
法律相談
■日時・弁護士
8 月10日㈭　犬塚　雅文
8月24日㈭　上田　晃一朗
8月31日㈭　宮崎　昇一郎
9月 7日㈭　小蕎　秀臣
9月14日㈭　奥村　回
9月21日㈭　蕪城　哲平
9月28日㈭　北村　勇樹
13：30 ～ 16：00
■場所　フォーラム七尾
■申込方法　
相談日前日の17時までに電話で
予約してください。
■定員　 5人（先着順）
■相談料　5,400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

　　　　　　   …  　　　　　　

県内一斉
司法書士無料法律相談会
不動産登記・商業登記・相続・
遺言・成年後見・借金問題・消費
者問題などでお悩みの人は、お気
軽にご相談ください。
秘密厳守。事前予約は不要です。

■日時　 9月 3日㈰
面接相談  13:00 ～ 16:00
電話相談  10:00 ～ 16:00
（専用番号　☎076-291-0099）
■場所　七尾商工会議所
石川県司法書士会
☎076-291-7070

児童扶養手当・ひとり親家庭等
医療費の現況届はお早めに
市から通知が届いた人は現況届
を提出してください。提出がない
場合、手当の支払いが一時差し止
められ、受給資格がなくなる場合
がありますので、ご注意ください。
■対象者
・児童扶養手当の受給者
・児童扶養手当の支給を停止さ
れている人

・ひとり親家庭等医療費の資格
登録をしている人

■手続きに必要なもの
　【全員】印鑑、健康保険証
　【該当者のみ】
児童扶養手当証書・ひとり親家
庭等医療費受給資格証
※事由によって別途書類が必要
です。
※平成29年 1 月 2 日以降に転入
した人は、平成29年度所得課
税証明書が必要です。

■提出期限　 8月31日㈭
子育て支援課　☎53-8419
　　　　　　   …  　　　　　　

平成28年度版
データでみる「七尾市の姿」刊行
市のあらゆる分野の情勢をまと
めた平成28年度版データでみる
「七尾市の姿」を刊行しました。
■設置場所
市役所本庁ロビー、各公民館
※市ホームページにも掲載して
います。

総務課　☎53-1111

市の人口 　 　

平成29年 6 月30日現在
先月比較（△＝減）※外国人含む
世　帯　22,205世帯　（　 0）
人　口　54,166人　　（△48）
　男　　25,594人　　（△ 4）
　女　　28,572人　　（△44）
年齢別人口
　 0 ～ 20歳　8,667人
　21 ～ 64歳　26,424人
　65歳～　　 19,075人
転　入　122人　　　転出　123人
出　生　21人　　　死亡　 68人
婚　姻　17件

納税のお知らせ 　 　

市・県民税（ 2期）
国民健康保険税（ 2期）
納期限： 8月31日㈭

愛の献血 　 　

 8 月21日㈪　
七尾市役所（袖ケ江町）
9：45～ 11：45、13：00～ 16：00

献血の詳しい情報は
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

経営者、社長、役員の方へ

全棟構造設計
《構造計算専門店》

㈱西川総合建築／西川測量登記
七尾市能登島通町チ部２番地
TEL/FAX　0767-85-2752

【担当  西川剛志 080-1965-6748】

家の新築やリフォームでお悩みの方
病院、工場、事務所、店舗、住宅…
木の温もりある建物。可能性は無限大。
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

福祉のしごと職場体験を
してみませんか
　福祉や介護の職場の雰囲気や
サービス内容を知り、仕事への理
解を深めませんか。
■対象
福祉・介護の分野への就職に関
心がある高校生以上の人（福祉
資格、経験の有無は不問）
■体験場所
県内の社会福祉施設（受入事業
所はホームページに掲載）
■体験期間　
　最長 3日間（高校生は 2日間）
■費用　無料（交通費、昼食代な
　　　　どは自己負担）　
■申込期限　平成30年 2 月28日㈬
　　　　　　（定員になり次第終了）
■申込方法　
　電話でお申し込みください。
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

