移動販売事業者に
車両購入費を補助します
【七尾市買い物弱者支援事業】
市が指定する買い物困難地区で
高齢者などに日常生活必需品を移
動販売する事業者に、車両購入･
改造経費を補助します。
■対象者 市内に本拠を置き営業
する法人または個人事業主
■応募要件 下記の要件の全てを
満たすこと
①平成23年度中に車両を購入
②指定地区への巡回移動販売
③高齢者･障害者が主な顧客
④食料品、日用品を必ず扱う
⑤高齢者など見守り活動に協力
⑥移動販売を５年以上継続
⑦その他募集要項に定める事項
■募集数 ２事業者（予定）
■補助金額 ２事業者補助総額
300万円（経費の１／２以内）
■申請締切 １月31日（火）
※詳細はお問い合わせください。
事業者説明会
■日時 1月12日（木）18：00〜
■場所 フォーラム七尾
福祉課 ☎53−8463

お知らせ
石川県ふぐ処理資格者
試験準備講習会開催
日々仕事に追われ勉強する機会
の少ないふぐ取扱者の皆さんに、
試験に向けての事前準備講習会を
行います。
■日時 ２月１日
（水）
実技 ９：00 〜 12：00
学科 13：00 〜 16：30
■場所 金沢勤労者プラザ
■受講料 23,000円
（テキスト代 含む）
■定員 30人程度
（先着順）
■その他 詳細はお問い合わせく
ださい。
（社）
石川県調理師会
☎076−261−0144

スポーツ推進委員を募集します！
スポーツに深い関心と理解があ
り、市民に対してボランティア精
神と熱意を持ってスポーツに関す
る指導・助言をできる人を募集し
ます。
■応募資格 18歳以上の市民
（学生不可）
■募集人数 若干名
■任期 平成24年４月１日〜
平成26年３月31日まで
■報酬 年額20,000円（予定）
■職務内容
月１回程度の定例会、学校・公
民館などからの依頼によるスポー
ツ行事の協力、市民の求めに応じ
たスポーツの実技指導、必要な知
識と技術を習得のための各種研修
会の参加
■申込期限 １月27日
（金）
※詳細は、七尾市ホームページを
ご覧ください。
生涯学習スポーツ課
☎53−3661

放送大学４月入学生を募集
働きながら学んで大学を卒業し
たい、
学びを楽しみたいなど、さま
ざまな職業の人が幅広い分野を、
１科目から学べる通信制の大学で
す。資料を無料で差し上げていま
す。
■申込期限 ２月29日(水)
大学説明会のお知らせ
初めて入学される人には、下記
のとおり説明会を開催します。
都合のよい日にご参加ください。
■日時
１月 14日（土）15日（日）
２月 ４日
（土） ５日（日）
18日（土）19日（日）
10：30 〜 12：00
■場所 石川学習センター
放送大学石川学習センター
☎076−246−4029

募

集

ビジマナ・ビジコミ習得講座
〜働くキミ・働きたいアナタの
「働く時のこれだけは！」〜
普段の仕事や就職の際に必要な
ビジネスマナーやコミュニケー
ション能力を身に付ける講座で
す。
■日時 １月16日（月）〜
19日（木）
10：00 〜 17：00
■場所 七尾商工会議所
■受講料 無料
■対象 35歳未満の就職希望者
■定員 10人（先着順）
■申込期限 １月13日
（金）
■持ち物 筆記用具
ジョブカフェ石川
能登サテライト ☎53−7070

第７回 市民バレーボール祭
■日時 ２月12日（日）９：00 〜
■場所 田鶴浜体育館
■参加費 4,000円
（１チーム）
■対象者 七尾市内に在住・勤務
・通学している人
■申込期限 ２月３日
（金）
■抽選日
２月８日（水）
19：30 〜
■その他 変則６人制
５号ボール使用ほか
七尾市バレーボール協会
作井☎090−5682−8403

