詳細は の連絡先にお問い合わせください。

令和 2 年度七尾市職員採用試験

令和 3 年 4 月 1 日採用職員を募
集します。
■採用予定人数
職 種
採用予定人数
上級・中級・初級
土木
若干名
■申込期間
9 月 7 日㈪～25日㈮
■ 1 次試験(学科試験)
・日時 10月18日㈰
9 ：00～
・場所 七尾市役所
（事情により変更する
可能性があります）
■実施要項・申込書類の入手方法
①市ホームページからダウン
ロード
②秘書人事課(本庁 3 階)
③120円の返信用切手と角型 2 号

の封筒を同封して郵便で請求
※申し込み方法など、詳細は市
ホームページをご覧ください。
秘書人事課 ☎53-8465
〒926-8611 袖ケ江町イ部25番地

ぐるっとセブン
改正のお知らせ

10月 1 日から県道116号末吉七
尾線「直津町」バス停を直津営農
文化センター前に移設します。こ
れに伴い、一部のルート変更と時
刻変更を行います。ご理解の程、
よろしくお願いします。
※詳細は市ホームページをご確認
ください。
企画財政課 ☎53-1117

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。

マイナンバーカード
受け取り専用の休日窓口を
開設します

マイナンバーカード交付申請を
行った後、受け取りに来庁してい
ない人を対象に、休日窓口を設け
ます。
■日時 9 月13日㈰
9 ：00～12：00
■場所 ミナ.クル 2 階
■必要なもの
・交付通知書(はがき)
・本人確認書類
※顔写真付きは 1 点
顔写真無しは 2 点
・通知カード
※10月以降も第 2 ・ 3 日曜日のい
ずれかで窓口開設を予定してい
ます。日時は各月の広報ななお
でご確認ください。
市民課

☎53-8417

マイナンバーカード出張申請を
受け付けます(企業向け)

職場に市職員が出向き、マイナ
ンバーカードの交付申請を受け付
けます。企業単位( 5 人以上)での
申し込みとなります。詳細はお問
い合わせください。
市民課 ☎53-8417

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

市の人口
令和 2 年 7 月31日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世 帯 22,034世帯 （△12)
人 口 51,464人
（△85）
男
24,469人
（△39）
女
26,995人
（△46）
年齢別人口
0 ～ 20歳
7,712人
21 ～ 64歳 24,355人
65歳～
19,397人
転入
50人 転出
107人
出生
22人 死亡
52人
婚姻
11件 その他
2人

納税のお知らせ
国民健康保険税( 3 期)
納期限： 9 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。
石川県赤十字血液センター

検索

資格取得講習会(七尾会場)案内！
※新型コロナ感染状況により延期となる場合があります。

◆ 職長・安全衛生責任者教育

9/10 ・ 9/11

◆ 小型移動式クレーン運転技能講習 9/24～
◆ フォークリフト運転技能講習

10/2～

◆ 玉掛け技能講習

10/15～

◆ 高所作業車運転技能講習

11/6～

◆ 車両系建設機械運転技能講習

11/9～

★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
申込書など詳しくは当協会☝のホームページで！
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市のシンボル
菜の花

松

カモメ

ハチメ

詳細は の連絡先にお問い合わせください。

特定健診・がん検診の日程

体の状態を教えてくれる特定健診は、治療中の人も対象です。
特定健診のみ、11月30日まで市内医療機関で受診できます。会場ではがん検診も同時に実施しています。今
年度は特に密集を避けるため、予約が必要です。検診希望日の 2 週間前までに、がん検診申し込みはがきをポ
ストに投函してお申し込みください。(がん検診の受診票と予約票は、検診日の 3 ～ 4 日前ごろに届きます。)
※がん検診の検診日を 9 月22日(火・祝)に追加しました。
日
９月
月

10

18日㈮

会

場

能登島地区コミュニティセンター

22日(火・祝) 七尾サンライフプラザ（追加）
4 日㈰
中島健康福祉センターすこやか
8 日㈭

七尾サンライフプラザ

受付時間
8:30 ～ 10:00
13:00 ～ 14:00
8:30 ～ 10:00
8:30 ～ 10:00
8:30 ～ 10:00
13:00 ～ 14:00