　　　　　　   …  　　　　　　

相続手続きを簡素化
法定相続情報証明制度
相続人が不動産登記の変更手続
きなどに必要な戸籍関係の書類一
式を法務局で 1枚の証明書にまと
める仕組みで、相続人の負担軽減
を図るものです。
これまでは、銀行口座の解約や
不動産登記変更などの手続きを行
う際、窓口ごとに戸籍関係書類を
提出し、返還されないものもあり、
相続人の負担になっていました。
新制度では、法務局に関係書類
を提出すると法定相続情報一覧図
の写しを無料で発行してもらうこ
とができ、各種手続きに利用でき
ます。
　
金沢地方法務局不動産登記部門
　☎076-292-7821
　

平成29年 7月 5日からの
大雨災害義援金を受け付け
　九州北部地方における断続的な
大雨災害の被災者を支援するた
め、義援金を受け付けています。
■受付期限　 8月31日㈭
　※延長になる場合があります。
■受付時間　 8 ：30 ～ 17：15
　　　　　（土・日、祝日除く）
■受付場所　
　福祉課、税務課、健康推進課、
　田鶴浜・中島・能登島地区のコ
　ミュニティセンター
福祉課　☎53-8463

　　　　　　   …  　　　　　　

平成28年熊本地震義援金
　皆さまからお預かりした義援金
は、日本赤十字社を通じて被災地
へ送金されます。
■義援金をいただいた方のご芳名
　（敬称略）
　東湊公民館
福祉課　☎53-8463

　　　　　　   …  　　　　　　

介護現場で生かそう！
中高年マンパワー事業研修
介護の基礎的な知識や技能を学
びませんか。介護施設で働きたい
人は、施設で補助業務などの体験
ができます。
■対象　
　中高年齢者（50 ～ 60歳代中心）
■研修期間　
　 9月20日㈬～ 9月22日㈮
■会場　ワークパル七尾
■定員　先着50人
■費用　無料

石川県社会福祉協議会
　☎076-234-1151
　

七尾市競争入札参加資格審査
申請（工事・業務・物品など）
平成29・30年度七尾市競争入札
参加資格審査申請（第 1回追加登
録）を受け付けています。
申請方法は、市ホームページを
ご覧ください。期限後の随時受け
付けは行いませんので、ご注意く
ださい。
■申請期限　 8月31日㈭

総務課　☎53-1118

　　　　　　   …  　　　　　　

石川海区漁業調整委員会
委員選挙人名簿登載申請
海区漁業調整委員会委員選挙人
名簿の登載に該当する人は申請し
てください。
選挙権を有する内容は、お問い
合わせください。
■申請期限　 9月 5日㈫
■申請書の受け取り・提出窓口　
総務課、サンビーム日和ヶ丘、
中島地区コミュニティセンター、
能登島総合健康センター
七尾市選挙管理委員会　
　☎53-1111

　　　　　　   …  　　　　　　

事業主の皆さん
中退共の退職金制度を
活用しませんか
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の国が
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。

(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

金沢地方法務局 検索

石川県社会福祉協議会 検索 中退共 検索

七尾市　入札 検索
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不用品活用銀行
■ゆずります
七尾港まつり女性用ゆかた、
幼児用歩行器、幼児用木製滑
り台、紙オムツ（大人Lサイズ
100枚程度）、姿見（幅30㎝高
さ150㎝）、クリスマスツリー、
クラシックギター、24インチ
自転車（小学生男子用）
■ゆずってください
山王小学校制服スカート（高
学年）、中学生制服上着（男子
185cm）チャイルドシート（ 1
歳児）、大人用自転車 2台
※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

平成28年度情報公開制度および
個人情報開示請求の運用状況
■行政文書公開請求
①請求件数　　　　　　　  46件
②取り下げ・請求却下件数　 4件
③公開決定状況
・公　開　　　　　　　　　14件
・一部公開　　　　　　　　26件
・非公開　　　　　　　　　 0件
・存否不明　　　　　　　　 1件
・不存在　　　　　　　　　 1件
④審査請求件数　　　　　  0 件
■個人情報開示請求
①請求件数　　　　　　　  52件
②取り下げ・請求却下件数　 0件
③開示決定状況
・開　示　　　　　　　　　50件
・一部開示　　　　　　　　 1件
・非公開　　　　　　　　　 0件
・存否不明　　　　　　　　 0件
・不存在　　　　　　　　　 1件
④審査請求件数　　　　　  0 件
広報広聴課　☎53-8423

