
詳細は の連絡先にお問い合わせください。

マイナンバーカード
受け取り専用の休日窓口
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　12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
　　　顔写真なしは 2点
　・通知カード
市民課　☎53-8417

　　　　　　　　　　　　　　　

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
【田鶴浜地区】
大　津 1万7,800円～4万400円
【中島地区】
中　島 1万9,600円～4万8,700円
要　貝 2万3,800円～4万6,700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　12月18日㈮
都市建築課　☎53-8429

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。参加する際は、マスクの着
用など感染症対策にご協力をお
願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　

大規模小売店舗立地法に
おける届け出内容の公表
　大規模小売店舗立地法に基づ
く、パトリア、ミナ.クルの変更
届け出に関する説明会は、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により
開催が困難となりました。
　届け出内容は県ホームページに
掲載するとともに、パトリア施設
内に掲示します。
※この記事は、大規模小売店舗立
地法施行規則第13条第 2項第 1
号の規定により掲載していま
す。
■掲示期間
　令和 3年 2月26日㈮まで
■掲示場所
　パトリア 1階出入口
　 詳細はQRコード
　 を読み取り、県
　 ホームページを
　 ご確認ください。
企画財政課パトリア再生室
　☎57-5018

市の人口 　 　

令和 2年10月31日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世　帯　22,012世帯　（△ 8)
人　口　51,276人　　（△67）
　男　　24,385人　　（△24）
　女　　26,891人　　（△43）
年齢別人口
　 0 ～ 20歳　 7,670人
　21 ～ 64歳　24,214人
　65歳～　　 19,392人
転入 　 69人　転出 　　79人
出生 　 21人　死亡 　　78人
婚姻 　 7件

納税のお知らせ 　 　

固定資産税・都市計画税( 3 期)
国民健康保険税( 6 期)
納期限：令和 3年 1月 4日㈪

愛の献血 　 　

12月11日㈮
七尾市役所
9：45 ～ 16：00

※変更の場合があります。
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

NANAO情報通

◆低圧電気業務特別教育 1月22日

◆アーク溶接特別教育 2月1～3日

◆ガス溶接技能講習 2月9～10日

◆研削といし(グラインダー等)特別教育 3月 3日

◆フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 3月 4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9日羽咋、2月19～20日七尾にて)実施します。
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

認知症サポーター養成
ステップアップ講座受講者の募集
　認知症サポーター養成講座は、
認知症のことや認知症の人への望
ましい関わり方などを正しく理解
し、認知症の人やその家族を見守
る応援者を養成しています。
　ステップアップ講座は、サポー
ター養成講座で学んだことをさら
に深め、家庭や地域で生かしても
らうことを目的とした講座です。
■対象
これまでに認知症サポーター養
成講座を受講したことがある人
や関心のある人
■日時・場所
　①12月20日㈰　10：00～11：30
　　矢田郷地区コミュニティセン
　　ター第 1会議室
　②12月25日㈮　10：00～11：30
　　中島文化センター研修室 1
■定員　各回20人
■申込方法
12月18日㈮までに高齢者支援課
へ電話で申し込み

オレンジリングは
養成講座を修了した証です

高齢者支援課　☎53-8463

令和 3年版「石川県民手帳」
絶賛発売中！
石川県の過去 5年間の毎日の天

気や郷土の主な催し、自然と産業、
各市町の見どころなど県内の統計
情報が満載の使いやすい手帳です。
購入を希望する人は、以下の販売
場所でお早めにお求めください。
■価格　 1冊500円(税込み)
■市内販売場所
　・総務課(本庁 1階)
　・明文堂書店
　・コメリハードアンドグリーン
　・DCMカーマ
総務課国勢調査推進室
　☎58-3145

　　　　　　　　　　　　　　　

よろず支援拠点
事業者のための相談窓口
　経営の専門家が、事業に対する
悩みに無料でお応えします。
■相談内容
新型コロナウイルス関連の給付
金や助成金などの制度説明、経
営課題への助言など
■場所　商工観光課(本庁 2階)
■開設日時
　毎週火曜日、木曜日
9：00～12：00、13：00～17：00
商工観光課　☎53-8565
　よろず支援拠点　☎57-5077

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
12月15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

　　　　　　　　　　　　　　　

自死遺族交流会(J交流会)
　自死遺族の人が寄り添い、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　令和 3年 1月 9日㈯
　　　　14：00～16：00
■場所
金沢市内(会場はご連絡いただ
いた際に個別にお知らせします)
石川県こころの健康センター
　相談課　☎076-238-5750

