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問 /保険年金課（☎ 58‐2236 FAX 58‐2293）

　国民年金は、20 歳以上 60 歳未満の方が加入し、保
険料を納める制度です。
　受け取れる年金には老齢年金、障害年金、遺族年金
の３つがあり、年を取ったとき、病気や事故で障がい
が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、働
いている世代みんなで支える仕組みです。
　国が責任をもって運営するため、年金の受給は生涯
にわたり保証されます。
▶ 学生納付特例制度
　学生で本人の所得が一定額以下の場合、保険料の納
付が猶予される制度です。対象は、学校教育法に規定
する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、
専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校
に在学する方です。
▶ 納付猶予制度
学生でない 50 歳未満の方で本人および配偶者の所

得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予される制
度です。
※ほかに、所得に応じた免除制度があります。詳しく
は小松年金事務所へお問い合わせください。
▶ 問い合わせ
小松年金事務所（☎ 24‐1791 FAX 22‐3933）
保険年金課（☎ 58‐2236 FAX 58‐2293）

新成人の皆さんへ
20歳になったら国民年金

令和３年度子育て世帯への臨
時特別給付金を支給します

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、
子育て世帯を支援する取り組みの一つとして、「子育
て世帯への臨時特別給付金」を支給します。
▶ ▶ 対象児童　平成 15 年４月２日から令和４年３月
31 日までに生まれた児童
※対象児童が婚姻している場合は対象外
▶ ▶ 支給対象者　対象児童の保護者のうち、生計を維
持する程度の高い人（所得の高い人）
※保護者の所得が児童手当（本則給付）の支給対象
となる金額と同等未満に限る
▶ ▶ 支給額　対象児童１人当たり 10 万円
▶ ▶ その他
① 公務員を除く令和３年９月分の児童手当受給者（同
一世帯の高校生分を含む）は申請が不要です。
② ①以外の支給対象者については、準備ができ次第
ご案内します。また市ホームページでもお知らせし
ます。
▶ ▶ 問い合わせ
子育て支援課（☎ 58‐2232 FAX 58‐2293）
　平日８時 30 分～ 17 時 15 分
　（12 月 29 日（水）～１月３日（月）を除く）
厚生労働省コールセンター（☎ 0120‐526‐145）
　９時～ 20 時（12 月 29 日（水）～１月３日（月）を除く）

問 /子育て支援課（☎ 58‐2232 FAX 58‐2293）

　令和４年成人式を実施します。対象者には、11 月
中旬ごろに案内文書および受付券を送付しています。
▶ ▶ 日時　1月９日（日）10 時～
▶ ▶ 場所　根上総合文化会館
※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、
変更となる場合があります。

問 /まなび文化課（☎ 58‐2272 FAX 55‐8555）

令和４年成人式

　これまで寺井消防署のみで消防関係届出の受け付け
を行っていましたが、根上分署、辰口分署でも受け付
けができるようになります（出動などで受け付けでき
ない場合もありますので、ご了承ください）。詳しく
は市消防本部ホームページをご確認いただくか、下記
までお問い合わせください。
▶ 問い合わせ
消防本部 予防課（☎ 58‐7119 FAX 58‐6299）
寺井消防署（☎ 58‐6321 FAX 58‐6496）
根上分署（☎ 55‐0077 FAX 55‐0077）
辰口分署（☎ 51‐6119 FAX 51‐6219）

　問 / 消防本部 予防課（☎ 58‐7119 FAX 58‐6299）

消防関係届出の受付窓口が
増えます

問 /税務課（☎ 58‐2206 FAX58‐2292）

▶ 申告受付会場を開設
　市民税・県民税の申告、所得税の確定申告の受付・
相談を次のとおり行います。

受付会場 受付期間 時間

市役所本庁舎
１階大会議室

２月 16 日（水）～３月 15 日（火）
（土・日曜日、祝日を除く）

９時
～ 16 時

受付会場 受付日 時間

根上サービスセンター
２階研修室

２月 25 日（金）・28 日（月）・
３月１日（火） ９時

～ 12 時寺井地区公民館
２階 202 会議室

３月２日（水）・３日（木）・
４日（金）

▶ 臨時申告受付窓口を開設
　本庁舎への来庁が困難な方を対象に、臨時申告受
付窓口を次のとおり開設しますのでご利用ください。

▶ 新型コロナウイルス感染症対策についてのお願い
・・お越しの際はマスクの着用をお願いします。
・・発熱や風邪症状のある方は、来場を控えてください。
・介助などが必要な方以外は、１人でお越しください。
・・市民税・県民税の申告書は郵送でも提出できます。

