不用品活用銀行

事業主の皆さんへ 給与支払報告書の提出はお早めに！
提出期限は１月31日㈭

ゆずります
お膳（中・小）、スーツケース（中・
小）、スニーカー（女性用・24.5㎝）、
革靴（男性用・24.5㎝）、ゴルフバッ
グ（黒）、 子ども服（女の子用80
～ 95㎝）
ゆずってください
自転車（22 ～ 26インチ）、布団干し
台、中学生用学生服（男子用・150
～ 160㎝）、学童野球練習着（上下・
白・150㎝）、
こたつ布団一式
※電気製品は取扱不可
※登録期限は６カ月
※交渉の成立・不成立は必ず環境
安全課までご連絡願います。
環境安全課 ☎53-8421

■対象者

平成24年中に給与などを支払ったすべての従業員
（パート、アルバイト、法人役員、退職者などを含む）
■提出先
従業員の平成25年１月１日現在居住する市町村
■提出方法 郵送、持参、インターネットによる電子申告
インターネットでも提出できます。
インターネット「eLTAX」（エルタックス）で給与支払報告書の提出
ができます。郵送や窓口に出向く手間が省け便利です。
※詳しくは「eLTAX ホームページ」をご覧ください。
※法人市民税と固定資産税(償却資産)の申告も「eLTAX」を利用できます。
従業員の個人住民税は特別徴収で！
特別徴収とは、事業主が従業員の個人住民税を給与から引き去りして
市へ納めていただく制度です。
所得税の源泉徴収義務がある事業主は、従業員の個人住民税の特別徴
収を行う義務があります。
税務課市民税グループ ☎53-8412

…

市長談話室
～市政への想いやアイデアを
お聞かせください～
まちづくりに関することや生活
環境に関することなど、前向きな
アイデアをお聞かせください。
■日時 １月22日㈫
15：00 ～ 17：00
■場所 田鶴浜市民センター
■日時 ２月12日㈫
15：00 ～ 17：00
■場所 七尾市役所
■申込期限 開催日の１週間前
※１組30分以内
※公務により中止になる場合が
あります。
広報広聴課 ☎53-8423

…

税務署からのお知らせ

確定申告はインターネットでの申告「e-Tax」が便利です！
自宅でできる「e-Tax」（イータックス）をご利用ください。
～利用した場合のメリット～
①所得税額から最高3,000円が控除
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
※詳しくは「e-Taxホームページ」をご覧ください。
税務署の申告相談会場の開設は２月１日（金）から！
■受付時間 ９：00 ～ 16：00まで
※会場の混雑状況から、終了時間前であっても受付を終了する場合
があります。
１月31日㈭以前に、確定申告の相談を希望する人は、税務署で相談す
ることができますが、限られた職員で対応していますので、お待ちいた
だく場合があります。
七尾税務署

☎52-9336

…

能登留学フォーラム
若者と共に育つ能登を目指して
■日時

１月19日㈯
13：30 ～ 16：30
■場所
七尾市役所
■内容
長期実践型インターン
シップの成果報告
■参加費 無料
七尾留学推進協議会
☎54-8866

確定申告は忘れずに！

…

石川県ふぐ処理資格者試験準備講習会
■日時

１月29日㈫

実技 ９：00 ～ 12：00
学科 13：00 ～ 16：30
■場所
金沢勤労者プラザ（金沢市北安江）
■受講料
23,000円（テキスト代含む）
■定員
30人程度
■申込期限 定員になり次第
■申込方法 ㈳石川県調理師会や石川県薬事衛生課、保健福祉センター
にある申込書を提出してください。
㈳石川県調理師会 ☎076-261-0144
広報ななお
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「能登の里山里海」を考え、そして感動へ！
～２月３日（日）
「能登の里山里海」シンポジウム・
加藤登紀子『能登の夢』コンサート開催！～
羽咋市

