
詳細は の連絡先にお問い合わせください。

市営住宅入居者募集
■募集住宅
　・奥原住宅　・大津住宅
　・古府住宅　・相馬住宅
　・後畠住宅　・中島住宅
　・和倉住宅　・要貝住宅
　・万行住宅　・代本住宅
　・馬場住宅　・舘山住宅
※空きがない住宅には、待機者と

して応募することができます。
待機できる期間は令和 3 年 3 月
31日までです。

■注意事項
　・家賃は所得に応じて決まりま

す。( 1 万100円～ 5 万4,000円)
　・入居時の敷金は家賃 3 カ月分

です。
■申込期限　 4 月17日㈮
※入居資格の詳細はお問い合わせ

ください。
都市建築課　☎53-8429

　　　　　　　　　　　　　　　

令和 2 年度の国民年金保険料は
月額16,540円です
　国民年金保険料の納付は口座振
替が便利です。月々 50円割引きさ
れる早割制度や、現金納付より割
引額が多い前納制度もあります。
■口座振替の申込窓口

ご希望の金融機関、年金事務所、
年金・おくやみコーナー (ミ
ナ.クル 2 階)

■持ち物
　年金手帳、通帳、金融機関届出印

七尾年金事務所　☎53-6511
　年金・おくやみコーナー
　☎0120-770-372

新型コロナウイルスの感染拡大
防止のため、イベントや説明会
などが中止・変更となる場合が
あります。開催の有無など、詳
細は各問い合わせ先へご確認く
ださい。

公用車を売却します
■申込期限　 4 月15日㈬
■入札日　 4 月23日㈭
■入札場所　七尾市役所
■対象車両　送迎用ワゴン車 2 台
■公開期限　 4 月22日㈬
■公開場所　七尾市公用車駐車場

※車両を確認したい場合は、事前
　にご連絡ください。
※詳細はお問い合わせください。

監理課　☎53-1118

市の人口 　 　

令和 2 年 2 月29日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世　帯　22,065世帯　（△21)
人　口　51,959人　　（△75）
　男　　24,672人　　（△15）
　女　　27,287人　　（△60）
年齢別人口
　 0 ～ 20歳　 7,930人
　21 ～ 64歳　24,666人
　65歳～　　 19,363人
転入 　 83人　転出　 　118人
出生 　 20人　死亡 　　 60人
婚姻 　 21件

納税のお知らせ 　 　

固定資産税・都市計画税( 1 期)
納期限： 4 月30日㈭

愛の献血 　 　

4 月 9 日㈭
七尾市役所
9 ：45 ～ 12：00
13：00 ～ 16：00
※変更の場合があります。
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

◆職長・安全衛生責任者教育 55//1144・・  55//1155

◆フォークリフト運転技能講習 55//2211～～

◆小型移動式クレーン運転技能講習 55//2277・・55//2288・・55//3311

◆玉掛け技能講習 66//1177・・66//1188・・66//2211

　　　　　　　　

◆高所作業車・車両系(ユンボ等)運転資格講習 66月月実実施施

申込書など詳しくは当協会☝のホームページで！

資資格格取取得得講講習習会会((七七尾尾会会場場))案案内内！！

★★労労災災・・雇雇用用保保険険のの手手続続ききはは事事業業者者のの義義務務でですす！！
　　事業主・ご家族・一人親方様の特別加入も　即手続きします。

((一一社社))七七尾尾労労働働基基準準協協会会  ☎☎00776677--5522--55334433

◆ガス溶接5/25・5/26◆アーク溶接6/15・6/16

児童扶養手当が 4 月から増額
　2019年全国消費者物価指数が上
がったことにより、児童扶養手当
額が0.5％増額されます。
■手当の額

子ども 令和 2 年
3 月分まで

令和 2 年
4 月分から

1 人目 10,120円～
42,910円

10,180円～
43,160円

2 人目 5,070円～
10,140円

5,100円～
10,190円

3 人目
以降

3,040円～
6,080円

3,060円～
6,110円

【児童扶養手当とは】
ひとり親家庭などの生活安定と
自立促進、子どもの福祉増進を
図ることを目的に支給される手
当です。
子育て支援課　☎53-8445

　　　　　　　　　　　　　　　

