
詳細は の連絡先にお問い合わせください。

平成31・32年度七尾市競争入札参
加資格審査申請（工事・業務・物
品）受け付け開始
■期間　 1 月 4 日㈮～ 1 月31日㈭
　受付期間以降の申請は受け付け
ませんので、ご注意ください。
　申請方法は、監理課または市
ホームページでご確認ください。
七尾市　入札 検索

監理課　☎53-1118

　　　　　　　　　　　　　　　

事業者の皆さんへ
決算・消費税軽減税率制度
説明会を開催
　事業所得などがある青色申告者
を対象に、決算方法や決算書作成
に関する説明会を開催します。
　また、10月 1 日から消費税と地
方消費税の税率が 8 ％から10％に
引き上げられるのと同時に、消費
税の軽減税率制度が導入されま
す。制度が円滑に実施されるよう
説明会を開催します。
■日時
　 1 月16日㈬　13：30～15：30
■場所
　七尾税務署 1 階共用会議室
■講師　北陸税理士会七尾支部
　　　　税理士　谷内　米一

七尾税務署　☎52-3381(代表)

確定申告が始まります
■期間　 2 月18日㈪～ 3 月15日㈮
※申告相談も 2 月18日㈪から受け

付けています。
■場所・時間
　・七尾税務署
　　 9 ：00～16：00
　　(土・日、祝日除く)
　・市役所本庁201会議室
　　 8 ：30～16：30

(土・日、祝日は 3 月10日㈰
のみ受け付け)

七尾税務署　☎52-3381(代表)
　税務課　☎53-8412

　　　　　　　　　　　　　　　

事業所給与担当の皆さんへ
平成30年分給与支払報告書
の提出は 1月31日㈭までに
　給与支払報告書は、平成31年度
市・県民税を計算する重要な資料
です。非正規職員を含む従業員全
員分を提出してください。
■提出先　税務課
■提出方法　郵送、持参、インター  
   ネット「eLTAX」（エルタックス）

税務課　☎53-8412

　　　　　　　　　　　　　　　

要介護認定高齢者の障害者控除
　介護保険制度の要介護認定を受
けている65歳以上の人(本人また
は扶養親族)は、障害者手帳がな
くても、申請によって所得税・住
民税の障害者控除を受けられる場
合があります。詳細はお問い合わ
せください。

高齢者支援課　☎53-8457

市の人口 　 　

平成30年11月30日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世　帯　22,172世帯　（  13)
人　口　53,020人　　（△ 29）
　男　　25,139人　　（△ 24）
　女　　27,881人　　（△ 5）
年齢別人口
　 0 ～ 20歳　 8,257人
　21 ～ 64歳　25,520人
　65歳～　　 19,243人
転入 121人　　転出 　104人
出生 　 23人　　死亡 　 69人
婚姻 　 13件

納税のお知らせ 　 　

市・県民税（ 4 期）
国民健康保険税（ 7 期）
納期限： 1 月31日㈭

愛の献血 　 　

今月の献血はありません。

献血の詳しい情報は

石川県赤十字血液センター 検索

市のシンボル 　 　

菜の花　　　　　　　　　 松

カモメ　　　　　　　 ハチメ

NANAO情報通
お知らせと募集
このコーナーは敬称を省略します

経営者、社長、役員の方へ

全棟構造設計
《構造計算専門店》

㈱西川総合建築／西川測量登記
七尾市能登島通町チ部２番地
TEL/FAX　0767-85-2752

【担当  西川剛志 080-1965-6748】

家の新築やリフォームでお悩みの方
病院、工場、事務所、店舗、住宅…
木の温もりある建物。可能性は無限大。

◆低圧電気業務特別教育 1月25日

◆ガス溶接技能講習 2月4～5日

◆アーク溶接特別教育 2月12～13日

◆研削といし(グラインダー等)特別教育 3月 7日

　　　　　　　　
　　　申込書など詳しくは当協会☝のホームページで！

★資格取得講習会(七尾会場)案内！

★一人親方様の労災特別加入　即手続きします！

(一社)七尾労働基準協会 ☎0767-52-5343

　★労働健診(2月18日羽咋、2月19～20日七尾)実施します。
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インターネットで
確定申告ができます
　インターネットの申告を利用す
ると税務署に行く手間が省け、確
定申告期間中は24時間いつでも利
用できます。不明な点は電話で質
問できるので安心です。申告する
人の 2 人に 1 人がインターネット
を利用し、うち94％が役に立った
と回答しています。
■手順 1　確定申告書等作成
　　　　　コーナーにアクセス

