
詳細は の連絡先にお問い合わせください。

市税口座振替納付済通知書を
廃止します
　これまで市税の口座振替納付済
通知書を送付していましたが、令
和 2年度振替結果分から廃止しま
す。今後は、預貯金通帳への記載
などでご確認ください。
※軽自動車税納税証明書(継続検
査用)は従来どおり送付します。
税務課　☎53-8413

　　　　　　　　　　　　　　　

市営住宅入居者募集
■募集住宅
　・奥原住宅　　・大津住宅
　・古府住宅　　・相馬住宅
　・後畠住宅　　・中島住宅
　・和倉住宅　　・要貝住宅
　・万行住宅　　・代本住宅
　・馬場住宅　　・舘山住宅
※空きがない住宅には、待機者と
して応募することができます。
待機できる期間は令和 4年 3月
31日までです。
■注意事項
　・家賃は所得に応じて決まりま
す。( 1 万200円～ 5万4,000
円)

　・入居時の敷金は家賃 3カ月分
です。

■申込期限　 4月19日㈪
※入居資格の詳細はお問い合わせ
ください。
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。

マイナンバーカード
交付専用の休日窓口開設
　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　 4月25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年度納税カレンダー
　市税の納期限を掲載した「納税
カレンダー」を配布しています。
■配布窓口
　税務課(ミナ.クル 2階)
※納税通知書や市ホームページに
も掲載しますので、ご確認くだ
さい。
税務課　☎53-8413

市の人口 　 　

令和 3年 2月28日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世　帯　21,964世帯　（△30)
人　口　51,014人　　（△99）
　男　　24,255人　　（△42）
　女　　26,759人　　（△57）
年齢別人口
　 0 ～ 20歳　 7,640人
　21 ～ 64歳　24,040人
　65歳～　　 19,334人
転入 　67人　　転出 　102人
出生 　16人　　死亡 　 81人
その他 1人　　婚姻 　 10件

納税のお知らせ 　 　

固定資産税・都市計画税( 1 期)
納期限： 4月30日㈮

愛の献血 　 　

4 月13日㈫
七尾市役所
9：00 ～ 12：00
13：00 ～ 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

◆職長・安全衛生責任者教育 55//1133・・  55//1144

◆フォークリフト運転技能講習 55//2211～～

◆小型移動式クレーン運転技能講習 55//2255・・55//2266・・55//3300

◆玉掛け技能講習 66//1166・・66//1177・・66//2200

　　　　　　　　

◆高所作業車・車両系(ユンボ等)運転資格講習 66月月実実施施

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！！

★★労労災災・・雇雇用用保保険険のの手手続続ききはは事事業業者者のの義義務務でですす！！
　　事業主・ご家族・一人親方様の特別加入も　即手続きします。

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

◆ガス溶接5/24・5/25◆アーク溶接5/31・6/1
七尾市本府中町ハ部28-1

（七尾市役所向い ホテルルートイン前）
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

インフォメールななお
登録のお願い
　インフォメールななおは、気象
情報や避難勧告・避難指示をメー
ルで案内します。そのほか、熊の
目撃情報や火災連絡などの情報発
信も行っています。
　自分の命を守るためにも携帯電
話などからぜひ登録してくださ
い。
■登録方法
下のメールアドレスに空メール
を送信または二次元コードを読
み取る。
　・メール
　　nanao@entry.mail-dpt.jp
　・二次元コード

総務課防災対策室　☎53-6880

令和 3年度の児童扶養手当額
令和 2年度から変更はありません
　2020年全国消費者物価指数の実
績値は2019年と同水準(対前年比
＋0.0%)のため、児童扶養手当額
の変更はありません。
■手当の額

子ども 令和 3年
3月分まで

令和 3年
4月分から

1人目 10,180円～
43,160円

10,180円～
43,160円

2 人目 5,100円～
10,190円

5,100円～
10,190円

3 人目
以降

3,060円～
6,110円

3,060円～
6,110円

【児童扶養手当とは】
ひとり親家庭などの生活安定と自
立促進、子どもの福祉増進を図る
ことを目的に支給される手当で
す。
子育て支援課　☎53-8445

　　　　　　　　　　　　　　　