＊

ボランティア♥婚活in羽咋
チョコっとボランティア♥チョコっと婚活
［期 日］ ２月９日㈯ 13:00 ～ 16:00
［場 所］ コスモアイル羽咋（羽咋市鶴多町）
［対 象］ ボランティアに関心のある未婚女性（20 ～ 45歳）
［参加費］500円（女性）
［申込期限］１月23日㈬
※男性の募集は、羽咋市民
のみです。
羽咋市社会福祉協議会
☎0767-22-6231
志賀町

＊

冬の荒波に浮かぶ機具岩
～機具岩ライトアップ～

能登の夢オフィシャル

志賀町商工観光課

七尾市農林漁業功労賞・農林漁業奨励賞・
技能功労賞・技能奨励賞・技能特別賞受賞者

農林漁業功労賞
（敬称略）
安井博昭、中西金勝、山岸邦夫、西野勝一、野口一文、古木利一
農林漁業奨励賞
高利充、松田武

☎0767-32-9341

中能登町

＊

ふれあい中能登2013年コンサート
時］ ２月３日㈰ 13：30 ～
所］ ラピア鹿島 （中能登町井田）

中能登町生涯学習課

技能特別賞
天池合繊株式会社代表取締役社長 天池源受
農林水産課 ☎53-8422 産業振興課 ☎53-8565

☎76-1900

宝達志水町

…
＊

100人のオムレター
～オムライスに想いをのせて～
２月16日㈯ 10：00 ～ 15：00
さくらドーム21（宝達志水町子浦）
500円
２月13日㈬

手作りオムライスにメッ
セージを書いて、大切
な人へ届けませんか。
宝達志水町ふるさと振興室
NANAO 2013.1

技能功労賞
平敏春、川上哲男、西海良則、坂上清信、森正則、北谷久二
前沢和夫、菊次修、（故）野見重雄、越田直、下原正則、
松井伊知朗、竹田清美、三浦末子、杉田和行、道下清治、能美健二
鳥畑弘、米島勝、江守豊
技能奨励賞
吉岡日出刀、礒慶太郎、多村正則

中能登地域を中心とし
た中高校生吹奏楽部に
よる迫力の演奏をお届
けします。
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☎54-8888

…

冬の荒波の中に浮かぶ
ライトアップされた幻
想的な機具岩をご覧ください。

［日 時］
［場 所］
［参加費］
［申込期限］

検索

能登の夢プロジェクト実行委員会

［日時］
２月15日㈮まで
日没から22時
［場所］ 機具岩
（志賀町富来七海）

［日
［場

新聞などで最近よく目にする、世界農業遺産「能登の里山里海」。“分
かっているようで分かっていない”ことを一緒に考えませんか。里山里
海を守る取り組みの発表や小学生の環境学習発表も行います。
シンポジウム終了後、加藤登紀子コンサートがあります。「能登の里
山里海イメージソング」となることを目指し、俳優の故・森繁久彌さん
が作詞した『能登の夢』を、加藤登紀子さんが歌います。
【シンポジウム （無料） 13:00 ～ 15:00】
■場所 七尾サンライフプラザ 2階視聴覚室
■講師 石川県里山創成室長 渡邉 泰輔 氏
世界農業遺産・６次産業化推進総室 ☎53-8005
【コンサート 開場15:00 開演16:00 ～ 17:30】
■場所 七尾サンライフプラザ 大ホール
■料金 5,000円（ペア8,000円）、当日6,000円

☎0767-29-8250

水道メーターの検針にご協力を！

水道管凍結防止を！

①メーターボックスの上に駐車し
たり、物を置いたりしないでく
ださい。
②メーターボックスまわりの除草
や積雪時における除雪をお願い
します。
③飼い犬は、メーターボックスか
ら離してつないでください。
料金業務課 ☎53-8431

これから冬季を迎え気温が低く
なると、水道管が凍結して水が出
なくなるだけでなく、破損する恐
れがあります。
水道管の露出部分に保温材や布
を巻き、その上からビニールなど
を巻いて濡れないようにするな
ど、凍結防止に心がけましょう。
上下水道課 ☎53-8432

