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校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2012年2月6日
案件名 ：シティマップ 野々市市市民便利帳
商品コード： 8JB14820A
割付番号 ：０１８
コード番号：００８
顧客名称 ：野々市農業協同組合

農協 詳細MAP5図 G‐1

JA No-No.1

JAは営農・経済・信用・共済など、皆さまの生活にお役に立つさまざまな事業を営んでおります。
【本町支店】野々市市本町6-8-42 TEL:076-248-0022 FAX:076-246-6210
【営農センター】野々市市中林1-50 TEL:076-248-8954
【プララAコープ富奥店】野々市市粟田1-266 TEL:076-246-1178
【JASS-PORT富奥給油所】野々市市粟田5-390 TEL:076-248-8989

■【本店】野々市市中林5-1-5
■TEL:076-248-2171 ■FAX:076-248-9102
■定休日／土曜・日曜・祝日
■URL:http://www.is-ja.jp/nonoichi/

あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX 076-223-0496

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2012年1月24日
案件名 ：シティマップ 野々市市市民便利帳
商品コード： 8JB14820A
割付番号 ：０２０
コード番号：０５４
顧客名称 ：北陸綜合警備保障株式会社

警備業 金沢市

くらべればALSOK

北陸綜合警備保障
株式会社
365日24時間、あなたのご家族とお住まいを守ります。お住まいの防犯に不安のある方、費用を
抑えたい方に「ALSOKホームセキュリティα」
ご高齢なご家族の生活が心配な方、離れて生活しているご家族を守りたい方に「シルバーパック」
お祝い電報、お悔やみ電報は安くて便利な「ALSOK電報」をご利用ください。心からの祝福を3D
電報で！

■金沢市松島1-41
■TEL:076-269-8686 ■FAX:076-269-3330
■営業時間／24時間 ■定休日／なし
■URL:http://www.alsok-hokuriku.jp/

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX 076-223-0496

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2012年1月31日
案件名 ：シティマップ 野々市市市民便利帳
商品コード： 8JB14820A
割付番号 ：０１９
コード番号：０７６
顧客名称 ：有限会社高田商会

くらし・サービス 詳細MAP2図 B‐4

MADOショップは納得できる窓リフォームのお店です。窓についての不安や
疑問は何でもお聞かせ下さい。「安心」「納得」の窓リフォームでお客さまの
快適な暮らしを実施していきます。
住宅版エコポイント製品の取り扱いもしております。

■野々市市押野3-38
■TEL:076-246-0532 ■FAX:076-246-2257
■営業時間／9:00～18:00 ■定休日／第2・4土曜、日曜・祝日
■E-mail:takada@takadashokai.jp

あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX 076-223-0496

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2012年1月23日
案件名 ：シティマップ 野々市市市民便利帳
商品コード： 8JB14820A
割付番号 ：０２１
コード番号：０５８
顧客名称 ：有限会社ジョアン

パン製造・販売 詳細MAP4図 A‐5

お客さまの笑顔に逢いたくて!!

（有）ジョアン
フレッシュベイク野々市店

新鮮な原材料と、出来るかぎりの自家製具材にこだわっています。
お客さまに満足いただける商品、又、常に新しい商品をご提供できるよう試行錯誤の毎日です。

市制施行にともない新商品『のっティぷリン』も誕生しました。
スタッフ一同、試作に試作を重ね出来あがった野々市店のみの自信の一品です。ぜひ一度ご賞味ください。

■野々市市三納1-9
■TEL:076-246-7715 ■FAX:076-246-7710
■営業時間／7:00～19:30 ■定休日／月曜、第3火曜
■URL:http://www.freshbake-joan.com