広報ななお
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事業主の皆さんへ。給与支払報告書の提出はお早めに！
給与支払報告書の提出は１月31日
（火）
までに！
■対象者
平成23年中に給与などの支払いを受けた全ての人
臨時職員、パート、アルバイト、家族などの事業専従者、
年の途中で退職された人も含みます。
■提出期限 １月31日（火）（郵送も可）
■提出先
受給者の「住所」欄に記入した平成24年1月1日現在居住
する市町村
地方税申告もネットが便利！eLTAX（エルタックス）で提出できます
県 内 全 市 町 で 、 e LTA X に よ る 給 与 支 払 報 告 書 の 提 出 が 可 能 で す 。
eLTAXを利用すれば、オフィスなどからインターネット経由で給与支払
報告書を提出することができ、郵送や
窓口に出向く手間が省け大変便利です。
また、法人市民税と固定資産税
(償却資産)も電子申告が可能です。
※詳しくは、eLTAXホームページ（http://www.eltax.jp/）をご覧くださ
い。
従業員の住民税は特別徴収で！
地方税法及び市条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務
がある給与支払者は、従業員の個人住民税(市・県民税)も特別徴収を行
う義務があります。
七尾市では、平成25年度から所得税の源泉徴収義務がある給与支払者
を、原則として個人住民税の特別徴収義務者に指定する準備を進めてい
ます。
※特別徴収とは、給与支払者が従業員(納税義務者)の個人住民税を給与
から引き去りし、納税義務者に代わり市へ納めていただく制度です。
詳しくは、七尾市ホームページをご覧ください。
税務課市民税グループ ☎53−8412

もうすぐ確定申告の時期です。申告は忘れずに！
確定申告はe-Tax（イータックス）が便利です！
所得税の確定申告は、自宅でできるe-Taxをご利用ください。
～ご利用いただくメリット～
①所得税額から最高4,000円の控除
②添付書類の提出省略
③還付金がスピーディー
④24時間利用可能
e-Taxをご利用になる場合、電子証明書の取得など事前準備が必要で
す。詳しくは、e-Taxホームページ（http://www.e-tax.nta.go.jp/）を
ご覧ください。
公的年金を受給されている人へ
公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、かつ、公的年金等に
係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定
申告をする必要がなくなりました。
ただし、確定申告が必要のない場合であっても、住民税の申告は必要
です。
国

税

庁
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☎52−9336

税務課市民税グループ

☎53−8412

能登和倉万葉の里マラソン2012
Webサイトでの申込期限迫る！
フォトコンテスト開催
Webサイトでの申込締切迫る！
インターネット・携帯サイトエ
ントリーの申込期限が迫っていま
す。参加希望の人は、インター
ネット・携帯サイトエントリーか
らお早めにお申し込みください。
（※郵便振替の申し込みは終了し
ました）
■インターネット申込期限
１月９日（月）
フォトコンテスト開催
能登和倉万葉の里マラソン
2012におけるランナーの表情、
応援する人などを撮影したフォト
コンテス
トを開催
します。
■申込方法
詳細は大会ホームページをご覧
いただき、郵送または観光交流課
窓口まで提出してください。
■申込期限 ３月28日（水）
観光交流課 ☎53−8436

いしかわ食のてんこもりフェスタ
〜能登鍋が出展！！〜
今回は「里山里海の恵みが織り
なす食」がテーマです。石川県の
豊かな地域資源を活用した食
（ご
当地グルメ）により、食文化の魅力
向上を図ります。県内14のご当
地グルメ販売やステージイベン
ト、抽 選 会
などを実
施します。
皆さんの
ご来場を
お待ちしています。
■日時 ２月５日（日）
10：00 〜 16：00
■場所 石川県産業展示館３号館
■入場料 無料
いしかわ食のてんこもり
フェスタ実行委員会
（石川県地域振興課内）
☎076−225−1312