子ども医療費助成制度
　18歳到達年度末までの子どもの
医療費を全額助成します。
■受付時間　平日 8 ：30～18：30
　※郵送での申請も可能です。
■必要なもの　
　・子の保険証(初回、変更、入

院時)
　・保護者名義の通帳(初回、変

更時)
　・領収書原本(診療月の翌月か

ら 1 年以内のもの)
　・申請する保護者の本人確認書

類
　・保護者とその配偶者のマイナ

ンバーカードやマイナンバー
通知カード(初回、変更時)

　※ 4 月から、子のマイナンバー
カードや通知カードは不要で
す。保護者やその配偶者も、
初回と変更時以外は不要で
す。

子育て支援課　☎53-8445
　〒926-0811　御祓町 1 番地

地域の子育て活動などを
支援します
■補助対象事業

1 事業あたりの参加(募集)人数
が10人以上見込まれる次のよう
な取り組み
①親や地域の子育て力向上のた

めの取り組み
　例：食育や発達発育などの研

修・学習会の開催
②子どもの成長を支えるための

取り組み
　例：遊び・学び・体験活動・

スポーツ・文化継承など
の機会提供、子どもを含
む多世代交流

③若い世代が結婚・出産・子育
てしやすい環境を作る取り組
みとして、市長が認めたもの

　　例：結婚支援
※自主的な取り組みと認められ

ない場合は、補助対象となり
ません。

　例：実質的に外部委託である
事業

■事業実施期間
　令和 3 年 3 月31日まで
■対象者・補助金額
　①町会、NPOなど市民が主体

的に運営している各種団体
(会則・予算・事業計画・会
員名簿などが必要)

　　年間最高20万円
　②市内に住所がある個人
　　年間最高10万円
■申込方法

申請書など必要書類を子育て支
援課へ持参
※申請書などは市ホームページ

か子育て支援課の窓口で入手
できます。

■申込期限　 5 月11日㈪
子育て支援課　☎53-8445

結婚して新生活を始める
2 人を応援します
　新居に入居する費用を助成しま
す。
■対象費用

物件購入費、民間賃貸住宅の賃
料や敷金、礼金、共益費、仲介
手数料、引越費用など

■補助額　最大30万円
■補助対象者
　次の全ての条件を満たす人

①令和 2 年 4 月 1 日以降に婚姻
届を提出し受理された夫婦

②婚姻届提出時点で、夫婦共に
34歳以下

③夫婦の合計所得額が340万円
未満

④夫婦共に市税などを完納して
いる

⑤他の公的住宅補助などを受け
ていない

子育て支援課　☎53-8445

　　　　　　　　　　　　　　　

縁結びをお手伝いします
　市が行う結婚相談で、皆さんの
出会いを応援します。
■相談日　毎週火曜日
　　　　　17：30～19：30
　※第 5 週火曜日と祝日は除く
■場所
　パトリア 5 階フォーラム七尾
　生活実習室
※結婚相談員は、(公財)いしかわ

結婚・子育て支援財団主催の「縁
結びist養成講座」を修了し、市
から結婚相談員として認定され
た人です。
子育て支援課　☎53-8445

　　　　　　　　　　　　　　　

令和 2 年度納税カレンダー
　市税の納期限を掲載した「納税
カレンダー」を配布しています。
■配布窓口
　税務課(ミナ.クル 2 階)
※納税通知書や市ホームページにも

掲載しますので、ご覧ください。
税務課　☎53-8413
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

令和 2 年国勢調査
調査員を募集します
　10月に実施される国勢調査の調
査員を募集しています。調査未経
験の人でも応募いただけます。

【国勢調査とは】
日本国内に住む全ての人と世帯
を対象とする国の最も重要な調
査です。国内の人口や世帯の実
態を明らかにするため、 5 年ご
とに実施しています。