▶ 自宅でいつでも申告「e
イータックス

-Tax」
　確定申告には、お持ちのスマートフォンやパソコン
でご利用いただける e-Tax（電子申告）が便利です。
　多くの方が来場する確定申告会場に行かなくても、
「マイナンバーカード」と次の①～③のいずれかの組み
合わせで、いつでもe-Tax をご利用いただけます。
①スマートフォン※

②パソコンとスマートフォン※

③パソコンとＩＣカードリーダライタ
　マイナンバーカードをお持ちでない方は、事前にお
近くの税務署でＩＤ・パスワード方式の手続きを行っ
ていただければ、e-Tax をご利用いただけます。
　詳しくは国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）
をご覧ください。

スマートフォン※を利用した申告はこちら→

※マイナンバーカードの読み取りに、
一部対応していない機種があります。スマートフォン
申告を行う際は、事前に「マイナポータルアプリ」の
インストールが必要です。
▶ 小松税務署管内の納税者の皆さまへ
　申告書などを郵送で提出される場合は、下記の宛先
へ送付してください（持ち込みはできません。持ち込
みでの提出は小松税務署へお願いします）。
（宛先）　金沢国税局業務センター（小松税務署）
（住所）　〒 920-8526　金沢市戸水２丁目 30 番地（金
沢国税局戸水分庁舎）

申告の受付・相談について

　住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）の控除期間を 13 年とする特例期間が延長され、一定の期間（注
文住宅は令和２年 10 月１日から令和３年９月 30 日までの間、分譲住宅などは令和２年 12 月１日から令和３年
11 月 30 日までの間）に契約した場合、令和３年１月１日から令和４年 12 月 31 日までの間に入居した方が対象
となりました。
　また、この延長した部分に限り合計所得金額が 1,000 万円以下の方について面積要件を緩和し、床面積が 40 平
方メートル以上 50 平方メートル未満である住宅も対象となります。

税務署からのお知らせ

住宅ローン控除の特例期間が延長されます

市民税・県民税の申告、所得税の確定申告を受け付けます



※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・根上サービスセンターになっている方で、休日窓口（市
民サービス課）での受け取りを希望される方は、４日前までに市民サービス
課へご連絡ください。　

問 /市民サービス課（☎ 58‐2213 FAX 58‐2293）

市県民税（第４期）、国民健康保険税（第 10
期）、後期高齢者医療保険料（第 10期）、介
護保険料（第 10期）、上下水道料（11月使用
分）、下水道受益者負担金（第４期）

※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。
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問 /市民サービス課 （☎ 58‐2213 FAX 58‐2293）

マイナンバーカード出張申請受付・
休日申請受付を行います

※対象者や持ち物などについては、市ホームページま
たは広報のみ９月号 19 ページをご確認ください。

○出張申請受付

○休日申請受付

受付会場 受付日 時間
寺井地区公民館
１階　101 会議室 １月 14 日（金）

10 時～ 15 時
根上学習センター
１階　講堂 １月 27 日（木）

受付会場 受付日 時間

市役所本庁舎１階
市民サービス課

１月９日（日）
９時～ 12 時
13時～16時

１月 23 日（日）

がん医療機関検診は
１月 31日（月）で終了します

　医療機関でのがん検診を希望される方はお早めにご
予約をお願いします。
▶ 期間　１月 31 日（月）まで
▶ 対象者　今年度がん検診、がんドックを受診され
ていない方

▶ 持ち物　がん検診受診券、受診料金、健康保険証
※受診券を紛失した場合、再発行が必要です。再発行
には３日ほどかかりますので、お早めにお問い合わせ
ください。
▶ その他　指定医療機関、受診料金などについては
「令和３年度　能美市健診・がん検診のご案内」（令和
３年６月上旬送付）をご覧ください。

胃がん（40歳以上）、大腸がん（40歳以上）、前立腺がん（50
～ 74 歳の男性）、子宮頸がん（20 歳以上の女性）、
乳がん（40 歳以上の女性）、肺がん（50・55・60・65・70 歳）
※胃がんと乳がん検診は２年に１度、受診できます。

問 / 健康推進課（☎ 58‐2235 FAX 58‐6897）

　国民健康保険に加入されている（加入されていた）
方に対し、２月中旬と３月中旬の２回に分けて、医療
費のお知らせを発送します。確定申告などに使用され
る場合は申告まで大切に保管してください。

