
詳細は の連絡先にお問い合わせください。

高齢者用肺炎球菌ワクチンの
定期予防接種はお済みですか？
　対象の人には個別に通知してい
ます。定期接種の対象となる人は
毎年度異なるため、この機会を逃
さないようにご注意ください。
■期限　 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
　　　　※生活保護世帯の人は
　　　　　無料です。
健康推進課　☎53-3624

　　　　　　　　　　　　　　　

事業所給与担当の皆さんへ
令和 2年分給与支払報告書の
提出は 2月 1日㈪までに
　給与支払報告書は、令和 3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

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。

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　 1月24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
市民課　☎53-8417

　　　　　　　　　　　　　　　

令和 3・ 4年度七尾市競争
入札参加資格審査申請（工
事・業務・物品）受付開始
■期間　 1月 4日㈪～29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。
詳細は、監理課窓口または市
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

市の人口 　 　

令和 2年11月30日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世　帯　22,005世帯　（△ 7)
人　口　51,220人　　（△56）
　男　　24,364人　　（△21）
　女　　26,856人　　（△35）
年齢別人口
　 0 ～ 20歳　 7,671人
　21 ～ 64歳　24,171人
　65歳～　　 19,378人
転入 　 66人　転出 　　79人
出生 　 24人　死亡 　　68人
婚姻 　 16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： 2月 1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

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

◆◆低低圧圧電電気気業業務務特特別別教教育育 1月22日

◆◆アアーークク溶溶接接特特別別教教育育 2月1～3日

◆◆ガガスス溶溶接接技技能能講講習習 2月9～10日

◆◆研研削削とといいしし((ググラライインンダダーー等等))特特別別教教育育 3月 3日

◆◆フフルルハハーーネネスス型型墜墜落落制制止止用用器器具具特特別別教教育育 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！！

★★一一人人親親方方様様のの労労災災特特別別加加入入　　即即手手続続ききししまますす！！

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

★★労労働働健健診診((22月月99日日羽羽咋咋、、22月月1199日日・・2222日日七七尾尾でで))実実施施ししまますす。。

令和 3年度償却資産(固定資産
税)の申告期限は 2月 1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、令和 3年 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には、
申告に必要な関係書類を12月下旬
に郵送しました。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

　　　　　　　　　　　　　　　

税務署から確定申告のお知らせ
■期間　 2月16日㈫～ 3月15日㈪
■時間　 9：00～16：00
　　　　(土・日、祝日を除く)
■場所　七尾税務署
※混雑回避のため入場整理券を配
布します。状況に応じ、来場を
後日に改めていただくようお願
いすることがあります。
※感染症対策のため、マスクの着
用、少人数での来場をお願いし
ます。
※還付申告書は 1月から受け付け
ています。
七尾税務署　☎52-3381(代表）

　　　　　　　　　　　　　　　

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

令和 3年度七尾市有料広告募集
　 4月から令和 4年 3月に掲載す
る七尾市有料広告を募集します。
【広報ななお】
・規格 ( 1 枠)縦55mm×横55mm
 ( 2 枠)縦112mm×横55mm
・掲載料(月額)

1 枠 白黒　　 1万円
カラー　 2万円

2枠 白黒　　 1万 8千円
カラー　 3万 6千円

※年間掲載は 5％引き
【市ホームページ】
・規格
縦60ピクセル×横120ピクセル

・掲載料(月額)　 1 枠 1 万円
【ケーブルテレビななお】
・掲載料(週額)
動画放送　 6千円～ 1万 2千円
文字放送　 5千円～ 1万円
※放送は 1週間単位とし、 1日 8
回( 1 週間に56回)自主放送番組
内で放送します。
■受付期間
　随時
※年間掲載を希望する場合は
　 1月19日㈫まで
■申込方法
申込書と原稿案を広報広聴課へ
提出してください。
※申込書は広報広聴課窓口で受
け取るか、市ホームページか
らダウンロードできます。詳
細は市ホームページをご覧く
ださい。

 七尾市有料広告 検索

広報広聴課　☎53-1130

　　　　　　　　　　　　　　　

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

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

土木  上級・中級・初級
 若干名

■申込期限　 1月15日㈮
■ 1 次試験(学科試験)
　・日時　 1月31日㈰　10：00～
　・場所　七尾市役所
■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

　　　　　　　　　　　　　　　

なかじまプロジェクト
市民公開講座
～新型コロナウイルス感染症パン
デミック・災害と認知症～
■日時　 2月 7日㈰  10：00開演
■場所　能登演劇堂
■講師
金沢大学脳老化・神経病態学　
教授　山田　正仁
金沢大学地球社会基盤学系交通
まちづくり研究室
准教授　藤生　慎
■費用　無料
■申込方法
QRコードを読み
取り、原則 3日前
までに専用サイト
から事前予約
※当日参加も受け付け可能
金沢大学脳老化・神経病態学
　(脳神経内科学)
　☎080-2964-6061
　健康推進課　☎53-3623
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

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

　　　　　　　　　　　　　　　

法律相談開催
■開催日
　 1月14日㈭、21日㈭、28日㈭
　 2月 4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

　　　　　　　　　　　　　　　

令和 3年 3月 1日から障害者の法
定雇用率が引き上げになります
　障害に関係なく、誰もが社会参
加できる「共生社会」実現の理念
の下、全ての事業主には、法定雇
用率以上の割合で障害者を雇用す
る義務があります。

