
詳細は の連絡先にお問い合わせください。

市有地を先着順で売却します
■応募受付物件(土地)

番
　
号 所　在　地

登記地目
数量(㎡ )
売却価格
(円)

① 津向町
ト103番17

宅地
302.92
3,250,000

②
八田町
ソ55番
ほか 1筆

宅地
999.60
4,800,000

■受付期間
　 3月15日㈪～ 5月28日㈮
　※土・日、祝日を除く
■受付時間　 8：30～17：15
■受付場所　監理課(本庁 1階)
監理課　☎53-8747

　　　　　　　　　　　　　　　

政治活動用事務所の立て札・
看板の証票更新手続きは
3月末までに！
　公職の候補者や立候補を予定し
ている人および後援団体が、政治
活動のために使用する事務所に立
て札や看板を掲げる際には、証票
を貼らなければなりません。
　新たに掲示する場合は、必ず証
票の交付手続きを行ってくださ
い。現在掲示中のものに貼ってあ
る証票の期限は 3月末までとなり
ます。継続する場合は、申請書を
請求の上、新しい証票の交付手続
きをしてください。
■申請期限　 3月31日㈬
選挙管理委員会　☎53-1111

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 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、地域の自治意識を
高め、連帯感を盛り上げるコミュ
ニティ活動に対し、事業費を助成
するものです。
　今年度採択を受けた中島町上町
町会が、宝くじの助成金でテーブ
ル他コミュニティ活動備品の整備
をしました。

企画財政課　☎53-1117

市の人口 　 　

令和 3年 1月31日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世　帯　21,994世帯　（△ 5)
人　口　51,113人　　（△60）
　男　　24,297人　　（△39）
　女　　26,816人　　（△21）
年齢別人口
　 0 ～ 20歳　 7,654人
　21 ～ 64歳　24,127人
　65歳～　　 19,332人
転入 　 77人　転出 　　74人
出生 　 20人　死亡 　　83人
婚姻 　 12件

納税のお知らせ 　 　

国民健康保険税( 9 期)
納期限： 3月31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

◆職長・安全衛生責任者教育 5/13・ 5/14

◆フォークリフト運転技能講習 5/21～

◆小型移動式クレーン運転技能講習 5/25・5/26・5/30

◆玉掛け技能講習 6/16・6/17・6/20

　　　　　　　　

◆高所作業車・車両系(ユンボ等)運転資格講習・ 6月

申込書など詳しくは当協会のホームページを☝！

★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！

★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。

★労働健診 (3/17深夜業務従事者)　和倉会場：受付中！

(一社)七尾労働基準協会 ☎0767-52-5343

◆ガス溶接・アーク溶接講習・・・ 5～6月
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

固定資産の価格などの縦覧
■期間　 4月 1日㈭～30日㈮
　　　　※土・日、祝日を除く
■時間　 8：30～17：15
■場所　税務課(ミナ.クル 2階)
■必要なもの
　・本人確認ができる公的証明書
類(運転免許証など)

　・納税者の代理人が縦覧する場
合は委任状

※令和 3年度固定資産税・都市計
画税の納税通知書などは、 4月
上旬に発送します。
税務課　☎53-8415

　　　　　　　　　　　　　　　

地域包括支援センター運営協議
会委員と地域密着型サービス運
営委員会委員を募集
　地域包括支援センターの適正な
運営や介護保険制度での地域密着
型サービスを提供する事業者の指
定、運営評価などに関することを
協議するための委員を募集してい
ます。
■対象
市内に居住する介護保険被保険
者(応募時40歳以上)で、年 3回
程度、平日の昼間に開催する会
議に出席できる人
■募集人数
　・地域包括支援センター運営協
議会委員　 1人

　・地域密着型サービス運営委員
会委員　 2人

■任期 3 年(令和 3年～ 5年度)
■申込方法
応募用紙に応募理由を記入し、
高齢者支援課に提出(郵送可)
※応募用紙は、市ホームページ
からダウンロードするか、高
齢者支援課の窓口で入手でき
ます。