■任命期間(予定)
　 8 月下旬～ 10月下旬
■仕事内容

担当する調査区の全世帯を訪問
し、調査の説明や調査書類の配
布・回収・審査などを行う。

■報酬
調査終了後に、受け持ち調査区
数により定められた報酬をお支
払いします。

■申込方法
5 月29日㈮までに、総務課へご
連絡ください。
総務課　☎53-1111

　　　　　　　　　　　　　　　

外来植物の防除にご協力ください
　例年、外来植物であるオオキン
ケイギクが市内で確認されていま
す。オオキンケイギクの種をまい
たり許可なく育てたりすることは
法律で禁止されています。自宅の
庭や畑に生えている場合は根ごと
刈り取ってください。
■特徴
　・草丈30～70㎝。
　・葉は細長く、両面に粗い毛が

ある。
　・花は 5 ～7月頃に咲き、鮮や

かな黄色、花びらの先には
4 ～5つのギザギザがある。

環境課　☎53-8421

マイナポイントを利用するには
手続きが必要です
　マイナンバーカードを活用した
消費活性化策「マイナポイント」
が 9 月から実施されます。
■利用するために必要なこと
　・マイナンバーカードの取得
　・マイキー IDの設定
　※パソコン(カードリーダーが

必 要)ま た は 公 的 個 人 認 証
サービス対応のスマートフォ
ンをお持ちの人は自分で設定
できます。市民課に設置して
あるパソコンでも設定できま
す。

■必要なもの
　・マイナンバーカード
　・設定した利用者証明用電子証
　　明書のパスワード( 4 桁)

国の総合フリーダイヤル
　☎0120-95-0178(無料)
　※音声ガイダンスに従って 5 番
　　を選択してください。
　総務課　☎53-1111
　市民課　☎53-8417

　　　　　　　　　　　　　　　

不用品活用銀行
■ゆずります

小学生女児用学習デスク(椅子
付)、スイングラック、オルガン、
電子ピアノ、大人用紙おむつM
サイズ 3 袋、尿パット 2 袋、女
性用冬服(160cm)

■ゆずってください
ベビーサークル、男子小学校制
服上下(140cm)

※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

七尾市指定ごみ袋
支給制度を見直します
　令和 2 年度から制度の見直しを
行います。対象世帯は、ごみの減
量化が困難な次の世帯です。対象
世帯には、 6 月以降に引き換え案
内はがきを送付します。
■新制度の対象世帯

①身体障害者(児童)で日常生活
用具として紙おむつの支給を
受けている世帯。

②特別児童扶養手当を受給して
いる世帯

③特別障害者手当を受給してい
る世帯

④福祉手当を受給している世帯
⑤要介護認定 3 以上を受け、紙

おむつを支給されている世帯
⑥満 2 歳に満たない乳幼児と生

計を同一にしている世帯
環境課　☎53-8421

　　　　　　　　　　　　　　　

のとキリシマツツジ
オープンガーデン2020
　 4 月下旬から 5 月中旬まで、輪
島市、珠洲市、穴水町、能登町の
72カ所と志賀町土田の郷で、のと
キリシマツツジがある個人の庭な
どが公開されます。
　花の見頃は 7 日～10日間と短い
ですが、満開になると遠くからも
存在が分かるほどに深紅に色づく
花びらが特徴的です。「能登の天
花」と称されるのとキリシマツツ
ジをぜひ見に来ませんか。

※庭の場所や開花情報(毎週 2 回
更新)は「うぇるかむ奥能登」
ホームページや道の駅などで配
布しているパンフレットでご確
認ください。
石川県奥能登総合事務所企画振
興課　☎0768-26-2303

電池抜き取りのお願い
　家庭から出たノートパソコンやタ
ブレット端末をななか中央埋立場
に直接持ち込んで処分する場合、
取り外し可能な電池(バッテリー )は
抜き取ってください。リサイクルの
際、パソコンなどに使用されるリチ
ウムイオン電池が原因となる火災
が増えています。抜き取った電池
は乾電池等の日に出してください。

環境課　☎53-8421

　　　　　　　　　　　　　　　