法定雇用率
現　行 変更後

民間企業 2 . 2 % 2 . 3 %
※障害者 1人以上の雇用義務があ
る民間企業の従業員数が、現在
の45. 5 人以上から43. 5 人以上
に変更。
七尾公共職業安定所
　☎52-3255

石川県立七尾産業技術専門校
令和 3年度訓練生追加募集
■募集学科
　普通課程　生産設備保全科
　普通課程　自動車整備科
■応募資格
おおむね35歳以下で、高等学校
卒業または卒業見込みの人
■訓練期間
　生産設備保全科　 1年間
　自動車整備科　 2年間
■申込期限　 1月22日㈮
石川県立七尾産業技術専門校
　☎52-3159

　　　　　　　　　　　　　　　

石川県ふぐ処理資格者試験
準備講習会
■日時　 1月26日㈫
　　　　実技　 9：00～12：00
　　　　学科　13：00～17：00
■場所　金沢勤労者プラザ
■受講料　31,000円
　　　　　(テキスト代含む)
■定員　先着24人
■申込方法
　申込書に必要事項を記入し、受
　講料を添えて(公社)石川県調理
　師会宛てに送付
※申込書は(公社)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で入手
できます。

(公社)石川県調理師会
　☎076-236-2012

不要品活用銀行
■ゆずります
ボウリング球(13ポンド、紺色)、
自転車用チャイルドシート、ベ
ビー ベッド(幅100cm× 高 さ
110cm×奥行き68cm）、七尾高
校女子制服(155cm)、ゴルフ
シューズ(女性用22. 5 cm)
■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）、
アコースティックギター、七尾東
部中学校セカンドバッグ(赤)
※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
ボランティア募集
　令和 3年度ボランティアを募集
します。当館の活動に興味がある
人の参加をお待ちしています。
■対象　16歳以上
■応募条件
募集説明会(面談あり)に参加で
き、 1日もしくは半日の活動が
可能な人。
■活動期間
　 4月 1日～令和 4年 3月31日
■活動内容
　館内案内やイベント補助、資料
　整理などの軽作業
【募集説明会】
■日時
　① 2月20日㈯　14：00～15：30
　② 2月21日㈰　10：30～12：00
■場所
　のと里山里海ミュージアム
■申込方法　電話
■申込期限　 2月14日㈰
のと里山里海ミュージアム
　☎57-5100

富山県氷見市交流情報
氷見きときとファンクラブ
会員募集中
　氷見市を知り、訪れ、全国にそ
の魅力を発信していく「氷見きと
きとファンクラブ」の会員を募集
しています。
■対象　氷見市外在住の人
■会員特典(一例)
　・氷見市のイベント情報がメー
ルで届く

　・市内公共施設で入館料割引な
どの特典が受けられる

　・氷見の食を味わい、会員同士
で交流できるイベントへの参
加が可能になる

　・アプリ内で会員ポイントを貯
めてランクアップすると、懸
賞に応募できる( 2 月～ 3月
に懸賞募集予定)

■入会方法
スマートフォンで専用アプリを
ダウンロードし、会員情報を登
録して入会
※詳細は氷見市ホー
ムページでご確認
ください。

氷見市商工振興課
　☎0766-74-8089

令和 2年度七尾市女性のつどい
■日時　 2月 7日㈰
　　　　13：30～15：30
■場所　田鶴浜地区コミュニティ
　　　　センター
■対象 どなたでも(申し込み不要)
■入場料　無料
■講演会
「私が私で良かったと思える生き方」
　講師　川

かわ
村
むら
妙
みょう
慶
けい

スポーツ・文化課　☎53-3661

　　　　　　　　　　　　　　　

のと里山空港を
お得に利用しませんか？
　のと里山空港を利用して羽田空
港で乗り継ぎをすると、 1人当た
り9,000円が割引されます。
■対象期間
12月 1 日出発分から令和 3年 3
月31日帰着分まで
※割引を受けるには条件がありま
す。詳細はお問い合わせくださ
い。
のと里山空港利用促進同盟会　
　☎0768-26-2366

　　　　　　　　　　　　　　

山びこ荘講座参加者募集
レディーススキー教室
　女性を対象とした講座です。 1
人でも参加できます。丁寧な指導
で楽しく滑れます。
■日時　 2月 9日㈫
　　　　 8：45～15：00
■定員　20人
■参加費　4,000円(昼食付)
　　　　　※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

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14日㈭、 2月16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

　　　　　　　　　　　　　　　

ちょっとおしゃれな出張
カキ小屋in和倉温泉
　和倉温泉お祭り会館前にカキ小
屋を設置します。ぜひお越しくだ
さい。
※テントの中でも冷え込むことが
予想されますので、十分な防寒
対策を行ってください。
■日時
　 1月 9日㈯、16日㈯、23日㈯、
　30日㈯
　17：00～21：00
　(20：30ラストオーダー）
■場所　和倉温泉お祭り会館前
■定員( 2 部制)
　・17：00～　25人
　・19：00～　25人
　※要予約
■料金
　 1人4,000円(税込み)
※焼き牡蠣食べ放題(90分)＋
　 2品＋特典付き
※飲料代別

和倉温泉観光協会
☎62-1555

 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

 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

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。

水と空気とクリーンエネルギーと

●中途採用募集中●
施工管理技士優遇 資格手当有

（就業時間 :00～17:30）
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みんなで
食べに
来てね～♪


