 076-269-1180

矢原歯科医院 野々市市本町5-2-15 076-246-5960

山本歯科クリニック 野々市市新庄1-274 076-248-4100
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白山ののいち薬剤師会 生活マップ
名　称 所在地 電話番号

御経塚コメヤ薬局 野々市市御経塚3丁目128番地 076-269-3000
イオン薬局御経塚店 野々市市御経塚2-91 076-269-8933
イオン薬局野々市南店 野々市市上林4-747 076-246-3864
御経塚みらい薬局 野々市市御経塚2-271 076-240-7100
御経塚らいふ薬局 野々市市御経塚1-464 076-248-7711
押野あおぞら薬局 野々市市押野6丁目174 076-294-3953
かいてき扇が丘薬局 野々市市扇が丘515-1 076-220-6515
上林あおば薬局 野々市市上林4丁目650 076-248-7131
キリン堂　押野薬局 野々市市押野6-62 076-294-8806
クスリのアオキ
御経塚あやめ薬局 野々市市御経塚3-159 076-240-6686

クスリのアオキ扇が丘薬局 野々市市扇が丘34番6号 076-246-2273
クスリのアオキ野々市中央薬局 野々市市三納1-77 076-246-2040
クスリのアオキ押越薬局 野々市市若松町3-20 076-227-0678
クスリのアオキ新庄薬局 野々市市新庄6-451 076-248-8806
クスリのアオキ堀内薬局 野々市市堀内四丁目14番地 076-220-6196
サンライトなかよし薬局 野々市市上林4丁目510番 076-225-3376
スギ薬局　野々市中央店 野々市市白山町438番地 076-255-7391
スギ薬局　野々市西店 野々市市徳用三丁目281番地 076-220-6470
青い森薬局新庄店 野々市市新庄2丁目15番2 076-246-2181
太平寺一番薬局 野々市市太平寺4-67-1 076-220-7206
太平寺らいふ薬局 野々市市太平寺4丁目48番地 076-294-3388
てまり野々市薬局 野々市市堀内4-80-3 076-255-7575
中森全快堂新庄薬局 野々市市新庄5-103 076-227-0739
中森全快堂白山町薬局 野々市市白山町6番7号 076-294-6144
野々市あおぞら薬局 野々市市田尻町52-3 076-248-8931
野々市三納コメヤ薬局 野々市市三納2-155 076-294-1311
ののいちフラワー薬局 野々市市本町4-8-5 076-256-2233

野々市ラン薬局 野々市市中林土地区画整理事業
施行地区内64街区4-1 076-259-1790

ピスコとくもと薬局 野々市市徳用二丁目8 076-287-0215
布水あおば薬局 野々市市押野2-90 076-259-5973
みなみ野々市薬局 野々市市御経塚1-451 076-246-7701
横宮町あおば薬局 野々市市横宮町67-1 076-246-8217
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白山ののいち薬剤師会 生活マップ
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ここは有料広告掲載ページです

地図のページに関しましては、該当ページに広告をご掲載
いただきました施設の情報のみ表示しています。

有限会社トレードハウス
動画名刺　保険相談　終活相談

野々市市本町6丁目14-33
検索トレードハウス  野々市市

TEL 076-294-8100

｢P45,P61の広告をご覧ください｣

屋根･外壁･雨樋工事

タケノ
TEL 076-246-0020

お客様の大切な財産である建物を

風雨から守ります。

おかげ様で株式会社タケノは創業９7周年を迎えました。

野々市市押越１丁目42番地

北陸中日新聞 野々市専売所

しばた新聞店
野々市市押野2丁目171 サクシード102

TEL 246-3924 FAX 246-3925

新聞･雑紙など古紙回収承ります｡

小さな修理からリフォーム・増改築まで
お気軽にご相談ください！

株式会社 久保建築
野々市市住吉町21-15

☎２４６－１３１３

リフォーム＆増改築
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・施工業者の事業内容がリ
フォーム目的と合致してい
るか？
・実績や業務内容を吟味。信
頼できる事業者か？
・候補を数社選んで同じ条件
で見積書を提出してもらい
検討したか？

