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　対象となる住宅・施設で、屋根雪おろしを市内業者
に委託した場合、要した費用の一部を補助金として交
付します。作業を業者に依頼する前に、町会・町内会
に連絡をとってください。申請は町会・町内会で取り
まとめて行います。（作業前後の写真が必要）
▶対象
① 65 歳以上の高齢者世帯、障がい者（身体障害者手
帳１～３級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳１、
２級）だけで構成する世帯、現に 18 歳未満の子を養
育している母子世帯の住宅
②令和２年４月１日現在で、高齢化率が 30％以上の
町会・町内会、中山間地域の地元負担の軽減対象にな
っている町会・町内会の施設（公民館・消防小屋など）
▶補助率　屋根雪おろしの委託費用の 50％（※）
▶補助限度額　１年間に４万円／世帯・施設
（※）ただし、作業１時間当たり 2,500 円／人の 50％
を上限とします。
（例）１人が１時間作業し 3,000 円かかった場合の補
助額は 1,250 円となります。

屋根雪おろし補助
申請は町会・町内会から

問 /介護長寿課（☎ 58‐2233 FAX 58‐2292）

コミュニティ・スクール事業について

▶学校運営協議会制度　　
　地域の方が学校の活動を支援し、学校と地域が連携・
協働する仕組みである「学校運営協議会」を設置する
学校を「コミュニティ・スクール」といい、市教育委
員会が委員を任命します。４年目の今年度は、新たに
３中学校が加わり、全 11 小中学校で「コミュニティ・
スクール事業」を展開しています。地域の力を学校に
生かして教育活動を支えます。
▶期待する効果は？
　学校と地域が連携することで、それぞれの立場で学校や子供達の豊かな成長を支
えます。
▶４年目の活動は？
　今年度はコロナ禍の中で、子供達の学びを確保するためには、どんなことができ
るかを学校と協議して活動しています。朝の検温や放課後の消毒作業、職業人講話、
絵本の読み聞かせなど、各学校の状況に合わせて各学校運営協議会と地域の方々の
支援をいただいています。

問 /学校教育課（☎ 58‐2271 FAX 55‐8530）

放課後の消毒作業の支援 朝の検温の支援

ゲストティーチャーから職業につ
いての講話

情報発信元 /保険年金課、介護長寿課

　市役所では、お支払いいただいた国民健康保険税や
後期高齢者医療保険料、介護保険料について、確定申
告などで使用するための社会保険料控除証明書を 1月
中旬にお送りします。ご家族の分もまとめて世帯主あ
てに送付します。
　年末調整で必要な（１月中旬まで待てない）方は、
保険年金課または介護長寿課までご連絡ください。
　なお、お支払いいただいた金額について、お電話に
て回答しておりませんのでご了承ください。

▶問い合わせ 保険年金課（☎ 58‐2236 FAX 58‐2293） 
 介護長寿課（☎ 58‐2233 FAX 58‐2292）

徴収方法 対象となる金額 誰の申告に
使えるか

普通徴収
（納付書や口座
振替）

令和２年１月から 12
月までに納めた保険税
（料）

本人・ご家族の
うち実際に支払
われている方

特別徴収
（年金天引き）

令和２年２･４・６･
８･10･12 月に年金か
ら天引きされた金額

本人のみ

社会保険料控除証明書を
市から発送します 洪水・土砂災害ハザードマップの見方、知っていますか？

問 /危機管理課（☎ 58‐2201 FAX 58‐2290）

　大雨・台風時には、河川の氾濫などによる浸水害や、地面にしみ込んだ雨の量（土壌雨量）の増加による土砂災害
が発生するおそれがあります。これらの災害から安全に避難するためには、どの地域が危険な区域か、どこに避難す
ればよいかを事前に把握しておくことが大切です。能美市では、事前準備に必要な情報をまとめた「能美市 洪水・土
砂災害ハザードマップ」を公開しています。

　浸水想定区域は、想定最大規模降雨（１年間に発
生する確率が 1,000 分の１の大規模な降雨）を基準
に定められています。ハザードマップ上では、浸水
の深さの目安を５段階の色で示しています。

国や県がそれぞれ、家屋倒壊や土砂災害の危険性
が高い区域を定めています。ハザードマップ上では、
それぞれの区域を囲んで示していますので、災害時
には危険区域を避けて避難するようにし、区域内に
は絶対に入らないようにしましょう。

早速「洪水・土砂災害ハザードマップ」を確認なのだ！
ところで、どこで手に入るのだ？

あったのだ～！　それで…　何を確認すればいいのだ？

市ホームページで公開しているほか、令和２年３月に全世帯に配付した
「防災ガイドブック」にも掲載されているよ。

①自分の家や職場、普段利用している施設などが危険な区域にあるかどうか。
②避難が必要な場合、どこに・どのような経路で避難すればよいか
…などを確認しよう！

実際に避難経路を歩いてみて、どんな道か、どれくらいの距離が
あるのかを経験しておくことも大切です。

実際のハザードマップ能美市ではほかのハザードマップも公開しています
地震ハザードマップ・津波ハザードマップ・ため池ハザードマップなども公開しています。
これらのハザードマップもすべて防災ガイドブックに掲載されていますので、一度確認してみてください。