作成コーナー 検索

タブレット端末などを利用する
人はQRコードを読み取ってく
ださい。

■手順 2　画面の案内に従って
　　　　　金額などを入力
■手順 3　申告書を提出
　提出方法は 2 通りあります。

①e-Tax（インターネット）で
送信
※タブレット端末などからは

利用できません。
※マイナンバーカードなどの

電子証明書とICカードリー
ダーを準備する必要があり
ます。

②印刷して郵送などで提出
　プリンタがない場合はコンビ

ニエンスストアなどのプリン
トサービス（有料）を利用す
れば印刷できます。

※申告書の提出の都度、マイナ
ンバーの記載と本人確認書類
の提示または写しの添付が必
要です。

七尾税務署　☎52-3381(代表)

法律相談開催
■開催日・弁護士
　 1 月10日㈭　石川　宏一朗
　 1 月17日㈭　伊藤　円香　
　 1 月24日㈭　中上　勇輔
　 1 月31日㈭　犬塚　雅文
　 2 月 7 日㈭　乾　とも
■時間　13：30 ～ 16：00
■場所
　パトリア 5 階フォーラム七尾
■申込方法　相談日前日の17時ま
　　　　　　でに電話予約
■定員　 5 人（先着順）
■相談料　5,400円
※負担が困難な人で、法律援助資
力基準に該当する場合は無料。ク
レサラ相談は初回無料。

金沢弁護士会　☎076-221-0242

　　　　　　　　　　　　　　　

平成30年度高齢者いきいき入浴
補助券のご利用は 3月末までに
　高齢者の閉じこもり防止や健康
増進を図るため、入浴施設の利用
料を補助する入浴補助券を 5 月末
に郵送で配布しました。まだ券が
残っている人は、期限内にぜひお
使いください。
■対象者
　市内に住所がある70歳以上の人
　・要介護 3 以上の人と施設入所
　　者などは除く。
　・基準日は平成30年 4 月 1 日
■補助券　 1 枚200円、12枚つづり
■利用施設　

和倉温泉総湯、湯川温泉龍王閣、
ほっとらんどＮＡＮＡＯ、健康
増進センターアスロン、ひょっ
こり温泉島の湯、なかじま猿田
彦温泉いやしの湯、宝湯、山王
湯、弘法湯、弁天湯、ことぶき
湯

■使用期限　 3 月31日㈰
※本人のみ使用できます。不正使

用はしないでください。
※再発行はできません。

高齢者支援課　☎53-8463

認知症サポーター養成講座の
ご案内
　認知症サポーターは、認知症を
正しく理解し、認知症の人やその
家族を見守る応援者です。何か特
別なことをする決まりはなく、知
識を生かして生活の中で活動する
ことがサポーターの役割です。講
座を受講した人には、サポーター
の証であるオレンジリングが渡さ
れます。興味のある人はぜひお問
い合わせください。
■対象　市内町会、商店、学校な
　　　　どグループ単位
■日時・場所　随時開催予定
■申込用紙　高齢者支援課窓口で

受け取るか、市ホームページで
ダウンロードできます。

■申込方法　郵送、持参、ファクス
■申込期限　開催希望日の30日前
　　　　　　まで

高齢者支援課　☎53-8463

　　　　　　　　　　　　　　　

平成31年度償却資産（固定資産
税）の申告期限は 1月31日㈭
　固定資産税の課税対象である償
却資産（事業用資産）を市内に所
有している法人または個人の事業
者は、 1 月 1 日現在の所有状況の
申告をお願いします。
　前年度に申告した事業者は、12
月下旬に申告に必要な関係書類を
郵送しました。なお、新規事業者
には関係書類を郵送しますので、
ご連絡ください。