　契約前に疑問点・不安点は徹
底的に確認しましょう。
　見積書・提案書や契約書だけ
でなく、打ち合わせの際の資料
やメモなど書類にはしっかり目
を通し、保管しておきましょう。

・工事に向けての準備や近
隣への周知は大丈夫か？
・工程表に基づいて進んで
いるか？
・変更・追加などが発生して
いないか？

　定期的に施工業者から報告・
連絡を受けるようにしましょう。
また、不安がある場合は施工業
者の担当者を通じて確認するよ
うにしましょう。

・事業者立ち会いの下、確認
をし説明をうけたか？
・今後のメンテナンスや保
証先を確認したか？

ＰＯＩＮＴ ＰＯＩＮＴ ＰＯＩＮＴ ＰＯＩＮＴ

リフォームの進め方とポイント

リフォームの疑問
リフォームの費用は
どのくらいかかりますか？
改装の範囲で変わっていきます

　建物の一部分の改装もリフォームです
し、全面改装でもリフォームです。当然のこ
とですが、手を加えれば加える程かかる費
用は増えていきます。例えば、畳敷きの6畳
間をフローリングに替える場合は十数万円
ですが、家全体に及ぶ大掛かりな改
装の場合は、建替えの方が安
くなる事もあります。

満足いくリフォームのポイントは？

まずは現在の不満点を挙げてみましょう
　現在のお住まいの不満のある所をリスト
アップする事をおすすめします。そうする事
でただ漠然と不満に感じていた事も具体的
に検討出来るようになり、優先順位をつけて
内容の整理もしやすくなります。
　また、キッチンなどの設備の取り替えをお
考えの場合は、ショールームなどで実際に見
て触ってみる事も重要です。

信頼のおける業者とは？

２～３社は候補を挙げて比較しましょう
●費用の安さで決めずに、契約内容に納得
した上で契約をかわしましょう。
●建築士や増改築相談員などの資格者が
いるか確認しましょう。
●経験豊富で実績がある事業者かどうか確
認しましょう。
●アフターフォローはどうなのか、必ず確認
しましょう。

・ 時期、期間は？
・ 予算は？

　リフォームの目的から具体的
な計画を立てましょう。
　この時点での情報収集も大
切なポイントです。

具体的な
計画をたてる

事業者を決める
～契約する

着 工 着工後
STEP.1 STEP.2 STEP.３ STEP.４

リフォームの基礎知識

　介護保険制度では、「要支援1～2」や
「要介護1～5」と認定された方が、自宅
で生活をしやすい住環境にするための
手すりの取り付けや段差解消などの、住
宅改修に対して費用が支給されます。
　また介護保険制度とは別に、高齢者向
けや障がい者向けに住宅改修に助成金
を支給しているところもあります。工事
をお考えの際には事前に自治体に相談
してみると良いでしょう。

住まいの整備に関する
補助金

リフォームと
建築基準法

　リフォーム時には、住宅に関する法
律についても知っておく必要がありま
す。通常業者さんが把握しており問題
の起こることはあまりありませんが、
知っておきたい法律としては建築基準
法があります。建築基準法は住宅の安
全性、居住性、周辺環境への配慮を目
的としている法律で、新築だけではな
くリフォーム時にも適用されるので注
意が必要です。