※お知らせに記載されていないものがある場合には、
医療費控除の明細書にご自分でお書きいただき、申告
書に添付する必要がありますのでご了承ください。

お知らせに記載される診療月 発送時期

令和３年１月～ 11 月 ２月中旬

令和３年 12 月 ３月中旬

問 / 保険年金課（☎ 58‐2236 FAX 58‐2293）

医療費のお知らせを
発送します

　65 歳以上の要介護（要支援）認定者で下表に該当
する方に、申請により「障害者控除対象者認定書」を
交付します。本人またはその家族などが所得税や市民
税・県民税の申告の際に認定書を添付することで、身
体障害者手帳をお持ちでなくても、障害者控除または
特別障害者控除の適用を受けられます。
▶ 認定書の申請・交付場所
保険年金課、寺井・根上サービスセンター

障
害
者
控
除

①認知症高齢者の日常生活自立度がⅡランク
（Ⅱランク：日常生活に支障をきたすような症状・
行動や意思疎通の困難さが多少みられても、誰かが
注意していれば自立できる状態）
②障害高齢者の寝たきり度がＡランク
（Ａランク：屋内の生活は概ね自立しているが、介
助なしには外出できない状態）

特
別
障
害
者
控
除

①認知症高齢者の日常生活自立度がⅢランク以上
（Ⅲランク：日常生活に支障をきたすような症状・行
動や意思疎通の困難さがみられ、介護を必要とする
状態）
②障害高齢者の寝たきり度がＢランク以上
（Ｂランク：屋内の生活で介助を要し、日中もベッド
上の生活が主体であるが、座位が保てる状態）

問 / 保険年金課（☎ 58‐2236 FAX 58‐2293）

要介護（要支援）認定者の
障害者控除について 「農業者年金」で老後の備えを

情報発信元 /農林課（☎ 58‐2256 FAX 58‐2297）

農業者年金は、農業経営者だけでなく、自分名義の
農地を持っていない農業者や配偶者、後継者などの家
族農業従事者も加入することができます。
　保険料とその運用益が将来の年金になる積立方式
で、終身にわたり支給されます。保険料は月２万円か
ら６万７千円まで選ぶことができ、全額社会保険料控
除になり節税もできます。また、認定農業者など担い
手を対象に保険料の国庫補助があります。詳しくは農
業委員会までお問い合わせください。
▶ 加入条件　国民年金の第１号被保険者で、年間 60
日以上農業に従事する 60 歳未満の方
※一定の要件を満たす場合には、令和４年１月１日か
らの保険料を月１万円から６万７千円まで選ぶことが
できます。
▶ 問い合わせ　農業委員会（☎ 58‐2256 FAX 58‐2297）

　物品購入、建物等管理業務委託など、市と取り引
きを希望する事業所は申請が必要です。
　必要書類や申請方法については、市ホームページ
でご案内しています。ご確認いただき、期日までに
管財課へご提出ください。
▶ 有効期間　令和４・５年度
▶ ▶ 受付期間　１月11日（火）～２月10日（木）９時～17時
※土・日曜日、祝日は除きます。
※郵送の場合、２月 10 日（木）までの消印有効

問 /管財課（☎ 58‐2205 FAX 58‐2290）

令和４・５年度
入札参加資格申請について

３Ｇ携帯電話（ガラケー）の
契約変更などはお早めに

情報発信元/デジタル戦略室 （☎58‐2204 FAX 58‐2291）

　３Ｇ回線を使用する携帯電話のサービス提供の終了
時期が、各携帯電話会社から公表されています。
　対象となる携帯電話は、主に従来型の携帯電話、い
わゆるガラケーです。サービス提供が終了すると利用
できなくなりますので、機種変更などの対応について、
時間に余裕を持ってお済ませください。
　なお、ご使用中の携帯電話の使用回線や契約内容、
機種変更などの対応方法の詳細については、現在契約
している各携帯電話会社にお問い合わせください。
▶ 公表されているサービス提供終了時期

私たち女性が
能美市を守ります

問 /消防本部 予防課（☎ 58‐7119 FAX 58‐6299）

　防火活動を行う女性団体、消防本部の女性消防士の
活躍を市民の皆さまに広く知っていただくために、市
内の事業所などにポスターを掲示しています。また、
女性消防士の一日が分かる動画を YouTube で公開し
ています。今後も女性の活躍と火災予防の普及につな
げていきます。

ＫＤＤＩ（au） 令和４年３月 31 日

ソフトバンク 令和６年１月下旬

ＮＴＴドコモ 令和８年３月 31 日

市消防本部
ホームページ
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問 /福祉課（☎ 58‐2230 FAX 58‐2294）