ペットボトルのラベルは
剥がしてください
　ペットボトルは、ふたを取り、ラ
ベルを剥がし、水ですすいでからご
みステーションや常時資源ごみ集
積所えーこ屋に出してください。

※ふた、ラベルは燃えるごみに出
してください。
環境課　☎53-8421

　　　　　　　　　　　　　　　

七尾の特産品開発を支援します！ 
 七尾の地域資源を生かした特産
品の開発や既存商品を改良し、新
たな販路拡大に取り組む事業者を
支援します。
■対象者

市内に事業所がある中小企業者
と個人事業者

■補助率
　対象経費の2 分の1 以内
■補助金額　上限50万円
■事前相談　5 月 8 日㈮まで
■申込期間　5 月18日㈪～
　　　　　　6 月 1 日㈪
※詳細はお問い合わせください。

商工観光課　☎53-8565

スタートアップ事業を募集します
　市内の空き店舗などで創業する
人に、事業の立ち上げに必要な経
費の一部を補助します。
■対象者

市内に居住し新たに事業を開始
する人

■対象業種
情報通信業、小売・卸売業、飲
食サービス業、宿泊業、製造・
加工業、医療、地域のコミュニ
ティを支える事業

■補助金額　上限200万円
■申込期限　6 月 5 日㈮必着
■次回募集　10月を予定
※審査会で事業計画を選考しま

す。応募する場合、必ず事前相
談にお越しください。

商工観光課　☎53-8565

　　　　　　　　　　　　　　　

空き家活用報奨金制度を
ご活用ください
　地域づくり協議会または町会が
市の空き家バンク制度などを活用
して、地域内の空き家に新たな入
居者が決まった場合、市から報奨
金をお支払いします。
■対象者

事前に協力団体として登録した
地域づくり協議会または町会

■報奨金額　10万円
※所有者への10万円の報奨金は

廃止になりました。
※協力団体への申し込み方法な

ど、詳細はお問い合わせくだ
さい。

商工観光課　☎53-8565

新型コロナウイルス感染症の
影響を受けた事業者の皆さまへ
　市では、経営に支障が生じてい
る事業者の皆さまに次の支援をし
ます。詳しい内容は、商工観光課
に問い合わせるか、市ホームペー
ジをご覧ください。

【信用保証料を補助します】
　融資を受ける場合に必要とな
る、信用保証協会への保証料を補
助します。
■対象

セーフティネット4 号、5 号、
危機関連の保証料

■補助金額
保証料の全額（運転資金の融資
2,000万円分が上限）

【融資の利子を補助します】
　日本政策金融公庫から新型コロ
ナウイルス関連の制度融資を受け
た場合に、利子を補助します。
■補助金額
　1 年分の利子（30万円が上限）

商工観光課　☎53-8565

　　　　　　　　　　　　　　　

若者サポートステーション
石川出張相談会
　「一度も働いたことがない」「働
くことに自信が持てない」などの
悩みを抱えている人とその家族を
対象に、相談会を開催します。
相談者に応じて、働くために何か
ら始めればいいかをサポートしま
す。お気軽にご連絡ください。
■日時　4 月21日㈫
　　　　13：00～16：30
■場所　ハローワーク七尾
■対象

15歳～49歳の働くことに悩みを
抱えている人とその家族

若者サポートステーション石川　
　☎076-235-3060
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

農業委員・農地利用最適化
推進委員募集
　 7 月23日をもって任期満了とな
る農業委員・農地利用最適化推進
委員を募集します。農業に関心の
ある人はぜひご応募ください。

【農業委員】
■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

■募集人数　19人(男女問わず)
■任期　 8 月 1 日㈯～
　　　　令和 5 年 7 月31日㈪
■報酬　市の規定により支給
■業務内容
　・農地の権利移動の許認可や転

用許可にかかる意見の決定
　・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
【農地利用最適化推進委員】
■応募資格
　農地利用の最適化推進に熱意と

識見があり担当する区域内で推
進活動ができる人

■募集人数　22人(区域ごとに募集)
■任期　 8 月 3 日㈪～
　　　　令和 5 年 7 月31日㈪
■報酬　市の規定により支給
■業務内容
　・農業委員と連携し、担当区域内