くらしのガイドブック野々市市84

生
活
ガ
イ
ド

小さな修理からリフォーム･増改築までお気軽にご相談ください！

076-246-1313TEL
野々市市住吉町

建築

http://www.kubokenchiku.co.jp/

ー ーム

小さな修理からリフォーム･増改築までお気軽にご相談ください！小さな修理からリフォーム･増改築までお気軽にご相談ください！小さな修理からリフォーム･増改築までお気軽にご相談ください！小さな修理からリフォーム･増改築までお気軽にご相談ください！小さな修理からリフォーム･増改築までお気軽にご相談ください！小さな修理からリフォーム･増改築までお気軽にご相談ください！小さな修理からリフォーム･増改築までお気軽にご相談ください！小さな修理からリフォーム･増改築までお気軽にご相談ください！小さな修理からリフォーム･増改築までお気軽にご相談ください！

ライフスタイルから考える
“住まい手目線”
ライフスタイルから考える
“住まい手目線”

の家づくり

建築のプロが届ける、大満足の家づくり

お風呂

玄関

和室

ダイニング

キッチン
トイレ
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・施工業者の事業内容がリ
フォーム目的と合致してい
るか？
・実績や業務内容を吟味。信
頼できる事業者か？
・候補を数社選んで同じ条件
で見積書を提出してもらい
検討したか？

　契約前に疑問点・不安点は徹
底的に確認しましょう。
　見積書・提案書や契約書だけ
でなく、打ち合わせの際の資料
やメモなど書類にはしっかり目
を通し、保管しておきましょう。

・工事に向けての準備や近
隣への周知は大丈夫か？
・工程表に基づいて進んで
いるか？
・変更・追加などが発生して
いないか？

　定期的に施工業者から報告・
連絡を受けるようにしましょう。
また、不安がある場合は施工業
者の担当者を通じて確認するよ
うにしましょう。

・事業者立ち会いの下、確認
をし説明をうけたか？
・今後のメンテナンスや保
証先を確認したか？

ＰＯＩＮＴ ＰＯＩＮＴ ＰＯＩＮＴ ＰＯＩＮＴ

リフォームの進め方とポイント

リフォームの疑問
リフォームの費用は
どのくらいかかりますか？
改装の範囲で変わっていきます

　建物の一部分の改装もリフォームです
し、全面改装でもリフォームです。当然のこ
とですが、手を加えれば加える程かかる費
用は増えていきます。例えば、畳敷きの6畳
間をフローリングに替える場合は十数万円
ですが、家全体に及ぶ大掛かりな改
装の場合は、建替えの方が安
くなる事もあります。

満足いくリフォームのポイントは？

まずは現在の不満点を挙げてみましょう
　現在のお住まいの不満のある所をリスト
アップする事をおすすめします。そうする事
でただ漠然と不満に感じていた事も具体的
に検討出来るようになり、優先順位をつけて
内容の整理もしやすくなります。
　また、キッチンなどの設備の取り替えをお
考えの場合は、ショールームなどで実際に見
て触ってみる事も重要です。

信頼のおける業者とは？

２～３社は候補を挙げて比較しましょう
●費用の安さで決めずに、契約内容に納得
した上で契約をかわしましょう。
●建築士や増改築相談員などの資格者が
いるか確認しましょう。

●経験豊富で実績がある事業者かどうか確
認しましょう。

●アフターフォローはどうなのか、必ず確認
しましょう。

・ 時期、期間は？
・ 予算は？

　リフォームの目的から具体的
な計画を立てましょう。
　この時点での情報収集も大
切なポイントです。

具体的な
計画をたてる

事業者を決める
～契約する

着 工 着工後
STEP.1 STEP.2 STEP.３ STEP.４

リフォームの基礎知識

　介護保険制度では、「要支援1～2」や
「要介護1～5」と認定された方が、自宅
で生活をしやすい住環境にするための
手すりの取り付けや段差解消などの、住
宅改修に対して費用が支給されます。
　また介護保険制度とは別に、高齢者向
けや障がい者向けに住宅改修に助成金
を支給しているところもあります。工事
をお考えの際には事前に自治体に相談
してみると良いでしょう。