平成29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。
崎山地域づくり協議会が宝く
じの助成金で、簡易ステージを
整備しました。

 
ふるさと振興課　☎53-1134

　　　　　　   …  　　　　　　

石川県立七尾産業技術専門校
平成29年度訓練生募集
■募集学科　短期課程土木建築科
■応募資格
　就職に向け、熱意を持って訓練
　を受けられる人
■取得可能な資格
車両系建設機械（整地）技能
講習修了証、小型移動式クレー
ン運転技能講習修了証、玉掛
け技能講習修了証、ガス溶接
技能講習修了証、アーク溶接
特別教育修了証
■訓練期間　
6カ月（10月 2 日～翌 3月15日）

■申込期限　 8月31日㈭
石川県立七尾産業技術専門校
　☎52-3159
　

　　　　　　　　　　　　　　  …  　　　　　　　　　　　　　　

自衛官募集
　資格年齢は、平成30年 4 月 1 日現在です。

募集種目 資格 受付期間
一般曹候補生 18歳以上27歳未満

の男女 9月 8日㈮まで自衛官候補生※
航空学生

高卒（見込み含む）
21歳未満の男女

防衛大学校学生（推薦） 9月 5日㈫
～ 9月 7日㈭防衛大学校学生（総合選抜）

防衛大学校学生（一般）前期
9月 5日㈫
～ 9月29日㈮

防衛医科大学校　医学科学生
防衛医科大学校
看護学科学生（自衛官コース）

防衛大学校学生（一般）後期
平成30年
1 月20日㈯
～ 1月26日㈮

※自衛官候補生男子は、年間を通じて募集しています。
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
　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
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

こころの健康相談日
不安や悩みを抱え、食欲がなく
なる、寝付きが悪い、ゆううつな
気分になるなどの症状はありませ
んか。気軽にご相談ください。
本人に限らず、家族も相談でき
ます。事前にお申し込みください。
■日時　 8月15日㈫、 9月19日㈫
　　　　10：00 ～ 12：00
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　保健センター

健康推進課　☎53-3623

　　　　　　   …  　　　　　　

第 5回等伯の里盆おどり
■日時　 8月13日㈰、14日㈪
　　　　14：00 ～ 20：00　
■場所　ミナ.クル前広場
■イベント
・ミニ新幹線に乗ろう！
　14：00 ～ 16：00（雨天中止）
　小学生以下対象、乗車無料。
　駅長の制服を着て記念撮影も
　できます。
　・カラオケ大会
　　18：00 ～ 18：45
　　自由参加、先着10人程度受け
　　付け。
　・縁日・飲食コーナー
　　15：00 ～ 20：00
　・ビアガーデン
　　16：00 ～ 20：00
※出展ブースでは 1冊1,000円の
お買い物チケットのみ使用可能
です。現金は使用できません。
七尾駅前活性化協議会
　（七尾都市開発内）☎54-0770

「高齢者・障害者の人権
あんしん相談」強化週間
高齢者や障害者に対するいじ
め、いやがらせ、虐待などのさま
ざまな人権問題に、人権擁護委員
および法務局職員が電話で相談に
応じます。相談は無料、秘密厳守
です。
■相談受付日時
9 月 4 日㈪～ 8日㈮
8：30 ～ 19：00
9 月 9 日㈯、10日㈰
10：00 ～ 17：00
■全国共通人権相談ダイヤル
　☎0570-003-110
平日は最寄りの法務局、土日は
名古屋法務局につながります。

 
金沢地方法務局七尾支局
　☎53-1721

　　　　　　   …  　　　　　　

はかりの定期検査
はかりを使用していると、くる
いが生じる恐れがあります。計量
法では、取引や証明に使用するは
かりは、 2年ごとに定期検査が義
務付けられています。
定期検査を実施しますので、必
ず受検してください。
■日時・場所
【中島体育館】
9月12日㈫　13：00 ～ 15：00
【和倉温泉観光会館】
9月13日㈬　11：00 ～ 12：00
　　　　　　13：00 ～ 15：00
【市役所東口】
9月14日㈭、15日㈮
　　　　　　11：00 ～ 12：00
　　　　　　13：00 ～ 15：00
産業振興課　☎53-8565