令和 2年度七尾市文化賞・産業賞
受賞おめでとうございます
　本市の文化や産業の振興・発展
に顕著な功績を挙げられた方に贈
られます。
　11月 3 日(火・祝)に田鶴浜地区
コミュニティセンターで贈呈式を
行いました。
■七尾市文化賞(敬称略)
　山原　昌娃
山原きもの着付学院の学院長と
して、着付けを通し、日本の伝
統文化である着物の普及・発展
に貢献。一方で、当市のみなら
ず全国規模で、指導者の育成に
も注力されました。
■七尾市産業賞(敬称略)
　佐原　吉博
医師として、佐原外科医院を開
業。地域医療に取り組む中、七
尾市医師会長就任時に介護保険
制度の仕組み作りに奔走するな
ど、高齢者福祉事業の発展に貢
献されました。

秘書人事課　☎53-1110

　　　　　　　　　　　　　　　

12月は地球温暖化防止月間です
　地球温暖化を防止するために
は、一人一人が普段から、地球温
暖化対策につながる「クールチョ
イス(賢い選択)」を意識すること
が大切です。
　室温20℃を目安にした暖房器具
の温度設定や、自宅の照明を省エ
ネ性能の高いLED照明に変えるな
ど、未来の地球のために、できる
ことから始めてみませんか。
 COOL CHOICE 検索

環境課　☎53-8421

「男女共同参画社会づくり
4コマまんが・川柳」
「人権擁護に関する標語」
　最優秀作品が決定しました。
■各部門の最優秀賞
【 4コマまんが】
・小学生の部
　作品名「男女が協力」
　　山王小学校　福岡　朝陽
・中学生の部
　作品名「職業を選ぶ自由」
　　七尾中学校　奥田　心優
【川柳】
　それぞれの　個性を引き出し
　助け合い
　　田鶴浜高等学校　岸本　七海
【人権擁護に関する標語】
・小学生の部
SNS　見えない相手に　気配りを
　　天神山小学校　田渕　右京
・中学生の部
　人と人　つながる心　会話から
　　七尾中学校　塚林　千晶
総務課人権・男女共同参画室
　☎53-1112

　　　　　　　　　　　　　　　

令和 3年度用家庭ごみ
収集カレンダーの広告主募集
　毎年 4月に無料配布される家庭
ごみ収集カレンダーに、宣伝広告
を掲載しませんか。
■広告枠規格
　縦40mm×横77mm( 1 枠)
■掲載料金　10万円( 1 枠)
■募集枠数　 5枠
■募集期限　12月18日㈮
■応募方法
広告掲載申込書に記入の上、環
境課へ提出
※申し込み多数の場合は抽選とな
ります。
※申込書は、環境課窓口または市
ホームページから入手できます。
環境課　☎53-8421

新型コロナウイルス感染症
に伴う発熱などの相談先
　今冬はインフルエンザだけでな
く、新型コロナウイルス感染症に
も注意が必要です。
・発熱など風邪の症状がある人
は、かかりつけ医に電話で相談
しましょう。

・かかりつけ医がない場合は、石
川県発熱患者等受診相談セン
ター (☎0120-540-004)に電話し
てください。
　※土・日、祝日含め24時間対応
健康推進課　☎53-3624

　　　　　　　　　　　　　　　

市有地を一般競争入札で
売却します
■公売物件(土地)

付
　
号

所　在　地

登記地目
数量(㎡ )
最低売却
価格(円)

① 七尾市津向町
ト103番17

宅地
302.92
3,250,000

②
七尾市八田町
ソ55番
ほか 1筆

宅地
999.60
4,800,000

【説明会】※参加は任意
■日時　12月16日㈬　10：00 ～
■場所 市役所本庁 1階101会議室
■申込期限　12月14日㈪　17：00
【入札】
■日時　12月23日㈬
　　　　① 9：00　② 9：30
■場所 市役所本庁 1階101会議室
■申込期限　12月21日㈪　17：00

監理課　☎53-8747

年末年始の家庭ごみの持ち込み 
ごみの種類 持ち込み場所 12月 1 月

29日㈫ 30日㈬ 31日㈭ 1日(金・祝) 2 日㈯ 3 日㈰
①・燃えるごみ
・乾電池、蛍光管、空き
びん、鏡(一般家庭の
み)