住まいの整備に関する
補助金

リフォームと
建築基準法

　リフォーム時には、住宅に関する法
律についても知っておく必要がありま
す。通常業者さんが把握しており問題
の起こることはあまりありませんが、
知っておきたい法律としては建築基準
法があります。建築基準法は住宅の安
全性、居住性、周辺環境への配慮を目
的としている法律で、新築だけではな
くリフォーム時にも適用されるので注
意が必要です。

くらしのガイドブック野々市市 85野々市市役所　TEL.076-227-6000（代）
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ここは有料広告掲載ページです株式会社サイネックスによる編集記事ページです

野々市市にお住まいの皆様へ

水回りの小さな修理からバリアフリー・リフォームまで
どんなささいなことでもスピーディーに解決します！

２１０５野々市市(SG28)企画後半.indd   85 2021/04/23   14:00:41



故人の宗教に合わせた作法を
日常生活の中で、できるだけ考えたくないことかもしれませんが、どのような人生にも終焉は訪れます。
いざというとき慌てないために、基本的な葬儀や法要の流れ、会葬のマナーは心得ておきましょう。

臨　　　終

通夜の準備

葬儀・告別式

通　　　夜

出棺・火葬

遺体を北枕に安置し、喪主、儀式の形式と日取り、葬儀社
を決めて依頼し、寺院や知らせるべき人に連絡します。

最後の対面の後、別れの花などを行い、遺族の手で霊柩
車へ。会葬者は合掌して見送ります。
※葬儀・告別式の前に行う場合もあります。

枕飾りをして遺体を安置。喪服、遺影の準備と世話役との打ち合わせ。戒名の
依頼や隣近所への挨拶、死亡届の手配も行います。

通夜の翌日に、死者を弔うのが葬儀で、故人に別れを告げるのが告別式です。
読経の後、遺族、親族が焼香し、参列者の焼香へと移ります。

故人との別れを惜しみ、夜通し香と灯火を絶やさず遺体を
守ったのが本来の通夜ですが、最近では数時間ほどで終
わる形式が多くなりました。通夜が終了した後は、通夜ぶ
るまいとして親族や親しい人に食事を振る舞ったり、代わ
りに折り詰めなどを渡したりすることもあります。

火葬の前に全員が焼香。火葬終了後は、二人一組になって箸で遺骨をはさみ
骨壺にいれる骨上げを行います。
※葬儀・告別式の前に行う場合もあります。

法要後、お世話になった人に感謝と慰労の気持ちを込めて喪主が挨拶。遺
族が酒と料理でもてなし、故人をしのびます。

一周忌に始まり、2年目の三回忌、6年目の七回忌、その後十三回忌、十七
回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌、三十七回忌、五十回忌と法要
を続けます。三十三回忌または五十回忌をもって、弔い上げ（最終の年忌法
要）とする場合が多くなっています。

火葬・骨上げ

持ち帰った遺骨、位牌を祭壇に安置し、僧侶が読経する中、遺族による焼香が
行われます。このとき、本来7日目に行う初七日法要を、繰り上げてとりおこな
う場合が多くなっています。

初七日に始まり、三十五日、四十九日、百か日と、お経を上げ
て、お香で供養します。このとき納骨を行う場合もあります。

還骨回向

精進落とし

追善供養

年忌法要

弔事の流れ 臨終から法要まで 　葬儀は人生最後の儀式。弔事の一つひとつにしきたりがあり、意味があります。地方によって、また宗教
や宗派によって名称や作法は異なりますが、大方の流れは次のようになります。

※掲載の記事に関しましては、一般的な様式を掲載したものであり、各宗教や宗派または地域により異なる場合がございます。

　現在、墓地や霊園などで多く見られる形のお墓は、江戸時代の中頃から広く使われるようになったと言われています。
鎌倉時代から室町時代にかけて多く作られた、五輪塔（ごりんとう）など供養塔型のお墓も一部で見られます。近年は、背
が低く横幅が広い洋型のお墓も増えてきました。また、既成の型にこだわらない自由なデザインのお墓も見られます。