災害時には、必要に応じて能美市が指定避難所を
開設し、避難者の受け入れを行います。
　ハザードマップ上では、指定避難所の場所と、洪
水から避難する際の大まかな方向を示していますの
で、避難場所・経路を考える際にご活用ください。

洪水・土砂災害ハザードマップの見方
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能美市会計年度任用職員募集
＜保育園・放課後児童クラブ＞

ストーブによる火災にご注意ください 能美市職員（土木技術職）募集（令和３年４月採用）

問 /子育て支援課（☎ 58‐2232 FAX 58‐2293）

問 / 総務課（☎ 58‐2200 FAX 58‐2290）問 / 寺井消防署（☎ 58‐6321 FAX 58‐6496）

募集職種 採用予定人員 受験資格 勤務時間・その他

保　育　士 若干名 保育士資格を有する人
午前８時 30分～午後４時 30分
※パート希望の方は要相談

看　護　師 若干名 看護師資格を有する人
調　理　員 若干名 栄養士資格または調理師資格を有する人

募集職種 採用予定人数 受験資格・その他

土木技術職（上級） １人程度
昭和 60年４月２日から平成 11 年４月１日までに生まれ、土木技術を専攻して大
学卒業若しくは令和３年３月末までに卒業見込みの人

土木技術職（経験者） １人程度
昭和 60年４月２日以降に生まれた人で、短期大学卒業程度の学力を有し、土木・
建設関係の民間会社等での技術系の職務経験が３年以上ある人

募集職種 採用予定人員 受験資格 勤務時間

放課後児童クラブ支援員 若干名
保育士、社会福祉士、学校教育法の規定によ
る教諭となる資格を有する人または、児童ク
ラブの指導に意欲のある人

月～金曜日は午後２時～午後６時
土曜日、夏・冬休みは
午前８時～午後 6時（交代制）

試験日 受験手続 試験内容 合否の通知

１次試験
令和３年１月６日（水）～
１月 12 日（火）
テストセンター方式

能美市役所総務課で交付する申込用紙に必要事
項を記入の上、12 月 18 日（金）までに、総務課
へ提出してください。( 郵送の場合は簡易書留
で 12 月 18 日までの消印のあるものが有効）
※申込用紙は能美市ホームページからダウンロ
ードできます。

教養試験、適性検査
合否にかかわらず、受
験者全員に郵送でお知
らせします。

▶保育園月額職員

▶職種・資格

▶放課後児童クラブパート職員

▶試験内容

　寒い時期が到来し、ストーブを使用するご家庭も多いかと思います。ストーブは暖をとるのにとても便利な器具で
すが、誤った使い方をすると大きな火災や一酸化炭素中毒などの事故に繋がる可能性があります。

　一般的な公務員試験の対策は不要です。１次試験は全国の会場で受験できます。

※能美市もしくはその周辺に居住、または居住見込で、通勤可能な人
その他、詳細な資格・要件等については総務課で配布する試験案内またはホームページでご確認ください。

消していなかったストーブに、
給油タンクなどからこぼれた灯
油が引火し大きな火災となった
事故が過去に発生しています。

石油ストーブの周囲や上に、洗濯物な
どの燃えやすいものをかけないでくだ
さい。また、カーテンなどの可燃物と
は十分離してお使いください。

また、スプレー缶やカセットボンベを
近くに置くと、熱でスプレー缶内部の
圧力が上がって破裂し、危険です。
石油ストーブとは十分離してお使いく
ださい。

低温やけどや脱水症状になるおそれ
があります。お子様、お年寄り、病
気の方などがお使いになる場合は、
周囲の人が十分に注意してくださ
い。

石油ストーブは、室内の空気を使って燃焼するため、
換気が不十分だと室内の酸素が減少し、不完全燃焼に
よる一酸化炭素（CO）中毒にいたるおそれがあります。
換気は１ヶ所以上の（風の出入のある）開口部を設け
ると効率良くできます。

不完全燃焼や異常燃焼など、予想しない事故が発生す
るおそれがあります。また、消火の際は確実に火が消
えていることを確認してください。

ストーブの使用上の注意

▶雇用期間 令和３年４月１日～令和４年３月 31 日
▶申し込み先　子育て支援課（☎ 58‐2232 FAX 58‐2293）
▶申し込み方法　子育て支援課で交付する履歴書に必要事項を記入のうえ、12 月 18 日（金）までに提出してください。

▶申し込み・問い合わせ　総務課（☎ 58‐2200 FAX 58‐2290）
※１次試験はテストセンター方式で行います。テストセンター方式とは、全国の試験会場でコンピュータを使用し、
受験者が希望する会場・日時で受験できるテスト方式です
※２次試験（個人面接）については、１次試験に合格した方を対象に２月上旬に市役所で実施予定です。

×
×

　現在、自治体ごとに地域の方々も参加し、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるような生活支援の取り組みが求
められています。住民の力を地域での生活支援の活動に生かしてもらうため「たすけあい・ライフサポーター活動支援
講座」第６期を開催します。あなたの力を地域で生かしてみませんか。