特定
健診
●
－
－
●
●
－

胃 大腸 肺 前立腺 乳 子宮 肝炎
●
－
●
●
●
－

●
●
●
●
●
●

●
－
●
●
●
－

●
－
－
●
●
－

－
●
●
－
－
●

－
●
－
－
－
●

●
－
－
●
●
－

【注意 1 】10月 4 日㈰に実施予定のがん検診は、定員に達したため現在予約を受け付けておりません。特定健診

の受診のみ希望する人も混雑が予想されるので、七尾地区会場や医療機関での受診をお勧めします。
【注意 2 】会場名の七尾サンライフプラザは現在の「矢田郷地区コミュニティセンター」です。
健康推進課 ☎５３-３６２３

令和 3 年度コミュニティ助成
事業の募集を開始します

(一財)自治総合センターでは、
宝くじの受託事業収入を財源とし
て、地域の自治意識を高め、連帯
感を盛り上げるコミュニティ活動
に必要な備品などを整備する費用
の助成を行っています。
令和 3 年度事業の申請を希望す
るコミュニティ組織はお問い合わ
せください。
■申込期限 10月 5 日㈪
※提出書類などの詳細は、(一財)
自治総合センターホームページ
をご覧ください。
コミュニティ助成事業

企画財政課

検索

☎53-1117

裁判員裁判の実施状況を
紹介しています

裁判員制度はスタートから10年
以上が経過しました。裁判員を経
験した人の声や実施状況を紹介し
ています。詳細は裁判員制度ウェ
ブサイトをご覧ください。
裁判員制度

金沢地方裁判所総務課
☎076-262-3221
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介護のこと、一人で
抱えていませんか？

「どこに相談したらいいのか分
からない」「もう一人では限界」
など、毎日介護をしていると、い
ろいろな悩みやストレスを抱えて
しまうこともあるのではないで
しょうか。
一人で抱え込まずに小さなこと
でも気軽にご相談ください。地域
包括支援センターは、高齢者の健
康や介護、生活のことなどさまざ
まな困り事の総合相談窓口です。
■相談窓口
七尾市地域包括支援センター
(パトリア 3 階七尾市社会福祉
協議会内)
※相談は無料で、秘密は守られま
すのでご安心ください。
※電話や来所での相談、自宅への
訪問も行います。

予防接種や乳幼児健診は
予定通り受けましょう

予防接種や乳幼児健診は、お子
さんの健やかな成長のために一番
必要な時期に受ける必要がありま
す。特に、赤ちゃんの予防接種を
遅らせると免疫が作られる時期が
遅れ、重い感染症にかかる危険性
が高くなります。
新型コロナウイルス感染症への
不安があると思いますが、お子さ
んの健康が気になる時だからこ
そ、予防接種と乳幼児健診は遅ら
せず、予定通り受けましょう。
※厚生労働省ホームページ「遅ら
せないで！子どもの予防接種と
乳幼児健診」をご参照ください。

七尾市地域包括支援センター
☎53-5789(24時間対応)

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
■補助金額 上限200万円
■申込期限 10月22日㈭
■次回募集 11月上旬を予定
※審査会で事業計画を選考しま
す。応募する場合は、必ず事前
相談にお越しください。
商工観光課 ☎53-8565

事業者の皆さまへ
相談窓口を設置します

専門家による相談窓口「よろず
支援拠点」を市役所内に設置しま
す。
■対象 市内の事業者
■相談窓口の概要
経営上の困り事に対する助言、
助成金の申請方法の説明など
■場所
商工観光課(本庁 2 階)
■開設日
毎週火曜日、木曜日
9 ：00～17：00
※令和 3 年 3 月下旬まで(予定)
■費用 無料
■利用方法
電話でご予約ください。
■予約電話番号
☎57-5077(受け付けは火・木曜
日 9 ：00～17：00)
石川県よろず支援拠点
☎076-267-6711
商工観光課 ☎53-8565

健康推進課

検索

七尾市スタートアップ事業の募集

☎53-3624

令和 2 年度ひとり親世帯
臨時特別給付金のご案内

新型コロナウイルス感染症の影
響を受けたひとり親世帯を支援す
るため、給付金を支給します。
この給付金は全国一律の制度で
す。
■受給対象者
①ひとり親世帯で、公的年金受
給により児童扶養手当の支給
が全額停止した人
②ひとり親世帯で、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により
家計が急変し、児童扶養手当
の対象となる水準まで収入が
減少した人
■申込期限 令和 3 年 2 月26日㈮
※手続きには、別途書類の提出が
必要となります。詳細はお問い
合わせください。
子育て支援課