税務課　☎53-8415
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

休日当番薬局の土曜日当番
が終了します
　 1 月19日㈯をもって、休日当番
薬局の土曜日の対応が終了しま
す。土曜日に相談などをご希望の
場合は、かかりつけ薬局をご利用
ください。
　なお、日曜日と祝日、年末年始

（12月29日～ 1 月 3 日）の対応は
これまでどおり当番制で実施しま
す。

健康推進課　☎53-3624

　　　　　　　　　　　　　　　

ふるさと七尾をもっと
知ろう講座参加者募集
　ふるさと七尾の伝承料理を学び
ませんか。押しずし、かしわ(鶏肉)
のおつゆ、昆布巻き、いがらまん
じゅうを作ります（献立は変更と
なる場合があります）。
■日時　 2 月16日㈯
　　　　 9 ：30～13：00
■場所　高階地区コミュニティ
　　　　センター
■定員　24人（先着順）
■費用　500円
■持ち物　三角巾、エプロン、手
　　　　　拭き用タオル
■申込期限　 2 月 1 日㈮

市民のねがい推進協議会事務局
　（地域づくり支援課内）　
　☎53-8633

　　　　　　　　　　　　　　　

平成31年測量士・測量士補試験
■受付期間　
　 1 月 4 日㈮～ 1 月28日㈪
■試験日時　 5 月19日㈰
■会場　富山県ほか
※受験願書用紙などは 1 月 4 日㈮

から県内の土木総合事務所など
で配布します。
国土地理院総務部総務課試験登

　録係
　☎029-864-8214

市民のねがい子ども絵画
コンクール優秀作品決定
　小中学生の「市民のねがい-七
尾市民憲章-」に対する理解と関
心を高めるとともに、次世代を担
う子どもたちの健全な育成と豊か
な想像力が育まれることを目的に
開催しています。
■最優秀賞

　　【小学校低学年部門】

　　「ななおにかかる
　　　しあわせのわ」
朝日小学校 2 年　松岡　優衣

　　【小学校高学年部門】

「ぼくのふるさと～七尾～」
朝日小学校 6 年　松原　慶治

　　　【中学校部門】

「未来へむかって！
～古き歩みを誇りつつ～」
七尾東部中学校 3 年　高橋　愛果
地域づくり支援課

　☎53-8633

不用品活用銀行
■ゆずります
洋服たんす、ローテーブル、鏡台、
本棚（大・小）、食器棚、 1 人用
ソファ、紙オムツ（大人女性用）、
チャイルドシート
■ゆずってください
ペットサークル犬・猫用、獅子舞
子ども踊り子衣装、チャイルド
ゲート、小学生男女制服（130cm
～ 160cm）、等伯ポロシャツ（新
品）
※電気製品は取り扱いできません
※登録期限は 6 カ月です。
※次の場合、環境課に連絡が必要

です。
・交渉の成立・不成立。
・登録した品物を処分した。
・品物が不要になった。

環境課　☎53-8421

　　　　　　　　　　　　　　　

のと里山里海ミュージアム開館
記念シンポジウムを開催しました
　11月24日㈯に俳優の若村麻由美
さんとパティシエの辻口博啓さ
ん、金沢星稜大学教授の大森重宜
さん、七尾市文化財保護審議会委
員の木越祐馨さんを招いて「豊か
な能登の里山里海と、能登立国
1300年」をテーマに能登の里山里
海の歴史や自然、文化の魅力を
語っていただきました。
　このシンポジウムは全国モー
ターボート競走施行者協議会から
の拠出金を受けて実施しました。

のと里山里海ミュージアム　
　☎57-5100
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農業委員募集
　農業委員の欠員のため、農業に
関心のある人を募集します。
■応募資格
　農業に関する識見があり、農業

委員会が所管する事項の職務を
適切に行うことができる人。

■業務
　農地の権利移動の許認可や転用

許可に係る意見の決定。農業の
担い手への農地集積・集約化や
遊休農地の発生防止・解消。農
業者からの相談、助言など。（詳
細は七尾市農業委員会事務局ま
で）

■募集人数　 1 人（男女問わず）
■任期　平成31年 3 月25日～
　　　　平成32年 7 月23日
■報酬　市の規定によって支給
■申込方法
　個人からの推薦、団体からの推