要約筆記体験講座
受講生募集

　「要約筆記」とは、話の内容を分かりやすくまとめ、
文字にして伝える方法です。
　聞こえない人・聞こえにくい人のサポートに役立
つ「要約筆記」を体験してみませんか？
▶ 日時　１月29日～２月19日の毎週土曜日（全４回）
　　　　 ９時 30 分～ 11 時 30 分
▶ 場所　寺井地区公民館
▶ 対象 能美市もしくはその周辺に在住または市内に
通勤・通学している方
※２回目の受講も可能です。申込者多数の場合、初
めての方を優先します。
▶ 定員　10 名
▶ 受講料　無料
▶ 申込方法　 氏名、住所、連絡先を福祉課までご連
絡ください。
▶ 申込締切　１月 20 日（木）

問 / まち整備課（☎ 58‐2251 FAX 58‐2298）

宅地嵩
かさ

上げ工事に対して
補助します

　浸水による被害を軽減するため、宅地嵩上げ工事
にかかる費用を補助します。
▶ 補助対象者　事業を行う者で、住宅などの敷地と
なっている土地・建物の所有者、借り受けている者
または貸し付けている者
※市税などを滞納している者を除く
▶ 補助対象事業　洪水ハザードマップの浸水深 0.5
メートル以上の区域において行う宅地の嵩上げで、
宅地の地盤面が、接する全ての道路から 50 センチメ
ートル以上の高さとなり、かつ既存の宅地の地盤面
から 50 センチメートル以上となる工事
▶ 補助金額　100 万円（上限）
（１）補助対象事業に要する経費の額
（２）嵩上げ部分の面積１平方メートル当たり１万円
を乗じて得た額（限度額 200 万円）
※（１）か（２）のいずれか低い額の１／２

問 /まち整備課（☎ 58‐2251 FAX 58‐2298）

透水性舗装工事に対して
補助します

　雨水流出による河川の負担を軽減するため、透水
性舗装工事にかかる費用を補助します。
▶ 補助対象者　事業を行う者で、建物の敷地となっ
ている土地または建物の所有者
※市税などを滞納している者を除く
▶ 補助対象事業　建物の敷地において行う舗装工事
で、市内の企業が製造し、石川県エコ・リサイクル
認定製品に認定された透水性舗装材を使用する工事
▶ 補助金額　100 万円（上限）
（１）補助対象事業に要する経費の額
（２）透水性舗装を行う面積に、石川県エコ・リサイ
クル認定製品パンフレットに記載されている、透水
性舗装に係る１平方メートル当たりの単価を乗じて
得た額
※（１）か（２）のいずれか低い額の１／３

問 /生活環境課（☎ 58‐2217 FAX 58‐2292）

セアカゴケグモ（特定外
来生物）にご注意を

　11 月 16 日、金沢市内でセアカゴケグモ（特定外来
生物）が確認されました。
　咬まれた場合、ほとんどが軽傷ですが、重症化する
こともありますので、速やかに医療機関にご相談くだ
さい。発見した場合は、素手で触れずに靴などで踏み
つぶすか、殺虫剤で駆除し、生活環境課までご連絡く
ださい。

腹部は大きな球状で
お腹に赤色の班紋がある

背面には赤色の縦班が
ある

  (1) 平均年齢および平均給料月額の状況（令和３年４月1日）

区　分 平均年齢 平均給料月額

一般行政職 40.4 歳 　297,457 円 

(4) 職員の初任給の状況（令和３年４月１日）
区　分 金　額

一般行政職
大学卒 182,200 円

高校卒 150,600 円

(2) 人件費の状況（普通会計決算）

区　分 歳出額 A
（千円）

人件費 B
（千円）※

人件費率
B/A（%）

（参考）令和元年度の
人件費率（%）

令和２年度 28,809,066 4,747,139 16.5 15.5

(3) 職員給与費の状況（普通会計予算）

区　分 職員数
Ａ（人）

給与費（千円）※１ １人当たり給与費
Ｂ /Ａ（千円）給料 職員手当※２ 期末・勤勉手当 計Ｂ

令和３年度 527 1,767,884 288,458 718,703 2,775,045 5,266
※１ 給与費は、当初予算に計上された額です。※２職員手当には退職手当を含みません。