ななかリサイクル
センター ○ ○ △ × × ×

②・埋立ごみ
　・金物類
　・小型家電

ななか中央埋立場 ○ ○ △ × × ×

③・新聞紙、雑誌等、
　　ダンボール、アルミ缶、
　　ペットボトル

常時資源ごみ
集積所えーこ屋 ×

■受付時間　○⇒ 9：00～16：00　△⇒ 9：00～12：00　×⇒休み
※場所、料金などは「家庭ごみ収集カレンダー」裏面でご確認ください。
①ななかリサイクルセンター　☎68-3200　　②ななか中央埋立場　☎53-5321　　③環境課　☎53-8421
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

道路の除雪にご理解とご協力を
①交通量の多い道路や通勤通学路
から、除雪作業を進めます。
②除雪の障害となりますので、路
上駐車はしないでください。
③屋根雪などは道路へ出さないで
ください。
④船に危険が伴うため、海に雪を
捨てないでください。
⑤除雪車が通った後、玄関先など
に残る雪は各家庭で処理をお願
いします。
⑥生活道路は、地域での除雪協力
をお願いします。
⑦道路交通確保のため、所有者へ
連絡せずに倒木処理を行うこと
があります。
■雪みちナビ
　石川県では、積雪・気温情報や
ライブカメラなどを提供する
「雪みちナビ」を開設していま
す。スマートフォンでも閲覧で
きますので、雪道走行の情報収
集にお役立てください。
■雪みちネットワーク路線
　大雪の時に優先的に除雪する
「雪みちネットワーク路線」を
設定しています。詳細は雪みち
ナビをご覧ください。

 雪みちナビ 検索

QRコードを読み
取ってサイトに
アクセスできます。

【市道】土木課　☎53-8425
 【国道249号・県道】
　　中能登土木総合事務所
　　☎52-5102
 【その他国道】
　　能登国道維持出張所
　　☎57-0778

第72回人権週間　
みんなで築こう　人権の世紀
～考えよう 相手の気持ち 未来へ
つなげよう 違いを認め合う心～
　12月 4 日㈮～ 10日㈭は人権週
間です。私たち一人一人はかけが
えのない存在です。お互いの個性
を尊重し、相手の気持ちになって
自分の言葉や行動を見つめ直して
みませんか。
　いじめや差別などで困っている
人は、一人で悩まず相談してくだ
さい。
【子どもの人権110番】
(☎0120-007-110　※通話料無料)
■日時
　月～金曜日　 8：30～17：15
【みんなの人権110番】
(☎0570-003-110　※有料)
■日時
　月～金曜日　 8：30～17：15

金沢地方法務局
　☎076-292-7810 

　　　　　　　　　　　　　　　

保育のしごと出張相談
in ハローワーク
　相談員(保育士経験者)が、保育
園などの現状を踏まえながら、業
務内容や働き方、復帰への不安な
どの相談に応じ、就職活動をサ
ポートします。保育士資格の有無
にかかわらず、ご相談ください。
　相談は無料、事前予約制です。
詳細はお問い合わせください。
■日時
　12月11日㈮　13：30～15：00
■場所　ハローワーク七尾
(福)石川県社会福祉協議会
　(福サポいしかわ)
　☎076-234-1151

不用品活用銀行
■ゆずります
ボウリング球(13ポンド、紺色)、
猫キャリーバック( 2 個)、自転
車チャイルドシート、ベビー
ベッド(幅100cm×高さ110cm
×奥行き68cm)、七尾高校女子
制服(155cm)、アコースティッ
クギター
■ゆずってください
折りたたみ自転車、丸テーブル
(直径60～70cm×高さ70cm)
※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
　　　　　　　　　　　　　　　

法律相談開催
■開催日
　12月10日㈭、17日㈭、24日㈭
　令和 3年 1月 7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
　　　　　　　　　　　　　　　

医師・歯科医師・薬剤師の皆さまへ
　今年は 2年に 1度の、現況届を
提出する年です。令和 2年12月31
日現在の状況の届け出をお願いし
ます。
※現在、その業務に従事していな
い場合(無職など)も対象となり
ます。
■提出期限　令和 3年 1月15日㈮
石川県能登中部保健福祉セン

　ター　☎53-2482

山びこ荘講座参加者募集
大人のスキー教室
　幅広い年齢層で、楽しく安全な
スキー体験をしましょう。
■日時　令和 3年 1月13日㈬
　　　　 8：45～15：00
■定員　20人
■参加費　4,000円(昼食付き)

