
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　 2月14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

　　　　　　　　　　　　　　　

市の確定申告会場に
お越しの皆さまへ
■期間
　 2月16日㈫～ 3月15日㈪
※土・日、祝日は休み。 3月 7
日㈰は受け付けしています。

■場所　本庁 2階201会議室
■時間　 8：30～16：30
■注意事項
・来場の際は、マスクを着用
してください。入場時にアル
コール消毒と検温を実施しま
す。
・医療費控除を受ける際は、領
収書の代わりに医療費控除の
明細書の添付が必要です。医
療費通知をお持ちいただく
と、明細書の記入を簡略化で
きます。

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。

令和 3年 4月受診分から
子ども医療費の窓口無料化開始
　 3月下旬に郵送する「子ども医
療費受給資格者証」を医療機関の
窓口で提示することにより、窓口
での保険適用分の支払いが無料に
なります。
■対象
　市内に住民登録がある 0歳から
18歳(高校卒業まで)の子ども
※詳細は広報ななお 3月号に掲載
しますので、ご確認ください。
子育て支援課　☎53-8445

　　　　　　　　　　　　　　　

令和 3年度競争入札参加資格
(建設工事)の主観的事項の
審査資料を受け付けています
■受付期限　 2月26日㈮
■対象
　令和 3・ 4年度七尾市競争入札
参加資格審査申請書を提出した
市内Ⅰ・市内Ⅱの建設工事業者
※詳細は市ホームページに掲載し
ています。

 七尾市　入札 検索

監理課　☎53-1118

市の人口 　 　

令和 2年12月31日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世　帯　21,999世帯　（△ 6)
人　口　51,173人　　（△47）
　男　　24,336人　　（△28）
　女　　26,837人　　（△19）
年齢別人口
　 0 ～ 20歳　 7,664人
　21 ～ 64歳　24,164人
　65歳～　　 19,345人
転入 　 92人　転出 　　79人
出生 　 22人　死亡 　　84人
婚姻 　 12件　その他　 2人

納税のお知らせ 　 　

固定資産税・都市計画税( 4 期)
国民健康保険税( 8 期)
納期限： 3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

◆◆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

◆◆職職長長教教育育 5月開催

◆◆小小型型移移動動式式ククレレーーンン運運転転技技能能講講習習 5月開催

◆◆フフォォーーククリリフフトト運運転転技技能能講講習習 5月開催

　　　　　　　　
　　　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！！
新新型型ココロロナナ感感染染状状況況にによよりり延延期期ととななるる場場合合ががあありりまますす！！

★★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、、2222日日七七尾尾、、33月月1177日日和和倉倉
ににてて))実実施施ししまますす
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

オンライン申告はじめませんか
　確定申告会場の混雑を緩和する
ため、自宅などからのオンライン
(e-TaX)申告をお勧めしています。
※七尾税務署の申告会場への入場
には「入場整理券」が必要です。
整理券は会場で当日配布するほ
か、国税庁の無料通信アプリ
LINE(ライン)公式アカウントで
事前発行できます。

【マイナンバーカード方式】
■必要なもの
Ⓐインターネットに接続されて
いるパソコンとICカード
リーダライタ
Ⓑマイナンバーカードの読み取
りに対応しているスマート
フォン

■申告方法
ⒶまたはⒷを使い、マイナポー
タルサイトや国税庁ホームペー
ジ内の確定申告書等作成コー
ナーで申告書を作成・送信する。

【ID・パスワード方式】
■申告方法
税務署で発行するIDとパスワー
ドを使い、国税庁ホームページ
内の確定申告書等作成コーナー
で申告書を作成・送信する。
※IDとパスワードは、発行する
人の本人確認書類(免許証な
ど)を税務署に提示して発行。

七尾税務署　☎52-3381(代表)

ご存知ですか？建設リサイクル法
～家屋の解体などに適用されます～
　建設リサイクル法に基づき、再
生資材として利用できる特定の建
設廃棄物(コンクリートや木材、ア
スファルトなど)の分別とリサイクル
を積極的に推進しています。
　一般家屋の解体などを行う際
は、業者に適正な分別解体・再資
源化を促すなど、市民の皆さまも
建設リサイクル法の推進にご理解
とご協力をお願いします。
北陸地方建設副産物対策連絡協
　議会事務局　☎025-280-8880