(5) ラスパイレス指数の状況

令和２年度

96.8

区　分 令和２年
４月 1日

令和３年
４月 1日

増減

一般行政職 381 390 ＋９

特別行政職（教育） 45 42 △３

特別行政職（消防） 92 95 ＋３

公営企業職等 182 181 △１

計 700 708 ＋８

部門別職員数に関する状況（単位：人）

職員の給与に関する状況

特別職の給料・報酬の状況
（令和３年４月１日）

職員の勤務時間その他勤務条件の状況および服務の状況

(6)  職員手当（期末手当、勤勉手当、退職手当など）の状況　（令和３年度）
イ　退職手当 （支給率は国と同じ）

区　分 自己都合 勧奨・定年

勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分

勤続 25 年 28.0395 月分 33.270750 月分

勤続 35 年 39.7575 月分 47.7090 月分

最高限度 47.7090 月分 47.7090 月分

ア　期末手当、勤勉手当 （支給率は国と同じ）

区　分 期末手当 勤勉手当

６月期 1.275 月分 0.95 月分

12 月期 1.275 月分 0.95 月分

計 2.55 月分 1.9 月分
※職制上の段階、役職などによる加算措置があります。

ラスパイレス指数とは、国家公務員の
給与水準を 100 とした場合の地方公務
員の給与水準を示す指数です。

能美市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例により、
毎年その内容を公表しています。

区　分 給料・報酬月額

給　料
市長
副市長
教育長

890,000 円
715,000 円
655,000 円

報　酬
議長
副議長
議員

450,000 円
390,000 円
370,000 円

期 末 手 当
（令和３年度支給割合）

６月期 1.675 月分

12 月期 1.675 月分

計 3.35 月分

(2) 年次有給休暇の取得状況（令和２年１月１日～ 12月 31 日）
総付与日数

Ａ
総取得日数

Ｂ
対象職員数

Ｃ
平均使用日数

Ｂ／Ｃ
消化率
Ｂ／Ａ

   24,182 日     4,226.1 日      613 人      6.9 日 17.5%

(1) 職員の勤務時間の状況
1 週間の勤務時間 38 時間 45 分

勤務時間   8 時 30 分～ 17 時 15 分  

休憩時間 12 時～ 13 時
※業務の性質により、上記の勤務時間によることができない勤務箇所の勤務時間は、別に定めています。

※対象職員数は、令和２年１月１日～12月31日までの全期間在職した職員数です。
※総付与日数には、前年からの繰り越し分を含みます。

１

２

３ ４

※人件費Ｂには、職員に支払われる給与のほか、市長、副市長、教育長および市議会議員などの特別職に支払われる給料・報酬および共済費の負担金などを含
みます。数値は「地方財政状況調査（決算統計）」から引用しており、決算書とは異なります。

問 /総務課（☎ 58‐2200 FAX 58‐2290）

市職員の給与などのあらまし



　家庭から出されたプラスチック製容器包装（プラごみ）は、人の手による選別作業を行っ
ています。危険品が混ざっていると、作業員のけがや火災などの重大な事故が発生する恐れ
がありますので、絶対にプラごみ袋に入れないでください。

・ライター、電池など発火する危険性のあるもの
・カミソリ、ガラスの破片など、けがをする危険性のあるもの
・注射器、注射針、点滴セットのチューブ・針などの医療系廃棄物

問／生活環境課（☎ 58‐2217 FAX58‐2292）
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Google Play AppStore

▲ ダウンロードはこちら ▲

アプリからごみの分別方法が
確認できます

能美市美化センター会計年度任用職員募集
問 /生活環境課美化センター（☎ 51‐2471 FAX 51‐5029）

募集職種 採用予定人数 勤務時間 勤務場所 休日 受験資格

美化センター
作業員
（月給）

２名
８時 45 分～ 16 時
45 分の間の７時間
（週 35 時間）

美化センター
持ち込みごみ
受付場所

火曜日のほかに週１日、祝
日、年末年始（12/31 ～
1/3）

能美市またはその周辺に居住
する通勤可能な人

▶ 任用期間　令和４年４月１日～令和５年３月 31 日　

▶ 申込方法　１月 19 日（水）までに市販の履歴書（JIS 規格 A３版）に必要事項を記入の上、美化センターへ提出して
ください。※郵送の場合は、１月 19 日までの消印有効　▶　▶ 試験について　面接日程などは、申込者に直接連絡します。
▶ 申し込み・問い合わせ　生活環境課美化センター（☎ 51‐2471 FAX 51‐5029）〒 923‐1213　能美市坪野町リ１番地 1

能美市立病院会計年度任用職員募集
問 /能美市立病院総務課（☎ 55‐0560 FAX 55‐0815）

募集職種 採用予定人数 勤務時間 勤務場所 休日 受験資格

受付事務
（時給）

若干名
８時 30 分～ 17 時
15 分（週 35 時間）

能美市立病院

土・日曜日、祝日、年末
年始（12/29 ～ 1/3）
※業務により休日勤務の
可能性あり。

能美市またはその周辺に居住す
る通勤可能な人
パソコン操作（ワード・エクセル）
ができる人

▶ 任用期間　令和４年４月１日～令和５年３月 31 日　

▶ 申込方法　１月 25 日（火）までに市販の履歴書（JIS 規格 A３版）に必要事項を記入の上、能美市立病院総務課へ提
出してください。※郵送の場合は、１月 25 日までの消印有効
▶ 試験について　１次試験が書類選考、２次試験が面接です（日程などは、申込者に直接連絡します）。
▶ 申し込み・問い合わせ　能美市立病院総務課（☎ 55‐0560 FAX 55‐0815）〒 929‐0122　能美市大浜町ノ 85 番地