☎53-8445

令和元年度情報公開制度および
個人情報開示請求運用状況

■行政文書公開請求
①請求件数
31件
②取り下げ・請求却下件数
0件
③公開決定状況
・公開
20件
・一部公開
17件
・非公開
2件
・存否不明
0件
・不存在
12件
④審査請求
1件
■個人情報開示請求
①請求件数
108件
②取り下げ・請求却下件数
1件
③開示決定状況
・開示
89件
・一部開示
17件
・非開示
0件
・存否不明
0件
・不存在
1件
④審査請求
0件
広報広聴課 ☎53-8423

住宅を新築または購入した人
に定住促進住宅取得奨励金を
交付します

■対象者
金融機関から借り入れをして、
70㎡以上の住宅を新築、または
昭和56年 6 月 1 日以降に建築さ
れた中古住宅を購入した人。
■助成金額(各種加算)
【基本額】
・新築 上限30万円
・中古 上限10万円
【加算額】
・市内建築業者で施工
上限20万円(新築のみ)
・中学生以下の子 1 人につき
上限10万円
・市外からの転入
上限20万円
※所有権保存・移転登記完了から
3 カ月以内に申請が必要です。
都市建築課

☎53-8429

向陽タウンはまだ
分譲宅地好評発売中

■所在地
中島町浜田耕部
全38区画中残り 5 区画
■分譲価格・面積( 1 区画)
280万4,000円～284万3,000円
311㎡ (94坪)～316㎡ (95坪)
※向陽タウンはまだで新築すると
定住促進住宅取得奨励金に200
万円が加算されます。
都市建築課

☎53-8429

小型特殊自動車や原動機付自転車
の登録・名義変更・廃車の手続き

トラクターやコンバイン、耕運
機などの小型特殊自動車、125cc
以下の原動機付自転車を取得や処
分、譲渡したときは手続きが必要
です。登録内容に変更があった場
合は、早めにお手続きください。
税務課 ☎53-8412

七尾ごころ
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

10月 1 日～ 7 日は「公証週間」
無料公証相談所を開設します
大切な契約書や遺言などは公正
証書にしておくと安心です。
■日時
10月 1 日㈭、 2 日㈮、 5 日㈪～7日㈬
9 ：00 ～ 17：00
■場所 七尾公証役場
七尾公証役場 ☎52-6508

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 9 月17日㈭、10月22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。
副サポいしかわ

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

新型コロナウイルス感染症
対策に関する寄付のお礼
新型コロナウイルス感染症
対策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)
・浜建設株式会社
乾湿両用業務用集じん機
1台
アルコール手指消毒ミスト
500ml 40本
・矢田郷地区町会連合会
20万円
・田鶴浜ライオンズクラブ
空調機 1 台
・匿名
エタノール製剤15㎏ 14缶
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法律相談開催

■開催日
9 月17日㈭、24日㈭
10月 1 日㈭、 8 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

アイヌの人たちからの
さまざまな相談を受け付けます

(公財)人権教育啓発センターで
は、アイヌの人たちの悩みを受け
付けるフリーダイヤルを開設して
います。日常で困っていることや
嫌がらせ、差別など、何でもご相
談ください。
■相談専用フリーダイヤル
☎0120-771-208
■受付日時
月曜日～金曜日
(祝 日、12月29日～ 1 月 3 日 を
除く)
9 ：00～17：00
※相談は無料です。
※匿名でも構いません。
※秘密は厳守します。
(公財)人権教育啓発推進セン
ター ☎03-5777-1802

第 2 回里山里海フェスティバル
開催中止のお知らせ

10月17日㈯、18日㈰に能登歴史
公園[国分寺地区]で開催を予定し
ていた第 2 回里山里海フェスティ
バルは、新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、中止すること
となりました。
のと里山里海ミュージアム
☎57-5100

行政書士無料相談会を開催します

新型コロナウイルス感染症に関
する各種支援金や相続、遺言、各
種許可申請の手続きなどの相談を
受け付けます。
※別途持続化給付金などの申請支
援を事前予約制で受け付けてい
ます。詳細はお問い合わせくだ
さい。
【電話による無料相談会】
■日時
10月 2 日㈮～ 4 日㈰
10：00～16：00
☎076-268-9110
【面談による無料相談会】
■日時
10月 4 日㈰ 10：00～16：00
■場所
七尾市文化ホール１３会議室
※感染対策を徹底して開催しま
す。
石川県行政書士会
☎076-268-9555

水と空気とクリーンエネルギーと

9：30～15:30
〆切 10/9(金)