■申込期限　 4月21日㈬
高齢者支援課　☎53-8451
　〒926-0811
　御祓町 1番地パトリア 3階

犬のしつけと飼い主の
マナーアップ講座
　人と犬が楽しく共生するため
に、飼い主としての正しい飼い方
や基本的なしつけの知識が学べる
講座を開催します。
■対象
市内に住民登録があり、犬を飼っ
ている(犬の登録をしている)人
や犬を飼おうと思っている人
※犬の同伴不可
■日時　 3月20日(土・祝)
　　　　10：00～12：00
■場所　能登歴史公園センター
　　　　レクリエーションルーム
■定員　20人
■テーマ
　「いかにして犬のリーダーにな
　るか」
■講師　JAHA認定家庭犬トレー

ニングインストラクター
　　　　小西　伴彦
■費用　無料
■申込期限　 3月16日㈫
■申込方法　電話
環境課　☎53-8421

　　　　　　　　　　　　　　　

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。
※相談窓口は 3月をもって終了し
ますので、ご注意ください。
■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

第21回石川県障害者
スポーツ大会参加者募集
　今回選手を募集する競技は、水
泳、卓球、サウンドテーブルテニ
ス、バレーボール、陸上、アーチェ
リーです。
■開催日
　 5月23日㈰～令和 4年 2月19日㈯
■場所
　西部緑地公園陸上競技場、いし
かわ総合スポーツセンターほか
■対象者
　県内に在住、在勤、在学で障害
(身体・知的・精神)がある人
　※ただし、令和 3年 4月 1日現
在で満13歳以上の人

■実施競技
　・ 5月23日㈰　水泳
　・ 5月29日㈯　卓球、サウンド

テーブルテニス、バレーボール
　・ 5月30日㈰　陸上
　・ 9月 5日㈰　アーチェリー
　・ 9月11日㈯　フライングディ
スク

　・11月21日㈰　ボッチャ
　・令和 4年 2月19日㈯
　　ボウリング
■申込期限　 3月19日㈮
※申し込み方法など、詳細は県ホー
ムページをご確認ください。

福祉課　☎53-8464

　　　　　　　　　　　　　　　

水道メーター検針員募集
　 2カ月間の研修があるので、初
めての人でも安心です。
■期間
　令和 3年 4月から
　※開始可能月は相談に応じます。
■業務内容
　水道メーターの検針と付随業務
　(毎月 5日～ 9日の間)
■勤務地　中島地区
■募集人数　若干名(68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

法律相談開催
■開催日
　 3月11日㈭、18日㈭、25日㈭
　 4月 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

4 月 2 日は「世界自閉症啓発
デー」 4月 2日～ 8日は「発達
障害啓発週間」です
　自閉症や学習障害、ADHD(注
意欠陥多動性障害)などの発達障
害は、脳機能の発達に関係する障
害です。コミュニケーションは苦
手ですが、優れた能力を発揮する
面もあり、アンバランスな様子は
理解されにくいです。
　発達障害のある人が社会の中で
自立していくためには、子どものう
ちからの気付きや適切なサポート、
周囲の理解が必要です。皆さまのご
理解とご配慮をお願いします。
 発達障害　政府広報 検索

福祉課　☎53-8464

　　　　　　　　　　　　　　　

3 月は「自殺対策強化月間」です
　もしあなたが悩みを抱えていた
ら、ぜひ相談してください。大切な
人が悩みを抱えていることに気付
いたら、声を掛けてみてください。
　市では保健師が、ストレスや不
安などの心の健康に関する相談に
随時応じています。ぜひご活用く
ださい。
■場所　健康推進課
※本人に限らず、家族の相談も可。　
※事前にお申し込みください。

健康推進課　☎53-3623

　　　　　　　　　　　　　　　

確定申告期限を延長します
　申告会場内の混雑を回避するた
め、七尾税務署では確定申告期限
を延長します。
■申告期限　 4月15日㈭
■対象　申告所得税、個人事業者

の消費税、贈与税
※七尾市役所での申告期限の延長
はありません。( 3 月15日㈪まで)
七尾税務署　☎52-3381(代表)
　税務課  ☎53-8412

石川県最低賃金は時間額833円です
　令和 2年10月 7 日から石川県の
最低賃金は時間額833円に改正さ
れました。最低賃金は、パートタ
イマーやアルバイトなど雇用形態
を問わず、県内で働く全ての労働
者に適用されます。使用者は、最
低賃金より低い賃金で労働者を使
用することはできません。
　特定(産業別)最低賃金も改正さ
れています。詳細は石川労働局
ホームページをご覧ください。
 石川労働局 検索