薦、または自らによる応募。
　いずれの場合も申し込み用紙を

農林水産課に持参してくださ
い。様式は市ホームページから
ダウンロードできます。

■申込期限　 1 月28日㈪
農林水産課　☎53-5010

　七尾市農業委員会事務局
　☎53-8440

　　　　　　　　　　　　　　　

県内一斉司法書士・税理士に
よる相続無料相談会
　司法書士と税理士が遺産相続手
続きや相続税の申告、遺言作成の
無料相談を行います。
　秘密厳守、事前予約は不要です。
■日時　 1 月27日㈰
　面接相談　13：00 ～ 16：00
　電話相談　10：00 ～ 16：00
　☎076-291-0099
　※電話相談は県司法書士会につ　
　　ながります。通話料は有料。
■場所
　パトリア 5 階フォーラム七尾
　51・52会議室

石川県司法書士会　
　☎076-291-7070

石川県ふぐ処理資格者試験
準備講習会
■日時　 1 月29日㈫
　　　　 9 ：00～12：00　実技
　　　　13：00～17：00　学科
■場所　金沢勤労者プラザ
■費用　29,500円
　　　　(テキスト代含む)
■定員　先着26人
■申込方法

石川県調理師会や石川県薬事衛
生課、最寄りの保健福祉セン
ターにある申込書に必要事項を
記入し、受講料を添えて送付し
てください。
石川県調理師会　

　☎076-236-2012

　　　　　　　　　　　　　　　

福祉・介護の仕事セミナー＆
個別相談
　石川県福祉の仕事マッチングサ
ポートセンターは、ハローワーク
に出張し、福祉の仕事や資格取得、
職場体験などの相談に応じていま
す。
■日時　 1 月15日㈫、 2 月19日㈫
　　　　13：30～15：00
■場所　ハローワーク七尾
　他のハローワークでも出張相談
　を開設しています。
福サポいしかわ 出張相談 検索

石川県福祉の仕事マッチングサ
ポートセンター（福サポいしか
わ）☎076-234-1151

　　　　　　　　　　　　　　　

第28回石川県警察音楽隊定期演奏会
ふれあいコンサート2019
■日時　 2 月11日(月・祝)
　　　　12：30開場、13：30開演
■場所　本多の森ホール
　　　　(金沢市石引)
■内容　吹奏楽、ステージドリル 
　　　　演奏など
■入場料　無料

石川県警察本部広報室
　☎076-225-0110

のと里山里海ミュージアム
1月の体験イベントのご案内
■開催日　 1 月20日㈰
■内容
　【冬の遊び】
　10：00～12：00
　【冬の風物～かきもち作り～】
　14：00～16：00
　※要申し込み、定員20人。
　　材料費700円が必要です。

のと里山里海ミュージアム　
　☎57-5100

　　　　　　　　　　　　　　　

石川県立七尾産業技術専門校
平成31年度訓練生追加募集
■募集学科・訓練期間
　・普通課程生産設備保全科
　　 4 月 8 日～平成32年 3 月13日
　・普通課程自動車整備科
　　 4 月 8 日～平成33年 3 月15日
■応募資格

高等学校以上の卒業見込みの人
または卒業者(おおむね35歳以
下)

■申込期限　 1 月18日㈮
石川県立七尾産業技術専門校

　☎52-3159

　　　　　　　　　　　　　　　

うつ病家族教室
　うつ病の人により良い対応がで
きるよう、うつ病の知識や理解を
深めるための家族教室を実施しま
す。
■対象者

うつ病（そううつ病を含む）と
診断された人やうつ病と思われ
る人の家族など（当事者を除く）

■日時　 1 月31日㈭
　　　　13：30～15：00　講演会
　　　　15：00～16：00　交流会
■場所　能登中部保健福祉センター
　　　　 2 階ふれあいルーム
■費用　無料