自衛官候補生・予備自衛官補（一般、技能）募集
情報発信元 /総務課（☎ 58‐2200 FAX 58‐2290）

募集 応募資格 試験日など 応募締切

自衛官候補生
令和４年４月１日現在
18 歳以上 33 歳未満の人

２月６日（日）
筆記試験、作文、口述試験、身体検査

２月２日（水）

予備自衛官補
（一般）18 歳以上 34 歳未満の人
（技能）お問い合わせください

４月 11 日（月）～ 17 日（日）のうち指定する１日 ４月８日（金）

　防衛省自衛隊では、令和４年春入隊の自衛官候補生および予備自衛官を募集しています。

▶ 申し込み・問い合わせ　自衛隊小松地域事務所（☎ FAX 0761‐24‐5180）ホームページhttps://www.mod.go.jp/pco/ishikawa/

能美市会計年度任用職員募集
問 /総務課（☎ 58‐2200 FAX 58‐2290）

募集職種 採用予定人数 勤務時間 勤務場所 休日 受験資格

事務補助
（月給）

若干名
８時 30 分～
17 時 15 分
（週 35 時間）

市役所本庁舎
寺井分室
根上分室

土・日曜日、祝日、年末年始
（12/29 ～ 1/3）
※業務により休日勤務の可能
性あり

能美市またはその周辺に居住す
る通勤可能な人
パソコン操作（ワード・エクセル）
ができる人

事務補助
障がい者枠
（月給）

▶ 任用期間　令和４年４月１日～令和５年３月 31 日　

▶ 申込方法　１月 25日（火）までに市販の履歴書（JIS 規格 A３版）に必要事項を記入の上、総務課へ提出してください。
※郵送の場合は、１月 25 日までの消印有効
▶ 試験について　１次試験が書類選考、２次試験が面接です（日程などは、申込者に直接連絡します）。
▶ 申し込み・問い合わせ　総務課（☎ 58‐2200 FAX 58‐2290）〒 923‐1297　能美市来丸町 1110 番地

能美市教育委員会会計年度任用職員募集
問 /教育総務課（☎ 58‐2270 FAX 55‐8530）

募集職種 採用予定人数 勤務時間 勤務場所 休日 受験資格・その他
特別支援教育
支援員
（時給）

若干名
８時 15 分～ 15 時 15 分
 （週 30 時間以内）

市内小・中学校
土・日曜日、祝日、
年末年始（12/29
～ 1/3）、学期休み

能美市またはその周辺に居住
する通勤可能な人
短大卒以上

学校給食調理員
（月給）

１名
８時～16時（週35時間）
当番制あり
（７時30分～：数回／月）

市内小・中学校、
辰口学校給食セ
ンター

土・日曜日、祝日、
年末年始（12/29
～ 1/3）

能美市またはその周辺に居住
する通勤可能な人
調理師免許の有無を問いませ
ん学校給食調理員

（時給）
１名

８時～16時の間の６時間
（週30時間）

市内小・中学校、
辰口学校給食セ
ンター

土・日曜日、祝日、
年末年始（12/29
～ 1/3）

学校図書館司書
および事務補助
（月給）

１名
８時 10 分～ 16 時 10 分
（週 35 時間）

市内小・中学校
土・日曜日、祝日、
年末年始（12/29
～ 1/3）

司書資格を有するまたは令和
４年３月までに取得見込の人
能美市またはその周辺に居住
する通勤可能な人
パソコン操作（ワード・エク
セル）ができる人

学校図書館司書
（時給）

１名
８時 15 分～ 16 時 15 分
（週 35 時間）

市内小・中学校
土・日曜日、祝日、
年末年始（12/29
～ 1/3）、学期休み

施設事務
（月給）

若干名
８時30分～17時 15分
（週35時間）

市内文化施設
週２日、年末年始
（12/29 ～ 1/3）

能美市またはその周辺に居住
する通勤可能な人
パソコン操作（ワード・エク
セル）ができる人

施設管理
（時給）

若干名
７時～ 19 時 30 分の間の
６時間  （週 30 時間）

市内体育施設
週２日、年末年始
（12/29 ～ 1/3）

能美市またはその周辺に居住
する通勤可能な人

▶ 任用期間　令和４年４月１日～令和５年３月 31 日　

※障がいのある方の就労に向けた相談も受け付けています。教育総務課までお問い合わせください。
▶ 申込方法　１月 19 日（水）までに、市販の履歴書（JIS 規格 A３版）に必要事項を記入の上、教育総務課へ提出して
ください。※郵送の場合は、１月 19 日までの消印有効
▶ 試験について　１次試験が書類選考、２次試験が面接です（日程などは、申込者に直接連絡します）。
▶ 申し込み・問い合わせ　教育総務課（☎ 58‐2270 FAX 55‐8530）〒 929‐0113　能美市大成町ヌ 118 番地
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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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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。