の遊休農地の発生防止・解消に
向けたパトロール

　・農業の担い手への農地集積など
の農地利用最適化の推進活動

【申込方法】
　 4 月23日㈭までに、農業委員は

農林水産課に、農地利用最適化
推進委員は農業委員会に申込用
紙を持参してください。(受付
時間は平日 8 ：30～17：15) 

※申込用紙はそれぞれの窓口か市
ホームページで入手できます。
農林水産課　☎53-5010

　七尾市農業委員会事務局
　☎53-8440

ゆーりんピック2020美術展
出品作品を募集します
　ゆーりんピック2020美術展は、
高齢者が創作した作品を展示する
ことで、文化活動を促進し、生き
がいづくりの高揚を図ります。
　テーマは自由で、60歳以上のア
マチュアの人ならどなたでも出品
できます。優秀な作品は全国健康
福祉祭に出品されます。
■出品点数
　 1 人 1 作品(出品者が創作した

未発表のもの)
■募集作品
　日本画・洋画・彫刻・工芸・書・

写真(規格など詳細はお問い合
わせください)

■展示期間　 5 月20日㈬～27日㈬
■展示場所
　石川県庁舎19階展望ロビー
■申込方法
　美術展出品申込書を高齢者支援

課へ提出
■申込期限　 4 月10日㈮

高齢者支援課　☎53-8463

　　　　　　　　　　　　　　　

手話奉仕員養成講座
(基礎編)受講者募集
　七尾市と中能登町にお住まいの
入門編修了者が対象の手話講座で
す。耳が不自由な人とのコミュニ
ケーションを楽しみましょう。
■日時　 5 月12日㈫～12月15日㈫
　　　　19：00～21：00
　　　　(毎週火曜日、全30回)
■場所　ラピア鹿島
■定員  20人(先着順)
■費用　6,300円(教材費)
　　　　※テキストは入門講座と
　　　　　同じものを使用します。
■申込期限　 5 月 7 日㈭
※入門編は 6 月19日㈮からパトリ

アにて開講予定です。詳細は広
報ななお 5 月号に掲載します。
福祉課　☎53-8464

はろうななおボランティア
ガイドを募集しています
　はろうななおは結成して今年で
26年目を迎えます。25人のガイド
が、年間 1 万人近くの観光客に市
内の名所の魅力を伝えています。
一緒に活動してくれる元気な人を
募集します！詳細はお問い合わせ
ください。
■ガイド地(一例)

七尾城址、一本杉通り、山の寺
寺院群、和倉七福神巡り、和倉
温泉お祭り会館など
七尾市観光ボランティアガイド

　はろうななお　☎53-8815

　　　　　　　　　　　　　　　

第17回花嫁のれん展
　結婚式当日、嫁ぎ先の仏間に掛
ける婚礼道具「花嫁のれん」。嫁
入りの際にのれんをくぐることが
幕末から続くとされる風習です。
　期間中は、商家・民家の屋内に
百数十枚もの花嫁のれんが展示さ
れます。
■期間
　 4 月29日(水･祝)～ 5 月10日㈰
　※最終日は17：00まで
■場所　一本杉通り 

撮影　奈良雄一
一本杉通り振興会事務局

　☎53-8743

法律相談開催
■開催日
　 4 月 9 日㈭、16日㈭、23日㈭
■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　5,500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

　　　　　　　　　　　　　　　

のと里山空港 4 月のイベント
～日曜のひととき、のと里山空港
で過ごしませんか～

【12日㈰】
■内容
　のっぴーグラス作り(限定50個)
　 4 月デザインは「お花見のっぴー」
■時間　10：00～12：00
　　　　13：00～15：00
■場所　のと里山空港 1 階
　　　　能登の旅情報センター
■参加費　無料