分譲宅地サンタウン万行
奨励金申し込み受け付け中
万行地区土地区画整理事業区域
の保留地の購入を検討している人
への耳寄り情報です。
■交付対象
・定住を目的としていること
・保留地で一戸建て住宅を建築
するために土地を購入した
個人または法人

・平成28年 4 月 1 日以降に保留
地を購入したこと

■交付額
　 1区画につき200万円

 
奨励金の申請
都市建築課　☎53-8429
分譲地の詳細
　七尾市万行地区土地区画整理
　組合　☎53-4390

　　　　　　   …  　　　　　　

市営住宅入居者および
補欠者募集
■募集住宅（変更の可能性あり）

※応募者多数の場合は抽選です。
■家賃など
・家賃は所得に応じて決定します。
・別途駐車料金がかかります。
・入居時に家賃 3カ月分の敷金
が必要です。

■申込期限　 8 月18日㈮
都市建築課　☎53-8429

住宅 家賃
【七尾地区】
奥原   9,900円～ 1万9,400円
古府 1万3,400円～ 3万3,900円
万行 1万7,700円～ 4万3,200円
【中島地区】
中島 1万9,700円～ 4万9,000円
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七尾城跡（城山）の古い写真
や絵、図などありませんか

市は今年度中に七尾城跡の今後
の取り組み方針を定めた保存活用
計画を作成します。
この計画の中に七尾城跡の古い
写真や絵などを掲載します。提供
していただける資料がありました
ら、ぜひご協力ください。

文化課　☎53-8437

　　　　　　   …  　　　　　　

富山県高岡市交流情報
夏の国宝瑞龍寺
夜の祈りと大福市
照明の効果で幻想的に浮かび上
がる建築美。門前の大福市はバラ
エティに富んだ飲食が並びます。
瑞龍寺は今年国宝指定20年を迎え
ます。
■開催日　 8月12日㈯、13日㈰
■場所　瑞龍寺
■費用　前売券350円
　　　　当日券500円
北日本新聞社高岡支社事業部
　☎0766-22-2226

個人県政学習バス参加者募集

■対象　七尾市、羽咋市、志賀町、
　　　　宝達志水町、中能登町に
　　　　住む20歳以上の男女
■運行日（日帰り、 4回開催）
9月27日㈬
加賀の公園・動物園を巡るコース
10月 5 日㈭
金沢の多様な文化を訪ねるコース
10月17日㈫
いしかわの安全・安心実感コース
10月28日㈯
奥能登の空・海体感コース
■定員　各コース43人
　　　　申込多数の場合は抽選
■費用　コースにより異なります。
■申込方法
8 月28日㈪までに往復はがきで
お申し込みください（当日消印
有効）。
石川県中能登総合事務所
　企画振興課　☎52-6113

　　　　　　   …  　　　　　　

長野県飯山市交流情報
信越自然郷うまいもの市
飯山市と周辺市町村の「食」を

楽しむイベントです。第5回北信
州ハーフマラソンと同時開催です。
■日時　 9月24日㈰
　　　　 9：00 ～ 13：00
■場所　飯山市本町商店街
飯山市商工観光課
　☎0269-62-3111

七尾市成人式実行委員募集
　一生に一度の成人式を自分たち
の手で作り上げてみませんか。
■対象者　
平成30年成人式の対象になる人
　（平成 9年 4月 2日から平成
10年 4 月 1 日生まれの人）

■活動内容　式典の進行、記念行
　　　　　　事の企画運営など
■募集人数　15人程度
■成人式開催日
　平成30年 1 月 7 日㈰

生涯学習スポーツ課
　☎53-3661
　　　　　　   …  　　　　　　

第 3回七尾学講座参加者募集
エネルギー基地七尾港
～七尾大田火力発電所～
七尾港の輸入数量第 1位の石炭
から電気が作られる現場を見学し
ます。
■日時　
8月30日㈬　 9：00 ～ 11：00
8：50市役所前集合、バスで往復

■場所　北陸電力㈱七尾大田火力
　　　　発電所（大田町）
■定員　20人（先着順）
■申込期限　 8月21日㈪
■費用　無料
※見学先に名簿を提出するため、
申込時に参加者全員の氏名、住
所、年齢、性別、電話番号を伺
います。

