
          数字で見る下水道
                               （H22.3.31 現在）
七尾市の人口　　59,390 人
普及人口　　　　40,847 人
普及率　　　　　　  68.8％
水洗化人口　　　32,399 人
水洗化率　　　　　 79.3％
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 地デジの準備はお済みですか？

アナログ放送終了まで残り 10 カ月！

 アナログ放送は、平成 23 年７月
24 日正午に全ての放送が終了し
ます。現在ご覧のテレビの右上に

「アナログ」の表示がある方は地
デジへの対応が必要です。
　デジタル
放送を視聴
するには以
下の準備が
必要です。
①地上デジタル対応の受信機
②ＵＨＦアンテナまたは
  ケーブルテレビへの加入
※受信機は地デジ対応テレビの
ほか、アナログテレビに地デジ
チューナーを取り付ける方法もあ
ります。また、ケーブルテレビで
Ｂ・Ｃコースに加入されているテ
レビでは地デジチューナーが無く
ても視聴できます。
　この機会にケーブルテレビなな
お（ニコニコちゃんねる）で地デ
ジ化しませんか？
対応がわからない方のために

　地デジ化について「何をすれば
よいかわからない」、「テレビを換
えたが映らない」という方にはデ
ジサポ（総務省テレビ受信者支援
センター）がお手伝いします。ま
ずはデジサポにお電話ください。
  　ケーブルテレビ推進室
　　　　　　　　　　?53-8699
デジサポ石川　　?076-203-0101

快適な暮らしを守るために、下水道への接続を！

毎年９月 10 日は「下水道の日」

市有地を一般競争入札により売却します

　御祓川の水質状況（※下記グラフ参照）
をみると、皆さんのご協力により年々川が
きれいになってきているのがわかります。
　まだ下水道へ接続されていない方は、早
く下水道に接続していただきますようご協
力をお願いします。

公売物件

■申込期間　９月３日（金）～９月 22 日（水）　17：00【必着】
■申込場所　七尾市役所本庁４階総務課管財・用地グループ
■申込方法　一般競争入札参加申込書および添付書類を申込期間までに
　　　　　　　提出してください。

入札説明会　
■日時　９月 15 日（水）10：00 ～
■場所　七尾市役所３階 302 会議室
■その他　現地説明会は実施しませんので、市 HP を参考にしてください。

入  札  日
■日時　９月 24 日（金）（番号は上記の物件番号です。）
  ①９：30 ～　② 10：00 ～　③ 10：30 ～　④ 11：00 ～　⑤ 11：30 ～
■場所　七尾市役所３階 302 会議室
※入札日当日は、見積額の 100 分の５以上の入札保証金が必要。
    　総務課管財・用地グループ　?53-8747

 お気軽にご相談を！

９月 11 日は「警察安全相談の日」

市有地を売却します

  　下水道課　
    ?53 － 8430

BOD の数値が低

いほど、川がき

れいになってい

る証拠だよ！

お知らせ

  身近なトラブルに関するご相談
や警察に対するご意見、ご要望な
ど、各種相談業務を受け付ける窓
口として、「警察安全相談室」を
設置しています。
　「悩むより　かけて安心
                               ? ♯ 9110　」
つながらない場合は、
               ?076-225-9110
  　七尾警察署　?53-4141

物件
番号 区分 物件所在地 地目 地積(㎡) 用途地域 予定価格（円）

（最低売却価格）

① 土地 古府町笠松 4 番 宅地 469.87 都市計画区域内
指定なし 5,170,000

② 土地 小島町西部 23 番 2　外 1 筆 宅地 530.62 都市計画区域内
第１種住居専用地域 8,650,000

③ 土地 田鶴浜町ホ部 234 番 2 宅地 95.89 都市計画区域外
指定なし 860,000

④ 土地 大田町 115 部 18 番 2 雑種地 285.93 都市計画区域内
指定なし 2,410,000

⑤ 土地 後畠町後畠山部 4 番 67 宅地 224.83 都市計画区域内
指定なし 5,780,000
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 これからの森林のために！