　　　　　　　　　　　　　　　

おいしい野菜を作りませんか
市民農園の利用者を募集します。
■対象　市内在住で、野菜や花を

栽培してみたい人
■使用場所
　①古府ふれあい農園(古府町)
　　 1区画の広さ　32㎡
　　年間使用料 5,000円( 1 区画)
　②多根やまびこ農園(多根町)
　　 1区画の広さ　60㎡
　　年間使用料 6,000円( 1 区画)
■使用期間
　 4月 1日～令和4年 3月31日
■栽培禁止作物　植木、果樹
■募集期間　随時
農林水産課　☎53-8422

　　　　　　　　　　　　　　　

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 2年度コミュニティ助成事業

　(一財)自治総合センターでは、
宝くじの社会貢献広報事業とし
て、コミュニティ助成事業を行っ
ています。宝くじの受託事業収入
を財源として、自主防災組織が行
う地域の防災活動に必要な資機材
などの整備に対し、事業費を助成
するものです。
　横見町会地域福祉ネットワー
ク・自主防災組織が宝くじの助成
金で防災倉庫と発電機を整備しま
した。

総務課防災対策室　☎53-6880

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】
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　 2月19日㈮
都市建築課　☎53-8429

　　　　　　　　　　　　　　　

Jアラート
全国一斉情報伝達訓練の実施
　Jアラートは、地震や津波、武
力攻撃などの緊急情報を、国から
市町村へ人工衛星などを通じて瞬
時に伝えるシステムです。
　Jアラートからの緊急情報を、
さまざまな手段で市民の皆さんへ
お伝えするための情報伝達訓練を
実施します。
■日時　 2月17日㈬　11：00
■情報伝達手段
屋外スピーカー、防災ラジオ、
ラジオななおを選局した通常の
ラジオ、インフォメールななお　
など
■放送内容
「これはJアラートのテストで
す」× 3回

総務課防災対策室　☎53-6880

ごみのぽい捨て防止PRポスター
優秀作品が決定しました
　里山里海に囲まれた自然豊かな
美しいまちに、ごみのぽい捨てが
行われないよう、七尾市快適環境
づくり市民委員会が市内小中学校
からポスターを募集し、優秀作品
が決定しました。入賞した作品は、
ぽい捨て防止看板として市内に設
置されます。
■最優秀賞

【小学校低学年部門】

「しぜんを大切に！」
　天神山小学校 2年
　枝川　小夜さん

【小学校高学年部門】

「きれいな地球へ」
　小丸山小学校 6年
　松原　華乃音さん

【中学校部門】

　　 「ぽい捨てなしで
　　　きれいな町にしよう！」

　七尾中学校 1年
　出見世　夏光さん

環境課　☎53-8421

小さな掛け金･大きな補償
スポーツ安全保険にご加入を
　スポーツ安全保険は、アマチュ
アのスポーツや文化・ボランティ
ア活動などを行う 4人以上の団体
を対象とした、団体活動中や経路
往復中の傷害事故と賠償責任を負
う事故を補償します。
　団体員が安心して活動できるよ
うに作られた、営利を目的としな
い互助共済的な補償制度です。万
が一に備えて加入しましょう。
■加入区分・年間掛け金
　【子ども】(中学生以下)
　・団体活動全般
　　団体活動のみ 800円
　　個人活動を含む 1,450円
　【大人】(高校生以上)
　・文化・ボランティア・地域活
動など 800円

　・スポーツ活動(指導などを含む)
　　64歳以下 1,850円
　　65歳以上 1,200円
　【全年齢】
　・危険度の高いスポーツ活動
 1 万1,000円
■受付期間
3 月 1 日㈪～令和 4年 3月30日㈬