※１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。

お
知
ら
せ

◆職種・資格◆職種・資格

申込方法 市販の履歴書（JIS 規格 A３版）に必要事項・募集職種を記入の上、１月 21 日（金） までに提出もしくは郵送（受付最終日
までの消印有効）してください。試験について １次試験が書類選考、２次試験が面接です（日程などは、申込者に直接連絡します）。
申 問（公財）能美市ふるさと振興公社事務局（☎ 52‐8008  FAX 52‐8012）〒 923‐1245  能美市辰口町ヌ 10 番地

（公財）能美市ふるさと振興公社　パート職員募集（令和４年４月１日採用）

募集職種 採用予定人数 勤務地 主な職務内容・資格 勤務時間 応募資格・その他

物見山陸上競技場
（管理人）（時給）

１名 物見山陸上
競技場

施設管理・整備
受付業務
陸上競技審判員経験者

（交代制）
８時 30 分～ 17 時のうち５時間程度
週 20 時間未満

令和４年４月１
日時点で 69 歳
以下で、能美市
またはその周辺
に居住する通勤
可能な人

放課後児童クラブ
（支援員）（時給）

若干名 辰口地区児
童館

児童クラブの指導に
意欲のある方

① 14 時～ 18 時（月～金）
②土曜日・春・夏・冬休み期間交代制
　７時30分～ 19時のうち４時間程度

～難関突破の守護神 “安宅住
吉神社” へ行く～
期 １月 23 日（日）９時～ 11
時 30 分（受付８時 30 分～）
集合場所  根上体育館 定 30 名
費 500 円（保険料込み）持 飲み物、
タオルなど 距離 約 7.5 キロメートル
申込方法  イベント名、氏名、住所、電
話番号を明記の上、メールまたは FAX
でお申し込みください（イベントの詳
細は申し込み時の手段でご案内しま
す）。
締 １月 19 日（水）
申 問 能美市ふるさと振興公社　健康づ
くり推進室（☎ 52‐8032 FAX 52‐8012
public-co@city.nomi.ishikawa.jp）

からだバランス塾特別企画
「新春初詣ウォーキング」

能美市都市計画マスタープランは、将
来的な人口減少を真摯に受け止め、市
民が豊かに暮らし続けられる持続可能
な都市づくりに向け、策定するもので
す。計画の原案がまとまりましたので、
皆さまからのご意見を募集します。
募集期間  １月４日（火）～２月３日（木）
閲覧場所  市ホームページおよびまち整
備課窓口
提出方法 メール、FAX、郵送
提出先 問

まち整備課（☎ 58‐2251 FAX 58‐2298 
 machiseibi@city.nomi.lg.jp）

能美市都市計画マスタープラン
(案 )パブリックコメント募集
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１月の替わり湯は「桃の葉湯」を予定
しています。ぜひ、ご家族やご友人と
『替わり湯』をお楽しみください。
期 １月 11 日（火）終日所 里山の湯（露
天風呂）内桃の葉湯 費 大人 520 円、
小人 100 円、３歳未満無料 
問  温泉交流館 里山の湯
（☎ 51‐2183 FAX 51‐2184）

里山の湯　月替わり湯

南加賀地区で獲れた冷凍イノシシ肉の
直売会を開催します。事前予約も承り
ますので、お問い合わせください。
期 12 月 25 日（土）９時～ 15 時（なく
なり次第終了）所ジビエアトリエ加賀
の國（小松市江指町甲 96 番地１）
問 ジビエアトリエ加賀の國
（☎ 0761‐41‐1129 FAX 0761‐41‐1130）

南加賀産イノシシ肉直売会

市民や市出身者による随筆や俳句、川
柳、短歌、篆

てんこく

刻などの作品や市内小中
学生の作文、また市美術作家協会会員
が手掛けた挿絵や写真などをつづった
文芸誌を発刊しました。市内各施設で、
一冊 300 円で販売しています。
販売場所 寺井地区公民館、根上総合文化
会館、図書館３館、辰口地区各コミュ
ニティセンター
費 300 円
問 まなび文化課
（☎ 58‐2272 FAX 55‐8555）