■和型供養塔
現在の和型墓石が広く普及する以前に多く作られ
た、供養塔の形をしたお墓です。五輪塔（ごりんと
う）、多宝塔（たほうとう）、宝篋印塔（ほうきょういん
とう）、無縫塔（むほうとう）などの種類があります。

■洋型
芝生墓地やガーデニング霊園、西洋風霊園などの増加と
ともに、西洋風のお墓も増えてきました。台石の上に、和
型と比べて背が低く、横幅が広い竿石を置いたお墓で、
竿石の前面を斜めに加工した「オルガン型」や、垂直に加
工した「ストレート型」などがあります。また、芝生墓地
などで多く見られる「プレート型」もあります。

■デザイン墓石
伝統的な形にとらわれず、故人の趣味や個性を反映
したオリジナルのデザインを施したお墓を選ぶ方も
増えています。ただし、墓地や霊園によっては特異な
デザインのお墓を建造できない場合がありますの
で、事前に確認する必要があります。

■和型
最も標準的な形のお墓です。竿石（さおいし）の下に上台
石（じょうだいいし）、下台石（げだいいし）を重ねた形が
多く見られます。下台石の下に芝台石（しばだいいし）を
置いたり、竿石と上台の間にスリンと呼ばれる石を置く
場合もあります。また、付属品として香炉（こうろ）、水鉢
（みずばち）、花立て（はなたて）、墓誌（ぼし）、卒塔婆立て
（そとばたて）なども、必要に応じて設置されます。

お墓の形
いろいろ

葬儀に
ついて

入れたばかりのお茶を仏壇に供
えます。仏さまが飲めるように、
お供えしてからフタをとりましょう。

毎朝、炊きたてのご飯を仏さまに
供えます。このご飯を盛る用具を仏飯器
（ぶっぱんき）といいます。

線香あるいは抹香をたく用
具です。わたしたちが物を食
べるのと同じように、仏さま
は香りを召し上がるのです。

仏具とは、お仏壇を飾り、毎日お供え
するご飯、花やお茶、果物などをお
供えする用具、器などをさします。宗
派により用いる仏具が異なります。

「思い立ったが吉日」という言葉に
もあるように、お仏壇を購入または
買替えるのに、良い日・悪い日とい
うのはありません。

ローソクの炎は仏さまの智恵
の光。光そのものが仏さまの
姿です。「自燈」と「法燈」と名づ
けられ一対かざりが正式です。

ローソクの炎は、直接息で吹き消しては
いけません。仏扇（ぶっせん）かローソク
消しで消しましょう。

マッチの軸を香炉の灰にさすのは、仏さ
まの顔にさすことになり、失礼なこととさ
れています。マッチ消しに入れましょう。

香炉、花立、火立をのせ
て、前に置く台です。

うやまいの心から足の高い
杯をもちい、お菓子や果物を
お供えします。

前卓（まえじょく）の上に飾る錦（にしき）
や金襴（きんらん）の敷物で、四角形や三
角形のものがあります。法要やお彼岸、
お盆、葬儀、四十九日など、特別な日に用
いることが多いです。

死亡年月日、名前、歳などを書
いておくものです。宗派に
よって位牌の代わりに用いる
ところもあります。

心を統一して、念珠（珠数）を
持ち念じることは、幸福になる
ことの近道。普通、二輪にして
左手に持つか、左手首に通し
てかけます。左手に持つのが
清浄な持ち方です。また、小さな念珠（珠
数）は、左の手のひらの親指と人指し指の
中間にかけて合掌します。
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生
活
ガ
イ
ド

２１０５野々市市(SG28)企画後半.indd   86 2021/04/16   18:23:53



故人の宗教に合わせた作法を
日常生活の中で、できるだけ考えたくないことかもしれませんが、どのような人生にも終焉は訪れます。
いざというとき慌てないために、基本的な葬儀や法要の流れ、会葬のマナーは心得ておきましょう。