問 /社会福祉協議会（☎ 58‐6200 FAX 58‐6250）

▶日程　令和３年１月 20 日（水）、21 日（木）
　　　　　　時間は右記のとおり
▶対象　能美市在住の方
▶会場　能美市ふれあいプラザ（寺井町た８番地１）
▶定員　20 人（定員に達し次第締め切ります）
▶持ち物　筆記用具
▶申込締切　令和３年１月７日（木）
▶申し込み・問い合わせ
社会福祉協議会（☎58‐6200  FAX 58‐6250）

※２日間の全日程を受講された方に修了証書を授与します。

たすけあい・ライフサポーター活動支援講座
第６期・受講生を募集します

日　　程 内　　容
1月 20 日（水） 開講式・オリエンテーション

13 時 30 分～
16 時 30 分

総合事業の意義について

高齢者の心身の特性と暮らしについて

認知症の理解と対応について

1月 21 日（木） 利用者への接し方について

13 時 30 分～
16 時 30 分

生活援助の実際について

緊急対応時の心得について
実践に向けての心得について

修了証書授与・事務連絡・閉講式
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給与の支払いをしている事業所、個人事業主の方は
給与支払報告書をご提出ください

障害に関する身近な相談に
応じます

　令和２年１月１日から 12 月 31 日までに給与の支
払いをした事業所または個人事業主の方は、給与支払
報告書を提出してください。課税の公平性を期すため、
退職した人、パートおよびアルバイトの人についても
提出をお願いします。
▶ 提出書類　給与支払報告書（総括表）１部
　　　　　　 給与支払報告書（個人別明細書）１人２部
▶ 提出期限　令和３年２月１日（月）
▶ 提 出 先　税務課、寺井・根上窓口センター
※新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送提出ま
たは電子申告（eLTAX）をお願いします。
▶ 郵 送 先　〒 923-1297　能美市来丸町 1110 番地
能美市役所　市民生活部税務課　あて

eLTAX（エルタックス）を利用した
市への電子申告・電子納税

　給与支払報告書の提出、特別徴収に関する届出、法
人市民税申告、固定資産税（償却資産）申告、個人市
民税・県民税（特別徴収分と退職所得分）および法人
市民税の納税がインターネットシステム「eLTAX」で
できます。
▶ eLTAX ホームページ　https://www.eltax.lta.go.jp/

給与支払報告書の電子的提出義務について

　平成 30 年度税制改正により、令和３年１月以後に
提出する給与支払報告書については、前々年におけ
る給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数
が 100 枚以上（改正前 1,000 枚以上）であるときは、
eLTAX または光ディスク等による提出が義務付けら
れました。
（例：平成 31 年 1 月に税務署へ提出すべき給与所得
の源泉徴収票の枚数が 110 枚だった場合、令和 3年
1月の給与支払報告書は、eLTAX または光ディスク等
により提出する義務があります。）

個人市民税・県民税は
給与からの特別徴収を推進しています

　石川県内すべての市町は、原則すべての事業主の方
を特別徴収義務者として指定しています。市民税・県
民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収と同様、法令で
定められていますので、事業主や従業員の意思で特別
徴収するかどうかを選択することはできません。

問 /税務課（☎ 58‐2206、FAX 58‐2292）

問 / 生活環境課（☎ 58‐2217 FAX 58‐2292）

　平成 27 年に空家等対策の推進に関する特別措置法
が施行され、所有者は、空き家を適正に管理すること
が義務付けられています。しかし、空き家を相続した
けど利用できずに放置している、売りたい、貸したい
けどどうしたらいいのかわからない、とお悩みの方は
多いのではないでしょうか。
　今回の相談会は、不動産の専門家に相談できるチャ
ンスです。空き家に関することでお困りの方は、ぜひ
この機会に相談会へお越しください。

▶ 対象　能美市内の空き家の所有者、管理者
▶ 日時　12 月 14 日（月）　14 時～ 16 時 30 分
※ 30 分単位で実施します。ご希望の時間帯をお伝え
いただき事前予約をお願いします。予約者多数の際は、
ご希望に添えない場合がございます。
▶ 場所　市役所本庁舎　大会議室３
▶ 参加費　無料

空き家に関する相談会を開催します

①申告書を持参・郵送することなく、自宅やオフィス
から手続きができます。
②複数の地方自治体への申告・納税が一度に無料で
できます（申告データなどは、提出先ごとに作成する
必要があります）。
③eLTAX用ソフトウェア（PCdesk）で、簡単に申告書
などが作成できます。

　能美市には、障害に関する悩みや相談に応じる相談員
として、市から委嘱された９名の方が活動しています。
　身体障害当事者として、また知的障害者の家族とし
ての経験を生かし、身体障害者手帳・療育手帳のこと
や、福祉サービスのことなど親身に相談に応じます。
お気軽にご相談ください。

