
詳細は の連絡先にお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症の影響
による市税の徴収猶予の特例
　新型コロナウイルス感染症の影
響で、事業などの収入が前年と比
べて20％以上減少し、向こう半年
の間に納付が困難な場合は、 1 年
間市税の徴収の猶予を受けること
ができます。担保の提供は不要で、
延滞金は免除されます。
■対象市税
　納期限が令和 2 年 2 月 1 日から
　令和 3 年 1 月31日までの市税
■申込期限
　 6 月30日㈫または納期限のいず

れか遅い日まで
■提出書類
　申請書、収入や現預金などが分

かる資料
※詳細は市ホームページをご覧く

ださい。
税務課　☎53-8413

　　　　　　　　　　　　　　　

介護保険負担限度額認定の
更新時期です
　現在お持ちの負担限度額認定証
の有効期限は、 7 月31日㈮までで
す。 8 月からも引き続き利用を希
望する場合は、更新手続きが必要
です。
　負担限度額認定証をお持ちの人
には、更新用の申請書を 6 月中旬
に送付します。必要事項を記入し、
高齢者支援課(パトリア 3 階)へご
提出ください。
■提出期限　 7 月16日㈭

高齢者支援課　☎53-8451

新型コロナウイルスの感染状況
により、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。

全国一斉緊急地震速報訓練
　地震速報や津波警報などの緊急
情報をさまざまな手段でお知らせ
する、情報伝達訓練を実施します。
皆さまには、訓練合図時に自分が
いる場所で、地震の揺れから身を
守る「安全行動」をお願いします。
■日時　 6 月17日㈬　10：00
■情報伝達手段
　屋外スピーカー、防災ラジオなど

総務課防災対策室　☎53-6880

　　　　　　　　　　　　　　　

家屋調査にご協力ください
　令和 2 年中に完成した新増築家
屋や取り壊した家屋の調査を行っ
ています。この調査は令和 3 年度
の固定資産税・都市計画税の課税
の基礎となるものです。
　調査希望日や家屋の状況など、
下記までご連絡ください。調査の
ため係員が訪れた際は、立ち会い
などのご協力をお願いします。

税務課　☎53-8415

市の人口 　 　

令和 2 年 4 月30日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世　帯　22,071世帯　（　64)
人　口　51,654人　　（　22）
　男　　24,532人　　（　13）
　女　　27,122人　　（　 9）
年齢別人口
　 0 ～ 20歳　 7,828人
　21 ～ 64歳　24,439人
　65歳～　　 19,387人
転入 　223人　転出　 　155人
出生 　 19人　死亡 　　 70人
婚姻 　 11件　その他　 5人

納税のお知らせ 　 　

市・県民税( 1 期)
納期限： 6 月30日㈫

愛の献血 　 　

今月の献血はありません。

※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

◆アーク溶接特別教育 6/15・6/16

◆玉掛け技能講習 6/17・6/18・6/21

◆車両系建設機械運転技能講習 6/22～

◆高所作業車運転技能講習 6/24・6/28

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！

★労災・雇用保険の手続きは事業者の義務です！
　　事業主・ご家族・一人親方様の特別加入も　即手続きします。

(一社)七尾労働基準協会 ☎0767-52-5343

※新型コロナ感染状況により一部延期する場合があります。
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広報ななお「七尾ごころ」
広告募集

■発行部数　毎月22,100部
■サ　イ　ズ　縦55㎜×横55㎜
■掲載料金　黒　　 10,000円
　　　　　　カラー 20,000円
※申込書は市ホームページからダウンロードできます。

問　広報広聴課　☎53-1130



詳細は の連絡先にお問い合わせください。

市・県民税の納税通知書を
6月12日㈮に送付します
　市・県民税は、令和 2 年 1 月
1 日現在居住している市町村で、
前年中の収入に対して課税されま
す。通知が届いた人は、納税方法
を確認して納め忘れのないように
しましょう。
①納付書での納付

金融機関または税務課(ミナ.ク
ル 2 階)で納めてください。
②口座振替での納付

口座の残高確認をお願いします。
③年金からの引き落とし

年金支給月に年金から引き落と
されます。

※市税の納付は、口座振替が便利
です。市内の指定金融機関やゆ
うちょ銀行、税務課で手続きで
きます。
税務課　☎53-8412

高齢者用肺炎球菌ワクチンの定期
予防接種は 7月から始まります
　新型コロナウイルス感染症の拡
大を受け、安全確保のため接種開
始時期を 7 月に延期します。対象
者には 7 月上旬に接種券を送付し
ます。
■期間
　 7 月 1 日㈬～令和3年 3 月31日㈬
■対象