臨　　　終

通夜の準備

葬儀・告別式

通　　　夜

出棺・火葬

遺体を北枕に安置し、喪主、儀式の形式と日取り、葬儀社
を決めて依頼し、寺院や知らせるべき人に連絡します。

最後の対面の後、別れの花などを行い、遺族の手で霊柩
車へ。会葬者は合掌して見送ります。
※葬儀・告別式の前に行う場合もあります。

枕飾りをして遺体を安置。喪服、遺影の準備と世話役との打ち合わせ。戒名の
依頼や隣近所への挨拶、死亡届の手配も行います。

通夜の翌日に、死者を弔うのが葬儀で、故人に別れを告げるのが告別式です。
読経の後、遺族、親族が焼香し、参列者の焼香へと移ります。

故人との別れを惜しみ、夜通し香と灯火を絶やさず遺体を
守ったのが本来の通夜ですが、最近では数時間ほどで終
わる形式が多くなりました。通夜が終了した後は、通夜ぶ
るまいとして親族や親しい人に食事を振る舞ったり、代わ
りに折り詰めなどを渡したりすることもあります。

火葬の前に全員が焼香。火葬終了後は、二人一組になって箸で遺骨をはさみ
骨壺にいれる骨上げを行います。
※葬儀・告別式の前に行う場合もあります。

法要後、お世話になった人に感謝と慰労の気持ちを込めて喪主が挨拶。遺
族が酒と料理でもてなし、故人をしのびます。

一周忌に始まり、2年目の三回忌、6年目の七回忌、その後十三回忌、十七
回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌、三十七回忌、五十回忌と法要
を続けます。三十三回忌または五十回忌をもって、弔い上げ（最終の年忌法
要）とする場合が多くなっています。

火葬・骨上げ

持ち帰った遺骨、位牌を祭壇に安置し、僧侶が読経する中、遺族による焼香が
行われます。このとき、本来7日目に行う初七日法要を、繰り上げてとりおこな
う場合が多くなっています。

初七日に始まり、三十五日、四十九日、百か日と、お経を上げ
て、お香で供養します。このとき納骨を行う場合もあります。

還骨回向

精進落とし

追善供養

年忌法要

弔事の流れ 臨終から法要まで 　葬儀は人生最後の儀式。弔事の一つひとつにしきたりがあり、意味があります。地方によって、また宗教
や宗派によって名称や作法は異なりますが、大方の流れは次のようになります。

※掲載の記事に関しましては、一般的な様式を掲載したものであり、各宗教や宗派または地域により異なる場合がございます。

　現在、墓地や霊園などで多く見られる形のお墓は、江戸時代の中頃から広く使われるようになったと言われています。
鎌倉時代から室町時代にかけて多く作られた、五輪塔（ごりんとう）など供養塔型のお墓も一部で見られます。近年は、背
が低く横幅が広い洋型のお墓も増えてきました。また、既成の型にこだわらない自由なデザインのお墓も見られます。

■和型供養塔
現在の和型墓石が広く普及する以前に多く作られ
た、供養塔の形をしたお墓です。五輪塔（ごりんと
う）、多宝塔（たほうとう）、宝篋印塔（ほうきょういん
とう）、無縫塔（むほうとう）などの種類があります。

■洋型
芝生墓地やガーデニング霊園、西洋風霊園などの増加と
ともに、西洋風のお墓も増えてきました。台石の上に、和
型と比べて背が低く、横幅が広い竿石を置いたお墓で、
竿石の前面を斜めに加工した「オルガン型」や、垂直に加
工した「ストレート型」などがあります。また、芝生墓地
などで多く見られる「プレート型」もあります。

■デザイン墓石
伝統的な形にとらわれず、故人の趣味や個性を反映
したオリジナルのデザインを施したお墓を選ぶ方も
増えています。ただし、墓地や霊園によっては特異な
デザインのお墓を建造できない場合がありますの
で、事前に確認する必要があります。