問 /福祉課（☎ 58‐2230 FAX 58‐2294）

身体障害者

相談員

松山 絹子 下ノ江町 ☎55‐1721
山本 外茂夫 吉原釜屋町 ☎55‐3314
本多 喜久野 小長野町 ☎57‐2270
神田 敏夫 末信町 ☎57‐0327
西 秀人 灯台笹町 ☎51‐3777
大村 美代子 宮竹町 ☎51‐3460

知的障害者

相談員

本南 裕 大浜町 ☎55‐0283

山崎 句美子 大長野町 ☎57‐3609

江前 領 緑が丘 ☎51‐4304

 10 月 20 日に行なわれた相談員研修会の様子

 （敬称略）

任意の高齢者肺炎球菌予防接種の費用を助成します
問 /健康推進課（☎ 58‐2235 FAX 58‐6897）

▶ 対象とする予防接種　肺炎球菌予防接種（23 価）
※任意のものに限ります
▶ 対象者　能美市にお住まいの 65 歳以上の方
（下記①または②に該当する人）
①高齢者肺炎球菌予防接種未接種の人
②肺炎球菌予防接種（23 価）を受けてから５年以上
経過した人
▶ 助成額　１人　4,000 円
▶ 助成方法　償還払い
申請書に必要書類を添えて提出してください。

▶ 必要書類　申請書、領収書の原本（接種者名、接
種日、ワクチン名がわかるもの）、振込先の通帳また
はキャッシュカードの写し
※領収書を紛失した場合は、申請書の医療機関証明欄
に証明をもらってください。
▶ 助成対象の接種期間　令和２年４月１日～令和３
年３月 31 日
▶ 助成申請期間　令和２年 12 月 15 日（火）受付開始
▶ 申請書受付場所　健康推進課、市民窓口課、寺井
窓口センター、根上窓口センター

　「ヘルプカード」とは、障がいのある方などが災害
時や日常生活の中で困ったときに提示することで、周
囲に理解や支援を求めることができるカードです。
　「ヘルプマーク」とは、外見からは分からなくても
援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮
を必要としていることを知らせることで、援助を得や
すくなるよう作成されたマークです。
　ヘルプカードやヘルプマークを持っている方が公共
交通をご利用の際は、席を譲るなどの配慮をお願いい
たします。
▶ ヘルプカード・ヘルプマーク申請窓口
福祉課、寺井・根上窓口センター

ヘルプカード

ヘルプマークのみバス車内

ヘルプカード・ヘルプマーク
を知っていますか

問 /福祉課（☎ 58‐2230 FAX 58‐2294）　
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休日窓口における受け取り
は事前にご予約された方のみ可能です。

※交付場所が寺井・根上窓口センターになっている方で、休日窓口（市
民窓口課）での受け取りを希望される方は、４日前までに市民窓口課へ
ご連絡ください。　　　　問 /市民窓口課（☎ 58‐2213 FAX 58‐2293）

・ごみ出しおよび収集の安全性を確保するため、除雪作業や道路の状
態などで、収集時間が遅れたり、収集を中止する場合があります。
・収集中止や収集日変更、リサイクルセンターの休場などの場合は、市のホ
ームページや無線放送などを通じてお知らせします。
・収集中止の場合には、次の収集日までご家庭内で保管をお願いします。
・ごみ集積場周辺の除雪にご協力ください。

問い合わせ　生活環境課（☎ 58‐2217 FAX 58‐2292）
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問 /土木課（☎ 58‐2250 FAX 58‐2298）

▶最大の障害は路上駐車です　絶対におやめください
　路上駐車があると、除雪作業が十分に行えず、緊急車両
などの通行にも支障をきたしま
す。作業時間を大幅に延ばすこ
とにもなり、皆さんの出勤時間
までに除雪作業が終わらない恐
れもあります。
▶除雪作業は深夜から行います
　除雪作業は、主に交通量の少ない深夜から早朝にかけて
実施します。除雪車のエンジン音や振動などでご迷惑をお
掛けしますが、ご理解ください。また、降雪時間や積雪状
況によっては、作業が遅れる場合があります。順次作業を
行いますので、ご了承ください。
▶除雪車に近づかない
　除雪車は作業中、前進と後退を繰り返すため、周囲 は
大変危険です。絶対に近づかないでください。

▶道路に雪を出すのは危険です
　個人の敷地内の雪を道路へ出すと、通行の妨げになるだ
けでなく、スリップなど重大事故の原因にもなりますので
おやめください。
▶除雪作業後の雪かきにご協力を
　除雪車が通った後には、玄関先や車庫の前を雪の塊でふ
さぐことがあります。除雪作業で出入り口に寄せられた雪
の塊は、ご面倒でも各ご家庭や地域が協力して取り除いて
くださるようお願いします。
▶積雪の時期になる前に、ご自宅まわりの点検を
　道路上にはみ出している木の枝や車
両乗り入れのための敷鉄板なども作業
の妨げになる可能性があります。自宅
や所有地周辺の点検と対応をお願いし
ます。

今冬は、より効率的な除排雪が可能となるよう、以下の５か所を排雪場とします。
詳しい位置等については市のホームページをご覧ください。
・物見山運動公園駐車場　・寺井野球場駐車場　・泉台ソフトボール場駐車場
・根上野球場駐車場　　　・根上武道館駐車場