能登中部保健福祉センター
　☎53-2482
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

羽咋市　道の駅のと千里浜
のどぐろ祭り

「のどぐろちゃんこ」
や「炙り寿司」の振
る舞いのほか、のど
ぐろを使ったピザや
炊き込みご飯、姿焼
きなどを限定販売します。

［日時］ 1 月26日㈯・27日㈰　 9 ：00 ～
［場所］ 道の駅のと千里浜（千里浜町）

道の駅のと千里浜　☎0767-22-3891

志賀町　
大漁起舟祭

鮮魚販売、大漁鍋、炉端コー
ナー、地元グルメ、島津悦
子歌謡ショー、甘エビ・か
す漬けセットなどが当たる
ガラポンを開催

［日時］ 2 月11日（月・祝）
　　 　10：00 ～ 15：30

［場所］ 富来漁港
　　　 （西海風戸）

志賀町祭実行委員会事務局
　☎0767-32-1111

中能登町　
中能登ふれあいコンサート2019

中能登中学校をはじ
めとした近隣の中学
校・高校の吹奏楽部
や一般の吹奏楽団に
よる演奏会です。
参加者全員による迫力の全体演奏も見どころ
の一つです。

［日時］ 2 月10日㈰　
　　　 12：30開場、13：00開演

［場所］ ラピア鹿島アイリスホール（入場無料）
生涯学習課　☎0767-76-1900

宝達志水町　
国指定重要文化財 喜多家

かやぶきの重厚な門
構えを残す表門や主
屋、道具倉などが説
明付きで見学できま
す。

［開館時間］ 9：00 ～ 16：45
　　　　　 （入館は16：00まで）
　　　　　 ※1 ～ 2 月中の入館は15:00まで

［場所］北川尻ラ1 - 1
［入場料］一般500円、小中学生200円
［休館］毎週火曜日（祝日の場合は翌日）

生涯学習課文化財室　☎0767-28-5180

長野県飯山市交流情報
第37回いいやま雪まつり開催！
　飯山市の冬の一大イベント「い
いやま雪まつり」。市民の人たち
が作った大型雪像は必見です。
■日時　 2 月 9 日㈯、10日㈰
■場所　飯山市城北グラウンド
　　　　（メイン会場）

いいやま雪まつり実行委員会　
　☎0269-62-0156

　　　　　　　　　　　　　　　

富山県氷見市交流情報
コーヒーとチョコレート展
　嗜好(しこう)品として広く親し
まれているコーヒーとチョコレー
ト。今回の展示は、その原料とな
る植物「コーヒーノキ」と「カカ
オノキ」や製品として私たちの手
に届くまでの過程を紹介します。
　また、試食や体験教室も予定し
ています。詳細はホームページや
フェイスブックをご覧ください。
■日時　 1 月11日㈮～ 3 月 3 日㈰
　　　　 9 ：00～16：30
　　　　(入園は16：00まで)
■場所　氷見市海浜植物園
　　　　 1 階メインホール
■入園料　大人200円　
　　　　　中学生以下無料
※年始は 4 日㈮から開館します。

氷見市海浜植物園
　☎0766-91-0100

第14回七尾市民ボウリング大会
参加者募集
■日時　 2 月17日㈰　10：00～
■場所　クァトロブーム鹿島
■ルールなど
　個人戦 1 人 3 ゲーム
　ハンディキャップ有り(年齢、
　性別、ハウスボール使用)
■対象　市民、市内企業に勤務す
　　　　る人
■費用　 1 人2,000円
　　　　小・中学生は 1 人1,500円
■申込方法　

クァトロブーム鹿島で申込用紙
に記入・提出

■申込期限　 2 月10日㈰
七尾市ボウリング協会(渡辺)

　☎53-1821

　　　　　　　　　　　　　　　

富山県高岡市交流情報
第33回日本海高岡なべ祭り
　高岡の伝統産業の技術で作った
直径 2 メートルの大鍋で、カニや
エビなどをはじめとする新鮮な魚
介類と野菜がふんだんに入った、
豪快な鍋が楽しめます。カニやカ
キなどの多彩な鍋も集う、日本海
側最大級のなべ祭りです。
■日時　 1 月12日㈯・13日㈰
■場所　高岡市中心市街地

日本海高岡なべ祭り実行委員会
　☎0766-20-0555
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