■保険期間
4 月 1 日㈭～令和 4年 3月31日㈭

※ 4月 1日以降の申し込みは、加
入手続き日の翌日から有効です。

 スポーツ安全保険 検索

(公財)スポーツ安全協会石川県
　支部　☎076-268-3100

　　　　　　　　　　　　　　　

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　 3月 6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

七尾プレミアム商品券2020の有効期限は 2月28日㈰です
【市民の皆さまへ】
　購入した七尾プレミアム商品券は全て使用
しましたか。商品券には有効期限があります。
使用しなかった商品券の返品や払い戻し、現
金化はできませんのでご注意ください。
■有効期限　 2月28日㈰
【取扱店舗の皆さまへ】
　店で受け取った商品券の換金の日程
は右のとおりです。 3月13日㈯以降は
換金できなくなりますのでご注意くだ
さい。
七尾プレミアム商品券2020コールセンター　☎0120-005-369
　商工観光課　☎53-8565

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

締め切り日 振込日
2月 9日㈫ 3月15日㈪
2月25日㈭ 3月30日㈫
3月12日㈮ 4月16日㈮
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

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

　　　　　　　　　　　　　　　

生活を豊かに！
暮らしに役立つふろしき講習会
　脱プラスチックが課題となる
中、何度もいろいろなものに使え
るふろしきは、エコで優れた日本
文化の一つです。かわいいバッグ
やティッシュボックスカバーに変
身でき、一升瓶や大きなボールな
ども包むことができます。ふろし
きの知恵を学び生活を豊かにしま
せんか。
■日時　 2月17日㈬　14：00 ～
■場所
　のと里山里海ミュージアム
■定員　20人(先着順)
■講師　ふろしき研究会会員
　　　　森山　典子
■申込方法　電話
■費用
　無料(ふろしき 1枚プレゼント)

七尾市快適環境づくり市民委員
　会(環境課内)　☎53-8421

中小企業退職金共済制度
(中退共)のご案内
　中小企業退職金共済制度は、中
小企業で働く従業員のために国が
サポートする退職金制度です。掛
け金の一部を国が助成し、全額非
課税で手数料はかかりません。
　パートタイマーの人や家族従業
員も加入でき、転職先でも退職金
引き継げる通算制度があります。
 中退共 検索

(独)勤労者退職金共済機構
　中小企業退職金共済事業本部
　☎03-6907-1234

　　　　　　　　　　　　　　　

林業退職金共済制度
(林退共)のご案内
　林退共は昭和57年に国が作っ
た、林業界で働く人のための退職
金制度です。退職金は雇用事業主
が変わっても企業間で通算され、
従事者が林業界をやめたときに林
退共から退職金が支払われます。
　事業主の皆さまには、手帳を所
持している従事者が林業界を引退
するときに、退職金の請求を忘れ
ないよう指導をお願いします。
※詳細は最寄りの支部または本部
にお問い合わせください。
(独)勤労者退職金共済機構
　林業退職金共済事業本部
　☎03-6731-2889
　林業退職金共済事業石川県支部
　(石川県森林組合連合会)
　☎076-237-0121

長野県飯山市交流情報
レストランかまくら村
　豊富な積雪量を誇る飯山市信濃
平地区に、今年も期間限定で「か
まくら」が出現します。
　地元食材をふんだんに使った名
物「のろし鍋」をご堪能ください。
■期間　 2月28日㈰まで
■場所　飯山市信濃平地区
※詳細はお問い合わせください。
 レストランかまくら村 検索

(一社)信州いいやま観光局
　☎0269-62-3133
　(受付は平日 8：30 ～ 17：15)

　　　　　　　　　　　　　　　

作業専門官募集
　金沢刑務所で被収容者に対する
作業教育や職業訓練の指導、作業
の安全衛生・企画などの業務に従
事する作業専門官を募集します。
■応募資格
①日本国籍がある人
②国家公務員法第38条に該当し
ない人
③公募職種に関連する職業能力
開発促進法に定める技能士で
ある人
④公募職種に関連する職業訓練
指導員免許を持っている人

■職種・採用人数
　洋裁、金属・機械　 1人
■申込期限　 3月31日㈬
※申込方法など、詳細はお問い合
　わせください。
金沢刑務所庶務課
　☎076-231-4291