排雪場は、積雪が続き住宅地などで排雪が必要となった場合に開設します。
開設の際はご案内させていただきますので、それまでの利用はお控えください。

　市は、12 月から３月末まで「能美市道路除雪対策本部」を設置します。市が除雪を行う路線の延長距離は 356 キロ
です。市職員による積雪状況のパトロール体制と、市内外の除雪業者 52 社による除雪体制を整え、冬期の通勤・通学
に支障をきたさないよう努めます。除雪作業をスムーズに行うためには、市民の皆さまのご理解とご協力が欠かせま
せん。一人ひとりが助けあいの心でルールとマナーを守り、冬期間を安全に快適に過ごしましょう。

除雪作業にご協力を

スムーズな除雪作業のため、次のことにご協力ください

排雪場について

県内の積雪、気温情報、
道路カメラの画像など
が確認できます。

携帯版ＱＲコード

　年末は、金融機関への入金や引き出し等で、
何かと多額の現金を持ち歩いたり、自宅に保管
する機会も増えてきます。また、「師走」と呼ば
れる年末特有の慌ただしさのせいか、様々な犯
罪の被害に遭うことが予想されます。
　犯罪・事故を防止するため地域住民と警察が
連携し、安全・安心なまちづくりに取り組む運
動を実施します。
能美警察署・能美防犯協会

固定資産税・都市計画税（第３期）、国民
健康保険税（第９期）、後期高齢者医療
保険料（第９期）、介護保険料（第９期）、
上下水道料（10月使用分）

※上下水道料は、残高不足などで振替で
きなかった場合、翌月の 15 日（振替日
が休日の場合は翌営業日）に再振替を行
います。

「のみ応援特典券」の使い方について
問 /商工課（☎ 58‐2254 FAX 58‐2266）

支払額 894 円 特典券

支払額 1,172 円 特典券

支払額 1,345 円 特典券

支払額 3,678 円 特典券

　「のみ応援特典券」は、市民の家計支援と新型コロ
ナウイルス感染症の影響を大きく受けている市内施
設・店舗の応援を目的とした取り組みです。特典券は
「広報のみ 10 月号」に印刷されています。
▶利用期間　10 月 1 日（木）～ 12 月 31 日（木）
▶ 取扱店　「広報のみ 11 月号」と一緒に配布された
取扱店一覧チラシ、市ホームページ、店頭の取扱店表
示等をご確認ください。

お買い物金額総額（1,789 円）

お買い物金額総額（2,345 円）

お買い物金額総額（2,345 円）

お買い物金額総額（5,678 円）

割引額 895 円

割引額 1,173 円

割引額 1,000 円

割引額 2,000 円

上限額1,000円の特典券（緑）を利用して、
1,789円のお買い物をした場合、
2,000円以下のご利用は5割引きになります。

上限額2,000円の特典券（赤）を利用して、
2,345円のお買い物をした場合、
4,000円以下のご利用は5割引きになります。

上限額1,000円の特典券（緑）を利用して、
2,345円のお買い物をした場合、
2,000円以上のご利用は1,000円引きになります。

上限額2,000円の特典券（赤）を利用して、
5,678円のお買い物をした場合、
4,000円以上のご利用は2,000円引きになります。

▶注意事項
・店頭に「取扱店」の表示がない施設・店舗ではご利
用いただけません。
・能美市指定のごみ袋（青色・水色・緑色）、商品券、
タバコ、宝くじ等の購入にはご利用いただけません。
・紛失、廃棄による再配布はいたしません。
詳しくは「広報のみ 10 月号」29 ページ～ 32 ページ
をご覧ください。

1回のお支払いにつき特典券 1枚が利用できます。
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問 /休業中の問い合わせ  市役所（☎ 58‐1111 FAX 58‐2290）

施 　設
12 月 １月

27日
（日）

28日
（月）

29日
（火）

30日
（水）

31 日
（木）

１日
（金）

２日
（土）

３日
（日）

４日
（月）

５日
（火）

６日
（水）

市役所
根上総合文化会館・根上学習センター
防災センター
寺井地区公民館
辰口福祉会館 ※ 1
根上図書館
寺井図書館
辰口図書館
能美ふるさとミュージアム
市民協働まちづくりセンター「のみにこ」
能美市九谷焼美術館「五彩館」「浅蔵五十吉記念館」「体験館」「職人工房」
白寿会館
亀齢荘
保育園・児童館・子育て支援センター・コミュニティセンター ※ 2
病児保育センター
体育施設
根上ふれあいプール
根上フラワーセンター
こくぞう里山公園交流館
市立病院（☎ 55‐0560、休診中も救急患者を随時受け付け）
健康福祉センター「サンテ」