市内に住民票がある人で、次の
いずれかに該当し、接種を希望
する人。
※過去に接種したことがある人

は対象外です。
①令和 2 年度に65、70、75、80、

85、90、95、100歳になる人
②60歳以上65歳未満で、心臓、

腎臓、呼吸器の機能またはヒ
ト免疫不全ウイルスによる免
疫の機能に障害がある人

■費用　2,300円
　　　　(生活保護世帯は無料)

健康推進課　☎53-3624

国民健康保険
人間ドック受診費用助成
■受付開始日　 6 月17日㈬
■受診期限　12月31日㈭
■対象者
　次の①～④全てに該当する人

①昭和26年 4 月 1 日から昭和56
年 3 月31日生まれで、七尾市
国民健康保険加入している人

②国民健康保険税を完納してい
る世帯の人

③令和元年度にこの制度を利用
していない人

④令和 2 年度に特定健診を受け
ていない人

■申込方法
　申請書を記入し、郵送または保

険課窓口に持参
※申請書は市ホームページから

入手できます。郵送の場合は、
事前にご連絡ください。

■必要なもの
　・七尾市国民健康保険被保険者証
　・はんこ
　・特定健診受診券

保険課　☎53-8420
　〒926-0811
　御祓町 1 番地パトリア 3 階

　　　　　　　　　　　　　　　

自死遺族交流会(J交流会)
　自死遺族の人が寄り添い、お互
いに共感することで、心が安らぐ
時を過ごせる場を開催しています。
■日時
　奇数月の第 1 土曜日
　14：00～16：00

※新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため次回開催日は未
定です。事前にお問い合わせ
ください。

■場所　金沢市内
石川県こころの健康センター

　相談課　☎076-238-5750

受けよう！自分のための健康診断
　市では毎年、健康診断を実施しています。日程などは、 6 月中旬頃に
個人宛てに送付する、各種健康診断の案内でご確認ください。
※健診期間の変更がある場合は市ホームページなどでお知らせしますの

で、受診前にご確認ください。
■各種健康診断スケジュール(詳細は案内をご覧ください)

健診の種類 健診期間
医療機関 集団会場

がん検診
肝炎ウイルス検診
30歳代健診(国保) 7 月 1 日㈬～12月10日㈭
特定健診(国保)
長寿健診

7 月 1 日㈬～
11月30日㈪

歯科健診 7 月 1 日㈬～
11月30日㈪

【国民健康保険以外の健康保険組合に加入している人へ】
健康保険組合ごとに実施方法が違うため、不明な点は加入している健
康保険組合にお問い合わせください。

【後期高齢者医療制度に加入している人へ】
要介護 1 以上の要介護認定を受けている人で、長寿健診を希望する場
合は、受診券を発行しますのでご連絡ください。
健康推進課　☎53-3623

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市有地を先着順で売却します
■応募受付物件(土地)

物
件
番
号

所　在　地

登記地目
数量(㎡ )
売却価格
(円)

①
七尾市中島町
小牧カ
18番 1

宅地
332.59
1,070,000

②
七尾市万行町
35街区
4 番ほか 2 筆

宅地
465.00
10,200,000

③
七尾市万行町
35街区
25番

宅地
382.00
6,770,000

④
七尾市中島町
外乙
20番

田
1,635.17
1,970,000

⑤
七尾市能登島
祖母ケ浦町18
42番 1

雑種地
4,719.88
10,900,000

⑥ 七尾市富岡町
82番 6

宅地
122.18
2,550,000

⑦
七尾市中島町
中島31
99番18

宅地
714.25
3,790,000

⑧
七尾市中島町
中島31
99番42

宅地
933.84
5,420,000

⑨
七尾市中島町
中島31
99番43

宅地
218.29
1,420,000

※②、③は万行地区土地区画整理
　事業内の土地。
■受付期間
　 6 月15日㈪～12月21日㈪
■受付時間
　 8 ：30～17：15(閉庁日を除く)
■受付場所　監理課(本庁 1 階）