七尾市国民健康保険運営
協議会委員の募集
　七尾市国民健康保険運営協議会
委員を公募します。
■募集人数
　被保険者代表委員　 4人
■任期
　 6月 1日～令和 6年 5月31日
　( 3 年間)
■会議　年 2～ 3回程度
■応募要件
　・市内在住の20歳以上で、任期
中に75歳に到達しない人

　・七尾市国民健康保険に加入し
ている人

　・国民健康保険税の滞納がない
世帯に属する人　

■応募方法
　詳細はお問い合わせください。
　※申込書は窓口でお渡しします。
■選考方法　書類審査または面接
■申込期限　 4月30日㈮
保険課　☎53-8420

手話奉仕員養成講座(基礎編)
受講者募集
　七尾市と中能登町にお住まいの
入門編修了者が対象の手話講座で
す。耳が聞こえない人とのコミュ
ニケーションを楽しみましょう。
■日時　 5月 7日㈮～12月10日㈮
　　　　14：00～16：00
　　　　(毎週金曜日、全30回)
■場所　パトリア 3階　会議室 4
■定員　20人
■費用　6,300円(教材費)
　　　　※テキストは入門講座と
　　　　　同じものを使います。
■申込期限　 4月30日㈮
※入門編は 6月 1日㈫からラピア
鹿島で開講予定です。詳細は広
報ななお 5月号に掲載します。
福祉課　☎53-8464

心身障害者医療費助成制度
助成方法が変わりました
　制度改正に伴い、後期高齢者医
療制度に加入している65歳以上の
受給者は、令和3年 4月 1日診療
分から受給者証を医療機関の窓口
で提示することで、保険適用分の
医療費の支払いが不要となります。
■対象
65歳以上で次に該当し、後期高
齢者医療制度に加入している人
　・身体障害者手帳 1～ 3級
　・療育手帳A・B
　・精神障害者保健福祉手帳 1級
　※65歳以上で身体障害者手帳 3
級を取得した人は、住民税非
課税世帯に属する人のみ対象
となります。

■受給者証の交付申請
受給者証の交付を受けるには申
請が必要です。対象の人には 2
月上旬に申請書を送付しました
ので、まだ申請していない場合
は、早めに手続きをしてくださ
い。
福祉課　☎53-8464

　　　　　　　　　　　　　　　

戦没者等の遺族の皆さまへ
第11回特別弔慰金の手続きは
お済みですか
■支給対象
戦没者等の死亡当時の遺族で、
令和 2年 4月 1日時点で公務扶
助料や遺族年金などを受ける人
(戦没者等の妻や父母など)がい
ない遺族のうち一人
■請求期限
　令和 5年 3月31日㈬
※請求期限を過ぎると第11回特
別弔慰金を受けることができ
なくなりますので、ご注意く
ださい。

■支給内容
　額面25万円
　( 5 年償還の記名国債)
福祉課　☎53-8418

新居に入居する費用を
助成します
■対象経費
物件購入費、民間賃貸住宅の賃
料や敷金、礼金、共益費、仲介
手数料、引越費用など
■補助額　最大30万円
■補助対象者
次の全ての条件を満たす人
①令和 3年 1月 1日以降に婚姻
届を提出し受理された夫婦
②婚姻届提出時点で、夫婦共に
39歳以下
③夫婦の合計所得額が400万円
未満
④夫婦ともに市税などを完納し
ている
⑤他の公的住宅補助などを受け
ていない

子育て支援課　☎53-8445

水道の使用開始・休止が
電話で申し込み可能となりました
　これまで開栓・閉栓の手続きの
際は、上下水道料金お客さまセン
ター窓口(ミナ.クル 2階)に行く
必要がありましたが、令和 3年 4
月から、電話でも手続きが可能と
なりました。
　これに伴い、窓口で納付してい
た開栓・閉栓手数料は水道料金に
併せて請求されます。
(各 1件につき500円)
■申し込みの際に確認すること
　・水道の設置場所
　・使用者の名前、電話番号
　・使用開始日(休止日)
　・転居先(閉栓時)
※閉栓の場合は、お手元に水栓
番号が分かるもの(検針票な
ど)をご準備いただくとス
ムーズに手続きできます。