施　設
12月 １月

21日
（月）

22 日
（火）

23 日
（水）

24 日
（木）

25日
（金）

26日
（土）

27日
（日）

28 日
（月）

29 日
（火）

30 日
（水）

31 日
（木）

１日
（金）

２日
（土）

３日
（日）

４日
（月）

５日
（火）

６日
（水）

美化センター ※
根上くるくる工房
根上くるくる工房（資源回収）
ふれあいリサイクルセンター
辰口リサイクルセンター

※ 12 月 29 日（火）は開場しますので、ご利用ください。
美化センターにごみを持ち込む際は、燃えるものと燃えないものに分けて積み込んでください。道路にごみを落とさ
ないように、カバーやロープなどをかけて運んでください。ご協力をお願いします。
また、年末年始はごみの収集日が変則的になります。ごみ収集カレンダーをご確認ください。

※１ 温泉のみ営業　※２ 根上中央児童館のみ開館
里山の湯は年末年始は休まず営業します。年末は大変混雑が予想され、入館制限をする場合がありますので、ご了承く
ださい。

　コミュニティバス「のみバス」は、１月１日（金）から３日（日）まで運休します。
４日（月）からは平常運行します。　問い合わせ　地域振興課  （☎ 58‐2212  FAX 58‐2291）

美化センター・リサイクルセンターの休場案内

「のみバス」 年末年始の運行について

市施設等の休業案内

休 場

休 業

開 場

開 業

友だち登録の方法

問 /商工課（☎ 58‐2254 FAX 58‐2266）

問 / 市選挙管理委員会（☎ 58‐2200 FAX 58‐2290）

能美市のリクルート情報を
配信中！「リクのみ」のご案内

能美市長選挙および
能美市議会議員補欠選挙

　能美市では、これから就職活動を始める方向けにリ
クルート情報を発信するための LINE@ のアカウント
「リクのみ」を開設しています。
　友だち登録をしていただくと、就職説明会・面接会
等の就活イベント情報や市内企業の情報など就職活動
に必要な情報をお届けします。ぜひ、ご登録ください。

▶ 登録方法１
右のQRコードを読み取り、
友だち登録をお願いします。
▶ 登録方法２
LINE アプリ内の公式アカウントページから「能美市
役所商工課」と検索して、友だち登録をお願いします。

　能美市長選挙および能美市議会議員補欠選挙の日程
などについては、以下のとおりです。
▶ 告示日　令和３年１月 24 日（日）　
▶ 投票日　令和３年１月 31 日（日）　
▶ 投票時間　７時～ 20 時
▶ 投票できる人　平成 15 年２月１日までに生まれた
人で、令和２年 10 月 23 日以前に能美市に住民登録
をし、引き続き選挙の投票日まで住所がある人です。
選挙の投票日までに能美市から転出された人は投票で
きません。
※参考…令和２年９月定時登録の選挙人名簿登録者数
は 40,227 人です。

立候補予定者説明会の開催について

▶ 日時　令和２年 12 月 18 日（金）　13 時 30 分～
▶ 場所　市役所本庁舎　大会議室

家屋を新築、増築、滅失した
ときは届出を

　家屋の固定資産税・都市計画税は毎年 1月 1 日現
在の所有者に対して課税されます。
　令和２年中に家屋を新築、増築、滅失された方は、
税務課までご連絡ください（令和３年度の課税内容が
変更になります）。職員が現地を確認しに伺います。
なお、既に家屋の現地調査を終了している場合は連絡
の必要はありません。

問 /税務課（☎ 58‐2206 FAX 58‐2292）

問 / 上下水道課（☎ 58‐2260 FAX 58‐2296）

　気温がマイナス４℃以下になると水道管が凍結した
り、破裂することがあります。
▶ 凍結防止の対策
・屋外の水道管には保温材を巻く
・水が糸を引く程度に蛇口を開けて
おく（水道料金はかかります）
・給湯器やエアコンの室外機等の水
を抜くか保温をする。
▶ 水道管が破裂した場合は…
メーターボックス内にある止水栓を閉め、お近くの水
道業者に修理を依頼（有料）してください。
水道業者の紹介については、能美市管工事協同組合　
業務管理センター（☎ 55‐1206）へお問い合わせく
ださい。
▶ 空き家の水道も確認しましょう
空き家や長期間留守にした場合、給水装置や給湯器等
の破損に気づかずに漏水が拡大し、水道料金が高額に
なることがあります。
事前にメーターボックス内にある止水栓を閉めておく
か、長期間使用する予定がない場合は、水道休止の手
続きをしてください。

水道の凍結にご注意を年末年始の休業案内



2223

期 =日時、開催日、期間　 所 =場所　対 =対象　定 =定員　費 =費用、料金 　持 =持ちもの　内 =内容
締 =申し込み締め切り　申 =申し込み　問 =問い合わせ　☎=電話番号　 FAX = ファクス番号　 =Ｅメールアドレス 
講座・催しなどで特に記載のないものは、どなたでも参加（申し込み）可能、料金は無料です。
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料
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有
料
広
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石川県立九谷焼技術研修所の研修生を次の通り募集します。