石川労働局　☎076-265-4425
　七尾労働基準監督署　☎52-3294

定期狂犬病予防注射日程
　狂犬病予防法により、飼い主は犬の登録と年 1回( 4 月～ 6月中)の狂犬
病予防注射が義務付けられています。以下の各会場または動物病院で予防
接種を受けてください。
　犬の新規登録、死亡などは、各会場や動物病院、環境課で受け付けてい
ます。
■注射手数料　 1頭3,500円
■新規登録料　 1頭3,000円
月 日 会　　場 受付時間

4
月

10
日
㈯

南大呑地区コミュニティセンター 10：00～10：15
崎山地区コミュニティセンター 10：45～11：00
大田町集会所 11：20～11：35
東湊地区コミュニティセンター 13：10～13：30
城山体育館 13：40～14：10
矢田町ふれあいセンター 14：20～15：00

11
日
㈰

青葉台町集会所 9：00～ 9 ：15
JA能登わかば徳田支店 9：25～ 9 ：55
高階地区コミュニティセンター 10：15～10：35
田鶴浜地区コミュニティセンター金ヶ崎分館 11：00～11：15
さつき苑 11：30～11：50

17
日
㈯

中島地区コミュニティセンター豊川分館 9：30～ 9 ：50
中島地区コミュニティセンター釶打分館 10：15～10：35
中島体育館 10：55～11：25
中島地区コミュニティセンター笠師保分館 11：40～12：00
閨集会所 13：30～13：45
向田集会所 14：00～14：15
鰀目集会所 14：30～14：40

18
日
㈰

和倉小学校 9：30～10：00
石崎小学校 10：10～10：40
七尾市役所 11：00～12：00

環境課　☎53-8421

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 石川県障害者スポーツ大会　募集 検索

12七尾ごころ13 七尾ごころ 2021.3



詳細は の連絡先にお問い合わせください。

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)、学習机
■ゆずってください
折りたたみ自転車、アコース
ティックギター、丸テーブル(直
径60～70cm×高さ70cm)、ダイ
ニングテーブル用椅子( 4 脚)、
七尾東部中学校セカンドバッグ
(赤)、自転車(大人用)
※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

　　　　　　　　　　　　　　　

和倉温泉春花火
　今回は、花火の打ち上げのみを
予定しています。飲食ブースなど
イベント会場はありませんので、
ご了承ください。
■日時　 4月 3日㈯　20：30～
　　　　(荒天時は 4日㈰に順延)
※詳細は和倉温泉のウェブページ
をご確認ください。
※状況により変更する場合があり
ます。
和倉温泉旅館協同組合
　☎62-1555

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　 3月18日㈭、 4月15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

　　　　　　　　　　　　　　　

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(人数)
　普通課程
　・生産設備保全科(若干名)
　・自動車整備科(若干名)
■応募資格
　おおむね35歳以下で、高等学校
以上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　 3月26日㈮
石川県立七尾産業技術専門校
　☎52-3159

オーケストラ・アンサンブル金沢
オーケストラの日2021inのと
■日時　 3月27日㈯
　　　　13：30開場　14：00開演
■場所
　石川県七尾美術館アートホール
■内容
　オーケストラ・アンサンブル金
　沢のメンバーによる室内楽
■定員　100人程度
■入場　無料

※要入場整理券
■整理券設置場所
石川県七尾美術館、石川県立音
楽堂チケットボックス、市ス
ポーツ・文化課
■注意事項
　・入場の際は氏名・連絡先の記
入やマスクの着用、検温、手
指の消毒をお願いします。

　・新型コロナウイルス感染防止
のため、座席数は半分程度と
なっています。

(公財)石川県音楽文化振興事業団
　☎076-232-0171

　　　　　　　　　　　　　　　

音楽歴史紀行
第 7回フランスの作曲家と音楽
■開催日　 3月28日㈰
■場所
　石川県七尾美術館アートホール
■定員　50人
■演奏者　堀江　真理子(ピアノ)
■内容
【第 1部】13：30～14：15
　レクチャーコンサート
　ようこそ！フランス音楽の世界へ
　曲目：月の光　ほか
　入場料：1,000円(親子1,500円)
【第 2部】14：30 ～ 16：30
　演奏法・指導法セミナー
　受講料：3,000円
※来場の際は、マスクの着用や手
指の消毒にご協力ください。
能登ピアノレスナー会(中田)
　☎090-8263-0913