■水道開栓・閉栓の申し込み
七尾市上下水道料金お客さまセ
ンター　☎53-8431
(受付時間：平日8：30～18：30) 
上下水道課　☎53-8002

　　　　　　　　　　　　　　　

資源物回収奨励金のお知らせ
　市民で組織する団体で資源物回
収を行った場合、回収量に応じ、
予算の範囲内で奨励金を交付しま
す。
■対象
①町会　②子ども会　③小・中
学校PTA　④女性団体　⑤老人
会　⑥その他市長が認める団体
■資源物の種類・金額

種　類 金　額
新聞紙、チラシ、
雑誌、段ボール 2円/kg

アルミ缶 3円/kg
清酒( 1 升)、ビール、
ジュース、飲料類ビン等 3円/ 本

※詳細はお問い合わせください。
環境課　☎53-8421
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国民健康保険の異動手続きをお忘れなく
　国民健康保険の加入・喪失は、自動的には行われません。忘れずに14日以内に手続きをしてください。郵送
による手続きも可能です。

こんなとき 手続きに必要なもの
国民健康保険に加入するとき
(職場の健康保険をやめたとき)

・国民健康保険資格取得届(注)
・健康保険の喪失日が記載された証明書
　(加入者全員の氏名と喪失日が分かるもの)

国民健康保険をやめるとき
(職場の健康保険に加入したとき)

・国民健康保険資格喪失届(注)
・新しい健康保険の保険証
・国民健康保険証

就学のため市外に住所を移すとき
※手続きによって七尾市の保険証をそのまま
使うことができます。

・国民健康保険法第116条該当届(注)
・転出する人の国民健康保険証
・有効期限が記載された学生証または在学証明書
　※在学中は毎年更新手続きが必要です。

(注)窓口で申請する場合は、手続きの際に記入する届け出です。郵送の場合は、市ホームページからダウンロー
ドして入手してください。

全ての手続きには、以下の①②が必要です。(郵送による手続きの場合は写しを同封してください。)
①窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
②世帯主と対象者のマイナンバー (個人番号)が確認できるもの
※75歳到達により後期高齢者医療制度に移行する場合、手続きは不要です。
※他の健康保険(職場の健康保険など)に加入した場合、医療機関を受診する際は国民健康保険の被保険者証を
使用しないでください。使用した場合は、後日、国民健康保険で負担した医療費を返還していただきます。
保険課　☎53-8420

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



詳細は の連絡先にお問い合わせください。

生ごみ処理機購入費補助
　市内に住民登録があり、電気生
ごみ処理機を購入した個人を対象
に、予算の範囲内で購入費を補助
します。
■補助金額
　・購入価格(消費税込み)の 2分
の 1以内

　・年度限度額　 3万円
環境課　☎53-8421

　　　　　　　　　　　　　　　

第17回花嫁のれん展
　結婚式当日、嫁ぎ先の仏間にか
ける婚礼道具「花嫁のれん」。嫁
入りの際にのれんをくぐることが
幕末から続くとされる風習です。
期間中は、商家・民家の屋内に百
数十枚もの花嫁のれんが展示され
ます。
※新型コロナウイルス感染症対策
を実施して開催します。
■期間
　 4月29日(木･祝)～ 5 月 9 日㈰
　※最終日は17：00まで
■場所　一本杉通り

撮影：奈良　雄一
一本杉振興会(花嫁のれん館)
　☎53-8743

縁結びをお手伝いします
　市が行う結婚相談で、皆さんの
出会いを応援します。
■相談日
　毎週火曜日　17：30～19：30
　※第 5火曜日と祝日は除く
■場所
　パトリア 5階フォーラム七尾
　生活実習室
※結婚相談員は、公益財団法人い
しかわ結婚・子育て支援財団主
催の「縁結びist養成講座」を修
了し、市から結婚相談員として
認定された人です。
子育て支援課　☎53-8445

　　　　　　　　　　　　　　　

長野県飯山市交流情報
第38回いいやま菜の花まつり
　約800万本の菜の花が咲き誇る
菜の花公園で、 3日間開催される
祭り。期間中はさまざまなイベン
トが行われます。
■期間
　 5月 3日(月・祝)～ 5日(水・祝)
■場所　飯山市菜の花公園