あり（37台）

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX 076-223-0496

　手取川が生んだ肥沃なる扇状地、加賀平野。田園の広がる大きな扇に抱かれるように野々市市があります。霊峰白山
に源を持つ伏流水と七ヶ用水が大地をうるおし、農業先進地として多彩な生産活動が営まれています。一方、食品製造
業や繊維業など、豊かで上質な水を利用した産業の立地にもよく、「野」の恵みがまちなかにあふれています。金沢工
業大学と石川県立大学を市内に有し、充実した教育環境を誇る学園都市。また、住宅地・道路の整備も進展し、「市

い ち

」
の名の通り野々市はさまざまな人やモノ・情報が集い、賑わっています。「市

し

」となって新たに「一
い ち

」からスタートし
た野々市市。さらに都市機能の整備を図り、市民が豊かに快適に、心ふれあって暮らせるまちづくりを進めていきます。

2011年11月11日野々市市誕生！

　野々市市　愛と和の市民憲章

　地勢
　年間行事

　交通アクセス

　市オリジナルナンバープレート

　市章

　市キャラクター「のっティ」

（昭和 55 年 11 月 3 日制定）
　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。

1. 郷土を愛し、緑ゆたかな住みよいまちをつくりましょう。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

　野々市市は、石川県のほぼ中央に位置し、平坦な土地で北
東部を金沢市に、南西部を白山市にそれぞれ接しています。

　原動機付自転車・小型特殊自動車に付けるナンバープレー
ト。野々市の「Ｎ」をかたどった楕円形に、市花木「ツバキ」
をあしらった上品なデザインです。

野々市市役所まで
●北陸自動車道
　金沢西インターから
　車で 10 分
● JR 金沢駅から
　バスで 20 分
● JR 松任駅から
　バスで 15 分
● JR 野々市駅から
　シャトルバスで20分

■花と緑ののいち椿まつり
開催：3 月中旬
　毎春、市文化会館フォルテ
とその周辺施設は椿一色とな
り、椿を題材にした生け花や
盆栽、絵画、写真などの作品展示、花と緑の市、椿オリ
ジナル・ステージなどが開かれます。十の徳があるとさ
れる椿は、市花木にも指定されています。

■野々市じょんからまつり
開催：7 月下旬または 8 月上旬
　約 1000 年前、富樫氏が加
賀の国司だったころから始め
られ、身分のへだてなく皆が
一つの輪になって踊りあかしたと言われる「野々市じょ
んから」。現在は、富樫略史音頭として歌い継がれ、野々
市じょんからまつりでは盛大な踊りが催されています。

■秋祭り
開催：10 月中旬
　布市神社の秋祭りでは、明
治のころに始められたという

「豊年野菜みこし」が街中を
練り歩きます。この独特のみこしは、北陸では野々市だ
けに伝わるものです。また、５つの町内会では勇壮な獅
子舞が披露されます。

■ BIG APPLE in Nonoichi
開催：11 月下旬
　全国のジャズ愛好家にも知
れ渡る野々市発信のジャズイ
ベント。市で活動しているア
マチュアビッグバンド「ムーンライト JAZZ オーケス
トラ」をホストに、毎年ジャズの本場・ニューヨークか
らトップクラスのミュージシャンを招いています。

　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
日に制定されました。章は、平仮名
で “ のの ” を組み合わせて分銅を形
成し、市の融和発展を象徴した簡潔
清爽な意匠となっています。

　もともとは、平成 15 年に運行を始めたコミュニティバスの
キャラクター。そのかわいらしさが話題となり、平成 22 年か
ら市の公式キャラクターに。

いつのまにか野々市に住みついていた
不思議ないきもの「のっティ」。
野々市のことが好きで Twitter などを
通じて野々市の PR 活動をしています。
普段はのんびりしていますが、いたず
ら好きな一面も。
おいしいものが大好きな食いしん坊。
好きなもの：キウイフルーツ、ヤーコン

面積 13.56 平方キロメートル
（石川県の面積の 0.32%）

東西 4.5 キロメートル
南北 6.7 キロメートル

最高海抜 49.6 メートル

人口 51,885 人
平成 22 年 10 月 1 日現在（国勢調査）

人口密度  3,826.3 人／平方キロメートル
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