※貸しスキーは別途
1,000円必要です。

ふれあいセンター山びこ荘
　☎57-0022

　　　　　　　　　　　　　　　

富山県氷見市交流情報
第 9回ひみぶりフェア
　氷見の冬の味覚といえば、寒ぶ
り。この季節に日本海を南下してく
る、脂がのったブリのおいしさは
格別です。
　ひみぶりフェアでは、各店独自
のぶり料理を味わえます。ぜひ、
この機会に氷見へお越しください。
■期間
　令和 3年 2月28日㈰まで
※ブリの水揚げがなくなり次第
終了

■場所
　氷見市内の飲食店・宿泊施設、
　ひみ番屋街　計29店
■キャンペーン
　参加店でぶり料理を食べて、会
員制交流サイト(SNS)で「#第
9回ひみぶりフェア」を付けて、
ひみぶりフェアのチラシと一緒
にぶり料理の写真を投稿しま
しょう！ (氷見市観光協会のア
カウントのフォローが必要で
す。)
　フェア終了後に抽選で、参加店
で使える食事券をプレゼントし
ます。
※フェア参加店やキャンペーン内
容など、詳細は氷見市観光協会
ポータルサイト「きときとひみ
どっとこむ」をご覧ください。

 きときとひみどっとこむ 検索

(一社)氷見市観光協会
　☎0766-74-5250

環境アセスメント縦覧情報
　手続き中の大型風力発電事業の
縦覧情報をお知らせしています。
期間や場所など、詳細は市ホーム
ページでご確認ください。
 七尾市環境アセスメント 検索

環境課　☎53-8421

　　　　　　　　　　　　　　　

肝臓に関する講演会のお知らせ
　ウイルス性肝炎(B型・C型)に
関する講演会と個別相談会を開催
します。興味や関心のある人は、
気軽にご参加ください。
■日時
　令和 3年 1月13日㈬　13：45～
　(受け付けは13：15～)
■場所
石川県能登中部保健福祉セン
ター 2階ふれあいルーム
■内容
　13：45～14：00
初回精密検査費用、定期検査費
用助成の紹介
　14：00～15：00
　講演会「知っておきたい肝臓の
はなし～ウイルス肝炎の治療に
ついて～(仮題)」
　講師　恵寿総合病院
　　　　内科科長　守護　晴彦
　15：00～16：00
　個別相談(要予約、先着順)
・希望する人は申し込みの際に
お伝えください。

・検査データやお薬手帳などが
ある人はご持参ください。
石川県能登中部保健福祉セン

　ター健康推進課　☎53-2482

第19回オーケストラ・
アンサンブル金沢七尾定期公演
■日時　令和 3年 1月17日㈰
　　　　13：30開場、14：00開演
■場所
　七尾市文化ホール大ホール
※託児ルームあり( 1 月12日ま
でにスポーツ・文化課へお申
し込みください)

■演目 モーツァルト：ヴァイオ
リン協奏曲第 5番「トル
コ風」、交響曲第40番ほか

■指揮　太田　弦
■ヴァイオリン 郷

ごう

古
こ

廉
すなお

■入場料
　・一般3,000円
　・高校生以下2,000円
　・車椅子・介助者席各2,000円
　※全席自由、当日は500円増し
■チケット販売窓口
スポーツ・文化課、七尾市文化
ホール(七尾市公共施設管理公
社)、ミヤコ音楽堂
スポーツ・文化課　☎53-8437

　　　　　　　　　　　　　　　

司法書士月イチ無料休日電話相談会
　司法書士が、新型コロナウイル
スに起因する法律相談にお応えし
ます。相続や遺言などに関するこ
とも、気軽にご相談ください。
■日時　毎月第 2日曜日
　　　　13：00～16：00
■電話番号　☎076-292-1088
※ウェブ相談は☎076-291-7070で
ご予約ください。
石川県司法書士会
　☎076-291-7070

 00円券を進呈！

 食事や、

　 買い物
に

 利用期間： ～2021年2月28日㈰まで

 本

                      　  で
「七尾プレミアム商品券」を使うと
 ,000円券 枚につき、
次回能登食祭市場全店で
ご利用できる

 登食祭市場　  0767-52-7071

2626七尾ごころ七尾ごころ2727 七尾ごころ七尾ごころ 2020.12 2020.12

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

人権イメージキャラクター
人KENまもる君　人KENあゆみちゃん