【26日㈰】
■内容
　おらが故郷お国自慢
　寛椿会による日本舞踊の演舞
■時間　14：00～
■場所　のと里山空港 2 階ロビー

のと里山空港賑わい創出実行委
員会　☎0768-26-2303

のとじま水族館
企画展「おもしろい生活を
する生きものたち」開催！
　ちょっと変わった習性や生態を
持つ生きものたちが大集合！
■期間　 4 月11日㈯～ 6 月28日㈰
■場所　本館企画展コーナー

のとじま水族館　☎84-1271

　　　　　　　　　　　　　　　

富山県氷見市交流情報
氷見市潮風ギャラリーを
一部リニューアル！
　氷見市潮風ギャラリー (藤子不
二雄Ⓐアートコレクション)の 2
階「まんがワークショップ」が「ミ
ラクルまんがアートコーナー」に
リニューアルしました。
　壁面に掛けられた不思議な仕掛
けのパネルを、カメラやスマート
フォンなどのフラッシュ機能を
使って撮影すると、キャラクター
が浮かび上がります。パネルは全
部で 5 種類。ぜひ、ミラクルな体
験をお楽しみください。
■時間　10：00～17：00
■入館料

大人200円(高校生以下無料、障
害者手帳をお持ちの人は無料)

■休館日　12月29～ 1 月 3 日
氷見市潮風ギャラリー

　☎0766-72-4800

羽咋市 市内周遊イベント
  「はくいクエスト」開催中！「はくいクエスト」開催中！

スマートフォンアプリ「ま
ちクエスト」を使って市内
の観光名所を回る、デジタ
ルクイズラリーを開催して
います。期間中にクイズに
答えてクエスト(課題)をク
リアしていきましょう。ク
エストクリア数が多いほど
豪華賞品に応募できます。
[期間] ８ 月３１日㈪まで
[参加用紙の配布場所] 道の駅のと千里浜など
※詳細は羽咋市ホームページをご覧ください。

商工観光課　☎0767-22-１１１８

志賀町
柴木公園の桜並木柴木公園の桜並木

柴木公園と於古川沿
い一帯に立ち並ぶ桜
並木。 4 月初旬から
中旬の間に見頃を迎
えます。

［場所] 柴木公園(高浜町)
まち整備課　☎0767-３2-１１１１

中能登町 第7回 中能登
トレジャートレイルランエントリー募集トレジャートレイルランエントリー募集

毎年全国から多くの
ラ ン ナ ー が 集 ま り、
自然豊かな里山を駆
け抜ける中能登トレ
ジャートレイルラン
の開催日が決定。今回もイベントが盛りだく
さんで、初心者から本格派の人まで楽しめる
大会です。

［開催日］ １１月 １ 日㈰
［エントリー期間］ 7 月３１日㈮まで
※詳細は大会公式ホームページをご覧ください。
 中能登トレラン 検索

企画課(鳥屋庁舎)　☎0767-74-2８06

宝達志水町　宝浪漫マラソン2020
ボランティアスタッフ募集ボランティアスタッフ募集

［開催日］ 9 月27日㈰
［活動時間］ 
　 6 ：３0～１4：３0頃
※係によって時間帯
　が異なります。
[応募資格] 中学生以上
[締切日] 7 月３１日㈮
※申し込み方法など、詳細は
 宝浪漫マラソン 検索

宝浪漫マラソン実行委員会
　☎0767-2８-4749

こんにちは。　　　　　　です。
マイホームの駐車場・カーポート・設備
上下水道工事・フェンス設置・漏水・解体
などなど、どこに頼んでいいのかわから
ない工事は、ミヤシヤにお任せください!!
まずは、ご相談ください。

☎0767-66-6063
090-4684-3379

〒929-2243
七尾市中島町河崎ハ12-1
　　　代表　 宮下　大

外構・カーポート・解体・設備etc

☎076-222-4680
石川県シルバー人材センター連合会(公社)

☎52-4680七尾市シルバー人材センター(公社)

シルバー会員が多分野で
活躍しています。

就業体験もできます

60歳以上のみなさん

お仕事してみませんか★

入会お待ちしています。

高齢者活躍人材確保育成事業

毎週水曜日相談員います(9:00～12:00)

シルバー人材センターで
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