申 問 石川県立九谷焼技術研修所（☎ 57‐3340 FAX 57‐3342）　

令和３年度石川県立九谷焼技術研修所　研修生「入学志願書」の受付開始

有
料
広
告
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市内外の作家・企業・商店から寄贈いた
だいた作品や九谷焼を、来場者が入札
し落札者に販売します。
益金は能美市共同募金委員会に寄付し
ます。九谷焼の茶碗や湯飲みなどの日
用品や、干支を描いた杯や絵画など、約
200点が陳列されます。だれでも気軽に
入札できます。
期 12月11日㈮～13日㈰９時～18時
（13日は17時まで）
落札連絡日 12月15日㈫午前中
 商品引き渡し 12月15日㈫13時～
所 問 寺井地区公民館
（☎57‐0030 FAX 57‐3709）

第 57回歳末助け合い入札展

学科 修業年限 入学定員 受験資格 受付期間 試験日

本科 ２年 15 人
高等学校を卒業した者及び卒業見込みの者、
又は高等学校を卒業した者と同等程度の知識
及び能力があると認められる者。

令和３年 1月４日（月）～
令和３年１月 22 日（金）

令和３年１月31日（日）

研究科 １年 15 人
本科を卒業した者及び本科卒業見込の者、又
は美術陶芸等に関する専門的知識及び技能が
これと同等以上であると認められる者。

令和２年 11 月 24 日（火）～
令和２年 12 月 11 日（金）

令和３年１月５日（火）

実習科
（週１回）

１年 30 人
現に石川県において陶磁器産業に就業してい
る者で事業主の推薦を受けた者。

令和３年１月 12 日（火）～
令和３年１月 29日（金）

令和３年２月12日（金）

市が設置している各世帯・事業所等の
水道メーターを２か月ごと（奇数月）
の年６回、ハンディーターミナル（携
帯用情報端末）で検針するお仕事です。
女性の方が多数活躍しています。お仕
事内容など気になる点がありました
ら、ご連絡ください。
対  20 歳～ 70 歳までの健康な男女
申 問 能美市水道量水器検針業務受託者
　　能美市管工事協同組合
　　業務管理センター
　　（☎ 55‐1206 FAX 55‐1224）

検針員を募集しています

自分を責めたりしていませんか。「頑
張って、元気を出して」という言葉が
辛くありませんか。自分の中にグリー
フ（深い悲しみ・悲観・悲痛）を無理
にため込まず、今の気持ちのままに話
してみませんか。参加申込は不要です。
どなたでもお越しください。
期  12 月 13 日㈰ 14 時～ 16 時
所  法林寺（大成町イ 103 番地）
問 法林寺（☎ 55‐0149）または誓立
寺（☎ 51‐2104）

ともいき～大切な人を
亡くされた方々の集いです～

このコーナーでは、催しや募集情報など、
市に関わるさまざまな情報を掲載しています。

　新型コロナウイルス感染状況を考慮し、内容に変更が生じる場合がありま
す。最新の情報については、ホームページをご覧いただくか、主催者にご確
認ください。※ 12 月の星空教室・星空観察会・プラネタリウム定時投映の
情報は市ホームページでお知らせします。

期 ２月６日㈯９時～ 15 時（根上校下婦人会員限定予約日）
     ２月７日㈰９時～ 15 時（一般の方）
対 平成 13 年４月２日～平成 14年４月１日生まれの方
所 根上校下婦人会 貸衣装室（根上窓口センター２階）
展示会へのご来場は、事前予約が必要です。12月20日㈰からお電話にてご予約を受け付
けます。12月20日㈰は、10時30分～12時まで、12月21日以降は、営業時間内にお電話
ください。
【営業日…月・水・木・金、営業時間10時30分～16時30分】
申   問根上校下婦人会（☎55‐4157 FAX 55‐4152）

里山の湯は施設改修のため臨時休館します。
利用者の皆様にはたいへんご迷惑をお掛けしますが、ご理解の程、よろしくお願い
申し上げます。
休館日  12 月８日㈫～ 12 月 11 日㈮の４日間
問温泉交流館 里山の湯（☎ 51‐2183 FAX 51‐2184）

2021 年成人式振袖予約展示会

里山の湯　臨時休館のお知らせ

募集人数  10 人
委嘱期間  約１年間（委嘱した日～令和
４年３月 31 日（水））（予定）
応募対象 ①小松基地周辺市町村に在住
し、自衛隊や防衛問題に関心のある方
②国会議員および地方公共団体の議員
ではない方
③常勤の国家公務員および地方公務員
ではない方
④モニターを対象とした各種行事に参
加できる方（主に平日に年間 10 日間
程度行われる活動です）
活動内容  各種基地行事への参加（観桜
会、納涼祭、航空祭等）、部隊の見学（小
松基地の各部隊）、他基地への研修
締 令和３年２月１日㈪当日消印有効
応募方法  小松基地ホームページの「基
地モニター募集」から応募用紙をダウ
ンロードし、必要事項を記入のうえ、
次の宛先まで郵送してください。
インターネットがご利用できない場合
は電話にてお問い合わせください。
申 問 〒 923‐8586
石川県小松市向本折町戊267番地
航空自衛隊小松基地広報班「基地モニ
ター募集係」（☎22‐2101 内線510 
 6wg-adm001@inet.asdf.mod.go.jp）

令和３年度
小松基地モニター募集

有
料
広
告

有
料
広
告

有
料
広
告
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時 /時間　場 /場所　料 /料金　問 /問い合わせ