監理課　☎53-8747

児童手当現況届の提出は
6月末までに！
　現況届は児童手当の支給要件を
確認するためのものです。該当者
には現況届を送付しましたので、
必ず提出してください。未提出の
場合は、 6 月以降の児童手当は支
給されませんのでご注意ください。
■現況届の添付書類

【児童の住民登録地が市外の人】
　別居監護申立書

※別居監護申立書には、児童の
マイナンバー (12桁)の記入が
必要です。

※その他必要な添付書類の詳細
は、現況届に同封したお知ら
せをご確認ください。

■児童手当の振込日
年 3 回、指定の口座に支払いま
す(支払通知は送付しません)。

　・ 2 ～ 5 月分　 6 月10日㈬
　・ 6 ～ 9 月分　10月 9 日㈮
　・10～ 1 月分　 2 月10日㈬

子育て支援課　☎53-8445

　　　　　　　　　　　　　　　

市営住宅入居者を募集
■募集住宅(変更の可能性あり)
住宅 家賃(所得に応じて決定)

【七尾地区】
奥原 1 万100円～ 1 万9,800円
古府 1 万3,400円～ 3 万4,000円
和倉　1 万9,000円～ 4 万2,200円

【田鶴浜地区】
大津 1 万7,800円～ 4 万400円
相馬 2 万1,200円～ 4 万2,400円

【中島地区】
中島 1 万9,600円～ 4 万8,700円
代本 5 万1,400円～ 5 万4,000円

【能登島地区】
舘山 1 万8,200円～ 3 万8,400円
■注意事項
　・応募者多数の場合は抽選です。
　・入居時に家賃 3 カ月分の敷金
　　が必要です。
■申込期限　 6 月19日㈮

都市建築課　☎53-8429

植えてはいけない「ケシ」の花
家の周りに咲いていませんか
　ケシの仲間は、春から初夏にか
けて色鮮やかな美しい花を咲かせ
るものが多く、ガーデニングや切
り花として人気があります。
　しかし、ケシには法律で栽培が
禁止されているものがあります。植
えてはいけないケシを発見した場
合は、能登中部保健福祉センター
または警察署にご連絡ください。

※植えてはいけないケシは、葉が
　茎を巻き込んでいます。

能登中部保健福祉センター
　☎53-2482
　七尾警察署　☎53-0110

　　　　　　　　　　　　　　　

第79回七尾港まつり
中止のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため「第79回七尾港まつ
り」における下記のイベントは中
止となりました。御祓川大通りで
の露店の出店もありません。
■中止のイベント
　・ちびっこカーニバル
　・子どもちょうちん行列
　・七尾港ベイサイドミュージック
　・総踊り
　・北國花火七尾大会

商工観光課　☎53-8424
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

個人番号通知カード
廃止のお知らせ
　 5 月25日㈪から個人番号通知
カードは廃止となりました。これ
に伴い、通知カードの再交付がで
きなくなりました。

 

市民課　☎53-8417

　　　　　　　　　　　　　　　

不用品活用銀行
■ゆずります

学習机、小学生女児用学習デス
ク(椅子付き)、ドレッサー (椅
子付き)

■ゆずってください
男子小学校制服上下(140cm)、
七尾高校女子制服(162cm)、七
尾中学女子制服(160cm、155cm)、
大人用自転車、デジタル体重計

※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

税務署での面接相談は
事前予約をお願いします
　書類や事実関係を確認する必要
がある税務相談などで、税務署職
員との面接相談を希望する人は、
所轄税務署に電話で相談日時を予
約してください。
※所得税などの確定申告期やその

前後の期間( 1 月～ 3 月)の確定
申告書の作成や相談の事前予約
は受け付けておりません。

■七尾税務署の曜日指定相談
次の内容の相談は、 4 月から事
前予約が必要となりました。

　・相続税
　・贈与税
　・土地建築などの譲渡所得
■相談可能日
　毎週火曜日　※祝日は除く

七尾税務署　☎52-3381

　　　　　　　　　　　　　　　

消費者ホットライン188
「泣き寝入りはいやや(188)！」
　新型コロナウイルス感染症に便
乗した悪質商法や「製品を使って
けがをした」などの消費者トラブ
ルで困っていませんか。そんなと
きは一人で悩まず、全国共通の電
話番号188番(消費者ホットライ
ン)にご相談ください。七尾市消
費生活センターや、石川県消費生
活支援センターなどの消費生活相
談窓口へつながり、専門の相談員
がトラブル解決を支援します。