いいやま菜の花まつり実行委員会
　☎0269-62-3111

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
　 4月21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

　　　　　　　　　　　　　　　

のとキリシマツツジ
オープンガーデン2021
　 4月下旬から 5月中旬まで、輪
島市、珠洲市、穴水町、能登町の
70カ所と志賀町土田の郷で、のと
キリシマツツジがある個人の庭な
どが公開されます。
　花の見頃は 7日～ 10日間と短
いですが、満開になると遠くから
も存在が分かるほどに深紅に色づ
く花びらが特徴的です。「能登の
天花」と称される、のとキリシマ
ツツジをぜひ見に来ませんか。
※マスクの着用など、必ず感染症
対策をしてお出掛けください。
※庭の場所や開花情報(毎週 2回
更新)は「うぇるかむ奥能登」
ホームページや道の駅などで配
布しているパンフレットでご確
認ください。

石川県奥能登総合事務所
　企画振興課　☎0768-26-2303

「半島税制」でお得に設備投資
～最小で500万円の設備投資から
利用可能～
■法人税・所得税の軽減(国税)
対象業種の事業者が対象設備
の取得や建設などを行った場
合、 5 年間割増償却(減価償却
の特例)できます。
■固定資産税等の軽減(地方税)
対象業種の事業者が対象設備
の取得や建築などを行った場
合、事業税や不動産取得税、
固定資産税の税率が優遇され
ます。
産業振興課　☎53-8565

　　　　　　　　　　　　　　　

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
　 4月 8日㈭、15日㈭、22日㈭
　 5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

　　　　　　　　　　　　　　　

令和 3年度の国民年金保険料は
月額16,610円です
　国民年金保険料の納付には口座
振替が便利です。
■口座振替の申込窓口
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
七尾年金事務所　☎53-6511
　年金・おくやみコーナー
　☎0120-770-372

不要品活用銀行
■ゆずります
自転車チャイルドシート、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(中・高校生用)、英会話教室
用リュック(赤)、子ども用スイ
ミングクラブセット(リュック、
水泳帽、水泳パンツ(サイズ130
男の子用))
■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、自転車(大人用)
※市内居住者が対象です。
※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

企画・デザイン・撮影・編集・DTP・印刷
製本と一貫したラインで、パンフレット・
広報誌・販促チラシなどの商業印刷物など
を取り扱っております。

魅力ある紙面で
見る人を笑顔に。

第一印刷株式会社
Tel.0767-53-3800

■本社／七尾市古府町へ部34-1
■金沢営業所／金沢市諸江町中丁260-1

info@daiichiprint.co.jp

DDppDp
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石川をもっと楽しく・面白くする地域情報誌

ゾーンマガジン

能登・七尾から
いろんな元気を発信中！

塩味の革命。
淡麗清湯塩拉麺

今月の特集

今月の特集

忘年会＆新年会シーズン♪

特集  激うまラーメン
あの有名店が能登に！

株式会社 政 浦　 七尾市古府町へ部37番地
Tel. 0767-52-8382

https://zoun.en-jine.com/https://zoun.jp/

第一印刷株式会社　七尾市古府町へ部34-1
Tel. 0767-53-3800

石川をもっと楽しく・面白くする地域情報誌

ゾーンマガジン

能登・七尾からいろんな元気を発信中！

株式会社 政 浦　 七尾市古府町へ部37番地
Tel. 0767-52-8382  http://www.zoun.jp
第一印刷株式会社　七尾市古府町へ部34-1
Tel. 0767-53-3800

crowdfunding 未来をデザイン！ひとりの夢みんながつなぐ。

AREA DESIN

G クラウドファンディング

ZOUNクラウドファンディング

大型連休中のごみの持ち込み
月日

種類
4月 5月

29日
（木・祝）

30日
㈮

1日
㈯

2日
㈰

3日
（月・祝）

4 日
（火・祝）

5 日
（水・祝）

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

○
(注)

○ ×

■受付時間　○⇒ 9：00～16：00　△⇒ 9：00～12：00　×⇒休み
(注)田鶴浜、中島、能登島のえーこ屋は休みです。
※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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2424七尾ごころ七尾ごころ2525 七尾ごころ七尾ごころ 2021.4 2021.4

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