能登和倉万葉の里マラソン2021
中止のお知らせ
　例年 3月に開催している「能登
和倉万葉の里マラソン」は、新型
コロナウイルス感染拡大防止のた
め中止となりました。
　開催に合わせて実施している、
交通規制やイベント広場の開設も
ありません。
能登和倉万葉の里マラソン大会
　組織委員会事務局　☎53-8424

　　　　　　　　　　　　　　　

なないろカフェ
　認知症の人やその家族、認知症
のことが気になっている人など、
みんなで集まって認知症のことを
語り合える寄り合いの場です。初
めての人も歓迎です。
■日時　 2月20日㈯
　　　　10：00～11：30
■場所　寄り合い処みそぎ
■テーマ「認知症とくすり」
■講師　日本調剤小丸山薬局　
　　　　薬剤師　横山　裕俊
■参加費　200円
七尾市地域包括支援センター
　☎53-5789

　　　　　　　　　　　　　　　

法律相談開催
■開催日
　 2月18日㈭、25日㈭
　 3月 4日㈭、11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

マイナンバーカード
交付申請書の再送付
　令和 2年12月から 3月にかけ
て、マイナンバーカード未取得者
にQRコード付きの交付申請書を
国から順次発送しています。
　この機会にマイナンバーカード
を取得しませんか。
※次のいずれかに該当する人に
は、別の案内を送付しています。
ご不明な点はお問い合わせくだ
さい。
　・令和 2年10月31日時点で75歳
以上の人

　・出生などで、令和 2年度中に
申請書が添付された個人番号
通知書の送付を受けた人

　・中長期在留者など、地方出入
国在留管理局でマイナンバー
カードの交付申請などについ
て周知が行われている人

市民課　☎53-8417

　　　　　　　　　　　　　　　

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、七
尾高校女子制服(155cm)、ゴル
フシューズ(女性用22. 5 cm)、
ゴルフハーフセット(女性用)、
システムベッド(パイプ製)
■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)、
七尾東部中学校セカンドバッグ
(赤)、ダイニングテーブル用椅
子( 4 脚)、アコースティックギ
ター
※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

国民年金前納割引制度(口座振
替前納)を知っていますか？
　国民年金保険料の納付は、口座
振替での前納・早割が便利でお得
です。
　令和 3年度に、 2年分・1年分・
6カ月分の前納を希望する人は、
国民年金保険料口座振替納付(変
更)申出書を提出してください。
当月末振替(早割)を希望する人
は、随時受け付け可能です。
■申込先
　口座振替を行う口座がある金融
　機関、年金事務所
■持ち物
基礎年金番号が分かるもの(年
金手帳など)、通帳、金融機関
への届け出印
■申込期限　 2月26日㈮
七尾年金事務所　☎53-6511

　　　　　　　　　　　　　　　

エレクトーンとオペラ歌手たち
による午後のコンサート
■日時　 2月20日㈯
　　　　14：30開場　15：30開演
■場所　田鶴浜地区コミュニティ
　　　　センター　ホール
■出演
　・ソプラノ　　　石川　公美
　・メゾソプラノ　鳥木　弥生
　・テノール　　　村上　公太
　・バリトン　　　原田　勇雅
　・バス　　　　　森　　雅史
　・エレクトーン　清水　のりこ
■演奏予定曲
オペラ「カルメン」よりバハネ
ラ、日本歌謡「早春賦」「花」、 「ア
ヴェマリア」「マイウェイ」他 
■定員　160人
■入場料　2,000円
　　　　　※全席自由席
■チケット販売窓口
　七尾市文化協会(☎53-0596)
鳥木　順子　☎090-6277-2148

ふろしきティッシュカバー

 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

 尾市　様

抽選で５０名さまに

「りくこ」のマスクケース

をプレゼント  

 acebook 

「いいね！」してね。

北陸電力 七尾支店

 ェック   

【お問合せ先】

北陸電力㈱七尾支店総務担当

☎ 0767-53-0203

（平日9：00～17：00）
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