よりよい環境づくりを通じて
都市と街、人と暮らしに貢献を。
●中途採用募集中●
施工管理技士優遇 資格手当有
（就業時間9:00～17:30）

七尾市男女共同参画推進プラン
(第 3 次)では、政策などに男女双
方の意見が対等に反映されるよ
う、審議会などへの女性委員の登
用率を令和 2 年度までに40％とす
る目標を掲げています。
今年度は34. 2 ％でした。目標
には届きませんでしたが目標設定
時より 1 . 1 ％上昇しました。今
後も推進に取り組んでいきます。
総務課人権・男女共同参画室
☎53-1112

不用品活用銀行

■ゆずります
ボウリング球(13ポンド、紺色)、
ベビー用たんす(幅880mm×高
さ1,355mm×奥行き445mm)、
ドレッサー (椅子付)
■ゆずってください
大人用自転車、アコースティッ
クギター、七尾中学女子制服
(155cm、160cm)、七尾高等学
校女子制服(162cm)
※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

山びこ荘講座参加者募集
秋の里山ハイキング

荏原商事株式会社能登支店
七尾市本府中町二４０番地１
TEL 0767（57）5200

各種審議会などへの女性参画状況

(公社)七尾市シルバー人材センター

☎52-4680
(公社)石川県シルバー人材センター

☎076-222-4680 連合会
高齢者活躍人材確保育成事業

初秋の七尾城を満喫しましょ
う。昼食はバーベキューを楽しみ
ます。
■日時
10月18日㈰ 8 ：30 ～ 14：00
※少雨決行
■定員 25人
■参加費 2,500円
ふれあいセンター山びこ荘
☎57-0022

七尾市農業委員・七尾市農地利用
最適化推進委員が決まりました

市内農地の集積・集約化や遊休
農地の発生防止・解消に向けた活
動などに取り組んでいきます。
任期は令和 5 年 7 月31日までの
3 年間です。
【農業委員】
会長 坂井 助光
会長職務代理 木下 豊秋
・山本 正秋 ・萩原 俊彦
・長田 章
・大濱 昭
・花園 陽一 ・川上 伸
・辻 茂典
・加地 俊隆
・酒井 稔
・法京 廣照
・北谷 俊一 ・橋本 良子
・須﨑 昭夫 ・川島 五十二
・松中 功裕 ・坂本 良正
・寺井 英雄
【農地利用最適化推進委員】
・白山 博
・竹山 久雄
・中川 茂春 ・長谷川 勝
・前吉 俊明 ・伊豆 良一
・岩木 稔
・岩見 信秀
・西野 猛
・山田 清隆
・出村 光男 ・長田 善次郎
・福田 純也 ・石坂 竜太
・桜井 政慶 ・中畠 宗満
・細谷 明郎 ・村田 正明
・出島 祐治 ・道海 隆雄
・中山 博
・村瀨 峰行
農業委員会事務局 ☎53-8440

水道メーター検針員募集

未経験者歓迎です。研修がある
ので初めての人でも安心です。
■期間 10月から
■業務内容
水道メーターの検針と付随業務
(毎月 5 日～ 9 日の 5 日間)
■勤務地 中島町地内
■募集人数 若干名(65歳まで)
■給与
完全出来高制(検針件数による)
上下水道料金お客さまセンター
☎53-8431

9 月10日～ 16日は
「自殺予防週間」です

～誰も自殺に追い込まれることの
ない社会の実現を目指して～
かけがえのない命を守るため
に、一人一人が大切な人の心のサ
インを見逃さず「気付き」「傾聴」
「つなぎ」「見守る」ことが、自殺
予防につながります。保健師が心
の健康に関する相談などに応じて
います。ぜひご利用ください。

健康推進課

☎53-3623

運転免許証自主返納
支援補助金制度

市では条件を満たした人が運転
免許証を自主返納した場合、返納
後 1 年以内の申請により補助金が
交付されます。（ 1 人 1 回限り）
■対象者
次の①～③全てに該当する人
①市内に住所がある
②満70歳以上である
③全ての運転免許証を自主返納
した
■補助金額 1 万2,000円
■申請に必要なもの
・運転免許証取消通知書
・返納した運転免許証の写し
・はんこ(認め印可)
・振込先が分かるもの(通帳ま
たは通帳の写し)
■申請先
総務課(本庁 1 階)
■受付時間
月曜日～金曜日
8 ：30 ～ 17：15
※運転免許証返納に関することは
七尾警察署交通課(☎53-0110)
までお問い合わせください。
総務課

☎53-1111

七尾ごころ
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