文化課　☎53-8437

特定健診・がん検診の日程
　身体の状態を教えてくれる特定健診は、病気治療中の人も対象です。
11月30日㈭まで市内の医療機関でも受診できます。
　がん検診は、次の特定健診会場で同時に開催しています。希望日の 2
週間前までに、はがきで申し込みが必要です。

日 会　　場 受付時間
8月19日㈯ 中島健康福祉センターすこやか

8：30 ～ 10：00
9 月 3 日㈰ 七尾サンライフプラザ

特定健診：保険課　☎53-8420　がん検診：健康推進課　☎53-3623

　　　　　　　　　　　　　　  …  　　　　　　　　　　　　　　
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

羽咋市　
第４回はくい花火大会
打ち上げ場所のすぐそば
から見ることができ、頭
上で光りはじける花火は
圧巻！模擬店やアトラク
ションもあります。
[日時］ 8月19日㈯
　　 　17：00 ～ 21：00
　　　 花火は20：00 ～
[場所］眉丈台地スポーツ広場（柳田町）
羽咋市商工会青年部事務局
　☎0767-22-1393

志賀町
日本遺産　能登のキリコ祭り
○西海祭り
女性がキリコを担ぐ全
国でも珍しい祭り。
［開催日］ 8月14日㈪
○冨木八朔祭礼　
各集落から約30基のキリ
コが乱舞する祭り。
[開催日］
　 8月26日㈯、27日㈰

商工観光課　☎0767-32-9341

中能登町　
県無形民俗文化財　鎌打ち神事
毎年 8月27 日に行われ、 2丁の左鎌を神木
のタブの木に打ち込み、無病息災と五穀豊穣
を祈ります。
○藤井区の住吉神社
　[時間］10：00 ～
○金丸区の鎌宮諏訪神社
　[時間］16：00 ～
企画課
　☎0767-74-2806

宝達志水町
毎月23日はオムライスの日
今月のオムライスの日は、全店オムライス
100円引きのサービスを実施。
ぜひ、食べに来てね。

企画振興課
　☎0767-29-8250

富山県氷見市交流情報
第12回親子ふれあいまつり
世界のカブトムシ・クワガタの

展示、国産カブトムシ・クワガタと
のふれあいコーナーなど、楽しい
コーナーがいっぱい。竹細工の昆虫
や押し花絵、オリジナルフレーム作
りなどの体験教室も開催します。
■期間　 8月31日㈭まで
　　　　（ 8月は休まず開園）
■時間　 9：00 ～ 17：00
■場所　氷見市海浜植物園
■料金　大人500円、小中学生
　　　　100円、乳幼児無料

 
氷見市海浜植物園
　☎0766-91-0100

田鶴浜あかりまつり
田鶴浜建具発祥の地「東嶺寺」
山門のライトアップや万灯会、田
鶴浜小学校の児童が作製した建具
あんどんや竹灯籠展示、行灯コン
テスト作品展示など、手づくりの
灯りが人と地域を照らします。
■日時　 8月12日㈯
　　　　13：00 ～ 21：00
■場所　東嶺寺、さつき苑周辺
■内容
　18：00 ～　ステージイベント
　18：30 ～　灯り点灯セレモニー
 

田鶴浜あかりまつり実行委員会
　☎68-3336
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第14回御祓川まつり～能登の夏
な

越
ごし

に和がゆらぐ～
■日時　 8月20日㈰　14：30 ～ 20：00　■場所　生駒町（御祓川沿い）
■内容
　14：30　入選俳句発表・表彰式、小丸山小学校研究発表、御祓川縁日
　15：30　御祓川まつり（茅の輪くぐりはどなたでも参加できます）
　　　　　能登ふるさと博　灯りまつり点灯セレモニー
　　　　　（灯りろうそく3,000本を配置します）
　16：15　ビオトープコンサート～川への祈り～
　　　　　出演者　オルビスNOTO、VOX OF JOY & VOJC、八木繁＆門下生、
　　　　　　　　　　 CHIKO & YAMADA BEN＋ギタリスト廣井謙次
御祓川まつり実行委員会事務局　☎52-8900
　　　　　　　　　　　　　　  …  　　　　　　　　　　　　　　

オムライスの日 検索

里浜時計 検索
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