■和型
最も標準的な形のお墓です。竿石（さおいし）の下に上台
石（じょうだいいし）、下台石（げだいいし）を重ねた形が
多く見られます。下台石の下に芝台石（しばだいいし）を
置いたり、竿石と上台の間にスリンと呼ばれる石を置く
場合もあります。また、付属品として香炉（こうろ）、水鉢
（みずばち）、花立て（はなたて）、墓誌（ぼし）、卒塔婆立て
（そとばたて）なども、必要に応じて設置されます。

お墓の形
いろいろ

葬儀に
ついて

入れたばかりのお茶を仏壇に供
えます。仏さまが飲めるように、
お供えしてからフタをとりましょう。

毎朝、炊きたてのご飯を仏さまに
供えます。このご飯を盛る用具を仏飯器
（ぶっぱんき）といいます。

線香あるいは抹香をたく用
具です。わたしたちが物を食
べるのと同じように、仏さま
は香りを召し上がるのです。

仏具とは、お仏壇を飾り、毎日お供え
するご飯、花やお茶、果物などをお
供えする用具、器などをさします。宗
派により用いる仏具が異なります。

「思い立ったが吉日」という言葉に
もあるように、お仏壇を購入または
買替えるのに、良い日・悪い日とい
うのはありません。

ローソクの炎は仏さまの智恵
の光。光そのものが仏さまの
姿です。「自燈」と「法燈」と名づ
けられ一対かざりが正式です。

ローソクの炎は、直接息で吹き消しては
いけません。仏扇（ぶっせん）かローソク
消しで消しましょう。

マッチの軸を香炉の灰にさすのは、仏さ
まの顔にさすことになり、失礼なこととさ
れています。マッチ消しに入れましょう。

香炉、花立、火立をのせ
て、前に置く台です。

うやまいの心から足の高い
杯をもちい、お菓子や果物を
お供えします。

前卓（まえじょく）の上に飾る錦（にしき）
や金襴（きんらん）の敷物で、四角形や三
角形のものがあります。法要やお彼岸、
お盆、葬儀、四十九日など、特別な日に用
いることが多いです。

死亡年月日、名前、歳などを書
いておくものです。宗派に
よって位牌の代わりに用いる
ところもあります。

心を統一して、念珠（珠数）を
持ち念じることは、幸福になる
ことの近道。普通、二輪にして
左手に持つか、左手首に通し
てかけます。左手に持つのが
清浄な持ち方です。また、小さな念珠（珠
数）は、左の手のひらの親指と人指し指の
中間にかけて合掌します。
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野々市市商工会

野々市市商工会

商工会の事業活動
商工会は、地域の商工業の振興と住みよい地域づくりに寄与するため、
商工業者によって組織された地域の総合経済団体です。

　商工会では、みなさまの経営をより安定、向上させる
ために、金融や信用保証に関する相談や斡旋などを
行っています。
　事業資金にお悩みの方は、気軽に商工会にご相談く
ださい。

金融指導

　商工会では、みなさまの企業にお勤めの従業
員の福利厚生のために、社会保険、労働保険、退
職金などについて、ご相談にのり適切なアドバ
イスをしています。

労務指導

TEL：076-246-1242　FAX：076-246-2558　URL：https://nono.shoko.or.jp/
石川県野々市市白山町8-16

　商工会では、経営に関する不安や問題等を解決するた
めに、いつでもみなさまのお越しをお待ちしています。

経営指導

●経営指導　●講習会・研修会

共済・年金・保険制度
　商工会では、みなさまのために、安心、有利な
各種の共済、年金、保険制度をご用意しました。
加入のご相談を承ります。
●商工貯蓄共済制度　●中小企業共済制度
●全国商工会会員福祉共済制度（ガン重点補償）
●自動車共済制度　●ビジネス総合保険制度
●業務災害保険制度　●小規模企業共済制度
●中小企業倒産防止共済制度
●中小企業退職金共済制度
●特定退職金共済制度