総務課人権・男女共同参画室
　(七尾市消費生活センター )
　☎53-1112

法律相談開催
■開催日
　 6 月11日㈭、18日㈭、25日㈭
　 7 月 2 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

　　　　　　　　　　　　　　　

地域密着型サービス
事業者募集
　介護保険事業計画に基づき、地
域に密着した介護サービスの基盤
整備を進めるため、整備事業者の
公募説明会を開催します。
■日時　 6 月19日㈮　13：30～
　　　　※要事前申し込み
■場所　パトリア 3 階会議室 3
■募集事業者　

定期巡回・随時対応型訪問介護
看護

■応募資格　法人であること
※詳細は市ホームページをご覧く

ださい。
高齢者支援課　☎53-8451

　　　　　　　　　　　　　　　

生ごみ処理機購入費助成
　市内に住所があり、電気生ごみ
処理機を購入した人を対象に、予
算の範囲内で費用を補助します。
■補助金額
　・購入価格(消費税込み)の 2 分
　　の 1 以内
　・年度内の限度額　 3 万円

環境課　☎53-8421

わくわく英会話
　コミュニケーションツールであ
る英語を楽しみながら学ぶ、初心
者のための英会話教室です。
■開催予定日

6 月23日㈫
7 月14日㈫、28日㈫
9 月15日㈫、29日㈫
10月13日㈫、27日㈫
11月10日㈫、24日㈫
12月 8 日㈫、22日㈫
1 月12日㈫、26日㈫
2 月 2 日㈫、16日㈫
3 月 9 日㈫、23日㈫

※日程を変更する場合があります
ので、申込時にご確認ください。

■時間  10：00～11：30
■場所　七尾商工会議所
■定員　20人(先着順)
■費用　 1 回500円

七尾市国際交流協会　☎53-8633

　　　　　　　　　　　　　　　

観光・イベント情報
なかのとりっぷ休止のお知らせ
　七尾市近隣市町の観光やイベン
トの情報を紹介するコーナー「な
かのとりっぷ」は、新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響に伴い、
しばらくの間休止します。

広報広聴課　☎53-1130

寄付のお礼
　新型コロナウイルス感染症拡
大防止に役立ててほしいと寄付
がありました。ありがとうござ
います。
■寄付をいただいた方のご芳名
　(敬称略)
　・七尾ライオンズクラブ
　　100万円
　・auショップ七尾
　　マスク 1 万枚
　・中村　拓朗
　　マスク3,000枚、消毒液ほか
　・SWS西日本(株)田鶴浜工場
　　マスク960枚

若者サポートステーションは働き
たい人を全力でサポートします
　「これまで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。気軽にご連絡ください。
■日時　 6 月16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

　　　　　　　　　　　　　　　

設備貸与制度のご案内
　中小企業が希望する設備を長
期・固定金利で割賦販売します。
充実した利子助成やワンストップ
サービスによる経営全般の支援
で、設備投資を全面的にサポート
します。
■対象企業　中小企業
■対象設備　機械設備など
■貸与限度額　100万円～ 1 億円
■利率

年 2.75%(県・市から0.5～2.75%
の利子助成あり)

■貸与期間　10年以内
(公財)石川県産業創出支援機構

　☎076-267-1174

県民一斉防災訓練
シェイクアウトいしかわ
　大地震が発生したとき、地震の
揺れから身を守るために、各自が
どう行動すればよいかを考える訓
練です。
　屋外スピーカーで流れる訓練開
始の合図に合わせて「しゃがむ、
隠れる、じっとする」といった安
全行動を約 1 分間取ってくださ
い。
■日時　 7 月 8 日㈬　11：00

総務課防災対策室　☎53-6880
　石川県危機対策課
　☎076-225-1482

　　　　　　　　　　　　　　　

夏の園芸教室
　簡単に管理できる多肉植物の寄
せ植えを作りましょう。
■日時　 7 月 5 日㈰
　　　　 9 ：30～13：00
■定員　20人
■参加費　2,500円(昼食付き)

ふれあいセンター山びこ荘
　☎57-0022

空き家・納屋の解体、マイホーム
の外構、カーポート、フェンス、
上下水道、設備、漏水など
お困りなことがございましたら
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

こんにちわ！ミヤシヤです！

☎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 消費者庁 消費者
ホットライン188
イメージキャラクター

「イヤヤン」
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