「文芸能美」第 17号を発刊

次のとおり個室工房の使用者を募集し
ます。提出書類など詳しくはお問い合わ
せください。
使用期間 ３年以内 申込資格 九谷焼の制作
に５年以上従事している者。または、
５年未満でも九谷焼の制作に関する専
門知識及び技能が同等以上であると知
事が認める者 締 １月７日（金）
試験日 １月 25 日（火）10 時～
申 問  石川県立九谷焼技術研修所
（☎ 57‐3340 FAX 57‐3342）

石川県立九谷焼技術者自立支援
工房個室工房の使用者募集

観光や帰省などで空港を利用する個人向
けの会員制度「小松空港サポーターズク
ラブ」。専用アプリをダウンロードして、
入会申込すると、駐車場無料券や空港内
売店などで使えるクーポン券を先着２千
名に進呈します。また、小松空港国内線の
利用回数に応じて特典を進呈（先着２千
名）するほか、旅行券や石川県特産品など
が当たる抽選会に参加可能です。
アプリダウンロード方法  App Store ま た は
Google Playストアにて「小松空港サポー
ターズクラブ」で検索してください。
問小松空港協議会（石川県空港企画課内）
（☎ 076‐225‐1337 FAX 076‐225‐1339）
北陸エアターミナルビル株式会社
（☎ 0761‐23‐6111 FAX 0761‐23‐6124）
小松空港サポーターズクラブ（ホーム
ページ https://www.kmq-supporters.
club/）

小松空港サポーターズクラブ

「ゆーりんピック」は、高齢者の積極
的な健康づくりと生きがいづくりの高
揚を図ることを目的として、地域や世
代を超えて交流が深められるスポー
ツ・文化の交流大会です。今年度、新
たな取り組みとして、金賞および銀賞
を受賞し、本来であれば全国健康福祉
祭岐阜大会（ねんりんピック）で展示
される予定であった作品を、『優秀作
品展』として展示します。
①優秀作品展（金賞および銀賞を受賞
した 10 作品を展示）
期２月４日（金）～６日（日）９時30分～

17時（入館は16時 30分まで）
所 石川県立美術館　広坂別館（石川県
立美術館敷地内）
②ゆーりんピック 2021 美術展（６部
門（日本画、洋画、工芸、彫刻、書、
写真）の 74 作品を展示）
期３月４日（金）～６日（日）９時～16時 
所 しいのき迎賓館１階しいのきプラ
ザ・２階イベントホール
問 ゆーりんピック実行委員会（（社福）
石川県社会福祉協議会　長寿生きがい
センター内）
（☎ 076‐258‐3135 FAX 076‐258‐3149）

ゆーりんピック 2021 美術展

人気の「ヨガ」を体験してみませんか。
今回は立位のポーズを多く取り入れた
強度高めの内容で行います。
期２月９日（水）10 時～ 11 時
　２月 12 日（土）10 時～ 11 時
※同内容の講座を２回開催
所 辰口福祉会館 定 各 20名 費 各 500円 
講師 河津智恵香さん 申込方法  イベント
名、参加希望日、氏名、住所、電話番
号を明記の上、メールまたは FAX で
お申し込みください（講座の詳細は申
し込み時の手段でご案内します）。
締 １月 31 日（月）
申 問 能美市ふるさと振興公社　健康づ
くり推進室（☎ 52‐8032 FAX 52‐8012
public-co@city.nomi.ishikawa.jp）

からだバランス塾
おためし体験講座

次のとおり入校生を募集します。訓練
見学を希望する方は、当校へ事前にご
連絡ください。
学科 ①機械ＣＡＤ科、②電子機器科、
③陶磁器製造科、④ＯＡビジネス科
⑤実務作業科、⑥ｷｬﾘｱ ･ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ科
訓練期間 １年（⑥は６か月）対象 ①～④
身体・精神障害のある人、⑤知的障害
のある人、⑥精神障害のある人
選考日 ２月４日（金）
締１月 21 日（金）申 ハローワーク小松 
問 石川障害者職業能力開発校
（☎ 076‐248‐2235 FAX 076‐248‐2236）

令和４年度 石川障害者職業
能力開発校入校生募集

１月は水道メーターの検針月です。15
日～末日の間に検針員が検針に伺いま
すので、検針期間中はメーターボック
スの上に物を置いたり、駐車をしたり
しないようご協力をお願いします。
問上下水道課（☎58‐2260 FAX 58‐2296）

水道メーター検針のお知らせ