12
月

２ 日 （水）
能美市議会本会議（一般質問）
時／ 10 時～　場／市役所議場　問／議会事務局（☎ 58‐2240 FAX58‐2295）

３ 日 （木）
能美市議会本会議（一般質問）
時／ 10 時～　場／市役所議場　問／議会事務局（☎ 58‐2240 FAX58‐2295）

11 日 （金） ～ 13日（日）第 57 回歳末助け合い入札展
時／９時～ 18 時（13 日は 17 時まで） 場・問／寺井地区公民館（☎ 57‐0030  FAX 57‐3709）

14 日 （月）
能美市議会本会議（最終日）
時／ 11 時～　場／市役所議場　問／議会事務局（☎ 58‐2240 FAX58‐2295）

15 日 （火）
ふれあいあいさつデー
朝の登校時間に子どもたちへ声かけをお願いします。　問／まなび文化課（☎ 58‐2272 FAX55‐8555）

今年は障害者週間にちなみ、市内の障害福祉事業
所に通う方々の作品を展示します。障がいのある方
の自己表現、社会参加の機会、そして市民の皆様の
障害への理解を深める機会として展示を行います。
また、会場での観覧が不安な方のために能美市ホー
ムページでも掲載いたします。

▶能美市役所本庁舎 市民ホール
12 月１日（火）～ 12 月 11 日（金）
（開庁時間）月～金　8時 30 分～ 17 時 15 分
▶根上総合文化会館 円形ホール
12 月 12 日（土）、12 月 13 日（日）　
10 時～ 16 時（※ 13 日は 15 時まで）
▶ホームページ
https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/
contents/1567486453746/index.html

福祉課（☎ 58‐2230  FAX 58‐2294）

北陸先端科学技術大学院大学の姜准教授を講師
とし、能美市での新しい地域ビジネスを考えなが
ら、お子さまの課題発見能力やアイデア発想力を
育む講座です。

　変化の激しい現代を生き抜くチカラを身につけ
るキッカケになりますので、ぜひご参加ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度に開催を予定していた「第 112 回九谷茶碗まつり」は中止とな
りましたが、まつりを楽しみにされていた九谷焼ファンの皆さまに向けて、厳選した特別商品をオンライン上で販
売する「ＷＥＢ九谷茶碗まつり 2020」を開催します。

　特価品、オリジナル商品、新作商品、逸品など、全43 社のこだわりの商品約 800 点が出揃う「ＷＥＢ九谷茶碗
まつり 2020」サイトを、皆さまぜひご覧ください。

■ 業界としての新たな一歩に
　今回、初めてオンラインで九谷茶碗まつりを開催することになったことで、
これまでネット販売に消極的だった多くの店舗が、新たな一歩を踏み出すきっ
かけとなりました。それが業界としての大きな成果です。
　来年の春には、また屋外で九谷茶碗まつりが開催できることを願っています。
　今回のWEB 九谷茶碗まつりを通して、これまで現地に来たことがなかった遠
方の方や若い世代の方にも知っていただき、「ぜひ現地にも行ってみたい」と思
ってもらえるように九谷焼の魅力を伝えたいです。

■ こだわりの写真を楽しんでほしい
　全国各地の陶磁器産地でも、オンラインの陶器市は開催していますが、WEB
九谷茶碗まつりは特に写真にこだわっています。
　商品１つずつの詳細な部分をいろんな角度からみていただけるのが、今回の
WEB 九谷茶碗まつりの大きな魅力だと思っています。
　今回は、普段市場に流通していないような巨匠の作品の出品も多いので、オ
ンラインミュージアムのように、たくさんの方に楽しんでいただきたいです。

九谷茶碗まつり運営委員会（☎ 58‐6656  FAX 58‐6663）

九谷茶碗まつり運営委員会
運営委員長　東 浩一 氏

運営委員　北野 広記 氏

おたがいを「知ろう」「理解しよう」そして「つ
ながろう」～ SDGs ってどんなこと？～をテーマに
国際交流× SDGs の活動を紹介します。

▶日時 12 月 12 日（土）～ 20 日（日）10 時～ 16 時
※会場の休館日を除きます
▶会場 能美ふるさとミュージアム
ミュージアムギャラリー
イベント詳細は、市ホームページへ →　

▶日時　12 月 13 日（日）　13 時～ 16 時
▶場所　辰口福祉会館 交流ホール
▶対象　市内の小中学生とそのご家族
▶定員　30 人※定員を超えた場合は抽選
▶申込締切　12 月４日（金）

商工課（☎ 58‐2254  FAX 58‐2266）

詳しくは、
市ホームページへ

珍しい世界の民芸品や雑貨を販売します！

12日（土）と 13 日（日）は、JAIST 内ロータリーと根上学習
センター（正面玄関前）から会場を結ぶシャトルバスを
運行します。運行時間は市ホームページをご覧ください。

★バナナの茎で作る環境配慮型SDGｓステッカー
★マスク　★クリアファイル　★缶バッジ

能美市国際交流協会（☎ 57‐3751  FAX 57‐3761）

専用ホームページＱＲコード