 快適な道路利用のために！

　平成 19 年度から、「いしかわ森
林環境税」として年税 500 円をい
ただき、水源地域を中心に県内各
地で手入れ不足人工林の強度間伐
を行っています。強度間伐を行う
と、下草や低木が生えて、水源の
かん養や山地災害の防止などの公
益的機能が向上します。
　また、これらの機能の回復状況
や鳥類などの生息状況も検証して
います。
●税の使途など森づくり事業に関
すること　
  　石川県森林管理課
                            ?076-225-1642
●税に関すること
　　石川県税務課
　　　　　　　　?076-225-1271

道路交通センサスのお知らせ

  国土交通省では都道府県などと
連携して、平成 22 年９月から 11
月にかけて、自動車の使われ方
や道路の状況などを調べる全国道
路・街路交通情勢調査「道路交通
センサス」を全国対象に実施しま
す。道路交通センサスの調査結果
は、将来の道路計画や都市計画な
どを策定する上での重要な資料と
なるものです。
　道路交通センサスは、いわば道
路に関する国勢調査として、おお
むね５年に一度の割合で実施して
いる全国的な規模の調査であり、
自動車をお持ちの方を対象にした
アンケート調査を行います。
　なお、アンケート調査は全国の
自動車をお持ちの方の中から無作
為に選定（100 台あたり約２台程
度）された方のご家庭に調査員が
訪問して行いますので、調査への
ご協力をよろしくお願いします。
  　金沢河川国道事務所
                            ?076-264-9912

 備えあれば憂いなし！ 目の不自由な方に

木造住宅の耐震化を支援します視覚障害者生活訓練相談会

　対象住宅は、昭和 56 年 5 月 31
日以前に、工事を着手または完成
した民間住宅です。
■支援内容
耐震アドバイザー派遣　無料
耐震診断　　　診断費の 2/3
                限度額 10 万円
耐震設計　　　設計費の 2/3
　　　　　　　　限度額 20 万円
耐震改修工事　工事費の 2/3
　　　　　　　　限度額 120 万円      
       （所得により 10 万円加算）
　　　都市建築課 ?53 － 8429

■日時　９月 30 日（木）
　　　　　　10：00 ～ 15：00
■場所　和倉公民館
■申込　
  送迎を希望する方は、９月 22
日までに申し込みしてください。

生活訓練
  内容・場所などは希望に応じま
す。人数は若干名、はじめての方
を優先にします。
  　福祉課　?53-8464

「いしかわ森林環境税」による
        森づくり（間伐）を実施

75 歳以上の方など、対象者は案内通知をご確認ください

　「介護予防」とは、寝たきりなど介護が必要な状態にならないように、
心身の衰えを予防・改善しようという取り組みです。介護が必要にな
る原因には、脳卒中などの「生活習慣病」のほか、加齢に伴う筋力低
下や口腔・認知機能の低下など「心身の機能低下」があります。
　これらを予防・早期発見するための「介護予防のための生活機能評
価」と「長寿（後期高齢者）健康診査」が９月１日から始まりました。
  お手元に封筒が届いた方は、内容を確認して、ぜひ受診しましょう。
■受診場所　七尾市指定の医療機関（案内通知に同封してあります）
■費用　生活機能評価：無料、長寿（後期高齢者）健康診査：500 円
■持ち物　①受診券（案内通知）
　　　　　②同封の問診票（基本チェックリストと健康診査の２種類）
　　　　　③介護保険被保険者証（黄色の保険証）
　　　　　④後期高齢者被保険者証（水色の名刺サイズの保険証）
  　保険課　?53 － 8420 または 53-8451

介護予防と生活習慣病予防で、健康で快適な毎日を！

６億４，９８８万１千円の事業を新たに追加

平成22年度８月補正予算（一般会計）のあらまし

　【主な事業】

■７月９日～ 10 日発生等豪雨災害関連 ････････ ５億 2,267 万４千円
   （内訳）農地・農業用施設・林道・河川・道路・漁港堆積土砂の浚渫・    
  史跡七尾城跡などの災害復旧事業
■石川海区漁業調整委員会委員補欠選挙費 ････････460 万円
   （内訳）９月 16 日執行予定（告示９月７日）　投・開票事務経費
■私立保育所施設整備費補助金
              ･･････ １億 2,118 万５千円
   （内訳）本宮保育園改築工事
       ＜建築面積 613.7 ㎡　木造２階建＞
  　財政課　?53 － 8455