地域（まち）づくり
●地域産業おこし　●イベントの開催
●創業支援事業

その他

●事業概要
小規模事業者が商工会と一体となって、販路開
拓に取り組む場合に最大50万円※の補助を受け
ることができます。
・費用は、販売促進用チラシ作成費、パッケージ
改良費、店舗改装費、商談会参加費など
・補助率2/3（75万円の費用に対し50万円の補助）

小規模事業者持続化補助金

地域経済を支える若手経営者・女性の団体とし
て、自立した経営者となるための資質向上事業、
研修事業、地域貢献活動、ボランティア活動等を
積極的に推進しています。

青年部・女性部について

地域の振興やみなさまの事業の発展のために、
商工会はその意見を集約し、これを国会や行政
庁に具申、建議をしています。

意見具申

「おすすめします経営診断」
商工会では、みなさまのお店や工場の発展のために無
料で経営診断を行っています。
企業経営に係わるあらゆる分野の専門家が、直接訪問
してあなたの会社の経営状況を分析し、改善点をアド
バイスします。

専門指導
経営診断

商工会は 行きます 聞きます 提案します

税務・経理指導
商工会がおすすめするクラウド会計
会計ワークス

らくらくスタート！！
帳簿の付け方が分からなくても商工会が
アドバイスします！
すごく安心！
堅牢なセキュリティで安心！
とっても便利！
消費税増税にもばっちり対応！

POINT1

POINT2

POINT3

商工会がしっかりサポートします！
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株式会社サイネックス
〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町5-3-15

TEL.06-6766-3346

株式会社サイネックス　北陸支店
〒918-8114 福井県福井市羽水2-709

TEL.0776-34-6566

編 集 後 記

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

令和3年5月発行

※掲載している広告は、令和3年4月現在の情報です。

無断で複写、転載することはご遠慮ください。

発行

広告販売

野々市市
〒921-8510 石川県野々市市三納1丁目1番地

TEL.076-227-6000㈹

　「野々市市 くらしのガイドブック」は、野々市市にお住まいの皆様へ、
市の行政情報をお届けするとともに、地域企業の発展につなげることを
目的として発行いたしました。
　また、市民の皆様に、より利便性の高い情報源としてご利用いただける
よう、官民協働事業として野々市市と株式会社サイネックスとの共同発
行としました。
　「野々市市 くらしのガイドブック」は、地域の各団体及び事業者の皆様
のご協力により、行政機関への設置はもとより、野々市市の全世帯へ無償
配布することができました。あらためて心より厚くお礼申し上げます。

■「野々市市 くらしのガイドブック」に掲載の行政情報は、令和3年2月
28日現在の情報を掲載しています。社会情勢の変動等により内容が変
更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。行政情報の
内容・手続き等で不明な場合は、各担当課までお問い合わせください。

■また掲載されているスポンサー広告は、暮らしの情報としてご活用く
ださい。広告内容については株式会社サイネックスにお尋ねください。

くらしのガイドブック
野々市市
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急な停電も
安心！

〒921-8831 石川県野々市市下林4-567　TEL 076-294-6500

災害時に飲み水として
利用できる「富士の湧水」

非常時に普段使いにも
役立つ「カセットこんろ」

カセットボンベ2本で
約1時間発電できる
ポータブルガス発電機。

停電時にも電気と
お湯が使える「エネファーム」

避難所でも煮炊きができる
「デリバリーステーション」

天然ヤシ油から生まれた
環境にやさしい

ハンドソープ「アララ」

空間の菌・ウイルス除去
ペットなどニオイ対策に
「おへやに騎士」

停電時に
スマホや電気製品の
使用が可能な蓄電池。

突然やってくる

災害に安心の備えを

宅配
天然水

ウイルス
対策に
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