気軽にECO(いいこと)始めませんか？
　省エネや節電といったエコ活動
をサポートするアプリが誕生しまし
た。アプリをダウンロードして、
エコ活動に取り組んでみませんか。
　アプリから、オリジナルマイボト
ルなどが抽選で当た
る「省エネ・節電キャ
ンペーン」に応募す
ることもできます。
■アプリのダウンロード
・iPhone用

・Android用

石川県温暖化・里山対策室
　☎076-225-1462

　　　　　　　　　　　　　　　

海上保安官募集
【海上保安学校学生(特別)(高卒程度)】
■応募資格
高校卒業後13年未満または卒業
見込みの人
■申込期間
　 3月26日㈮～ 4月 2日㈮
■試験日
　第 1次試験　 5月16日㈰
　第 2次試験　 6月 9日㈬～30日㈬
【海上保安官(大卒程度)】
■応募資格
平成 3年 4月 2日以降生まれで
大学卒業または卒業見込みの人
■申込期間
　 3月26日㈮～ 4月 7日㈬
■試験日
　第 1次試験　 6月 6日㈰
　第 2次試験　 7月13日㈫～20日㈫
※詳細は人事院ホームページ内
「国家公務員試験採用情報
NAVI」をご覧ください。
第九管区海上保安本部総務部
　人事課　☎0120-444-576

国家公務員募集
　令和 3年度に次の採用試験を行
います。申し込みはインターネッ
トで行ってください。
【総合職試験(院卒者・大卒程度)】
■インターネット申込期間
　 3月26日㈮～ 4月 5日㈪
■第 1次試験日　 4月25日㈰
【一般職試験(大卒程度)】
■インターネット申込期間
　 4月 2日㈮～14日㈬
■第 1次試験日　 6月13日㈰
【一般職試験(高卒者・社会人(係
員級))、税務職員採用試験】
■インターネット申込期間
　 6月21日㈪～30日㈬
■第 1次試験日　 9月 5日㈰
※詳細は人事院ホームページ内
「国家公務員試験採用情報
NAVI」をご覧ください。
人事院中部事務局第二課試験係
　☎052-961-6838

国税専門官募集
■応募資格
　①平成 3年 4月 2日～平成12年

4 月 1 日生まれの人
　②平成12年 4 月 2 日以降生まれ
で大学卒業または令和 4年 3
月までに大学卒業見込みの人

■インターネット申込期間
　 3月26日㈮～ 4月 7日㈬
■試験日
　第 1次試験　 6月 6日㈰
　第 2次試験　 7月 5日㈪
　　　　　　　　～16日㈮
※詳細は人事院ホームページ内
「国家公務員試験採用情報
NAVI」をご覧ください。
金沢国税局人事第二課試験研修係
　☎076-231-2131

自衛官募集
募集種目 資　格 受付期間

幹部候補生

【大学卒業程度】
22歳以上26歳未満の人
【大学院卒業者】
28歳未満の修士課程修了者
※いずれも令和 4年 4月 1日現在
の年齢

4月28日㈬まで

予備自衛官補

【一般】
18歳以上34歳未満の人
【技能】
18歳以上53歳未満の人
(保有する国家資格などによって
は55歳未満の人)
※いずれも令和 3年 7月 1日現在
の年齢

4月 9日㈮まで

※試験会場など、詳細はお問い合わせください。
※自衛隊関連のイベント情報などは、自衛隊石川地方協力本部ホーム
　ページやツイッター (アカウントは@Ishikawa_PCO)から入手できます。
　  石川地本 検索

自衛隊石川地方協力本部七尾出張所　☎53-1691
　または、お近くの七尾市自衛官募集相談員
　室木　孝二(つつじが浜)　☎53-8783　島津　栄吉(矢田町)　☎53-3668
　和田　眞裕美(万行町)　☎090-3766-4048
　中根　正一(池崎町)　☎57-2159　谷口　悦子(石崎町)　☎62-4043

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 原商事株式会社能登支店
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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

●社員募集中●
施工管理業務、他 資格手当有

年齢 8才以上
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