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 加入していますか？

11月は「労働保険適用促進
                 強化月間」です

　労働保険は、労働者が労働災害
を被った場合や、失業した際に保
険給付が受けられるなど、失業の
予防・雇用の安定・労働者の福祉
の向上を図るため、政府が管理・
運営する保険制度です。
　従業員を一人でも雇用している
事業主の方は、業種や規模に関係
なく、すべて労働保険の加入の義
務がありますので、早急に加入手
続きをお願いいたします。
  　七尾労働基準監督署
                    ?52-3294
　　七尾公共職業安定所
                     ?52-3255

 一度、調べてみては？！

相続または贈与などに係る生命
（損害）保険契約などに基づく年金
の税務上の取扱いの変更について

　相続、贈与などにより取得した
生命保険契約などに係る年金の所
得税の取扱いが改正されました。
　この取扱いの変更により、所得
税の還付を受けることができる場
合があります。詳しくは、国税庁
ホームページ【www.nta.go.jp】を
ご覧ください。
  　七尾税務署　?52-3381

 ご存知ですか？

建設リサイクル

  一般家屋の解体に関する法律、
建設リサイクル法が施行され、コ
ンクリート・木材・アスファルト
など再生資源として利用できる特
定の建設廃棄物に【分別】と【リサ
イクル】が義務付けられました。
　七尾市でも、発注者および受注
者が一体となって建設リサイクル
に取り組んでおります。今後とも、
建設資材の再資源化に向けてご理
解とご協力をお願いします。
  　都市建築課　?53-8429

 児童が見る環境とは？！

児童環境学習活動の
             作品展示・発表会

　七尾市と中能登町内全小学校の
環境学習活動の取り組みを展示し
ています。児童の目線から一緒に
環境を考えてみませんか？
■展示期間　11月14日(日)まで
■発表会　12月１日（水）
              13：00 ～ 15：30
■場所　七尾サンライフプラザ
         （展示・発表会）
  　児童環境学習活動実行委員会
                     ?53-8434

 設置していますか？

住宅用火災警報器は
          命を守る「切り札」です

　11月９日（火）から11月15日（月）
までの期間は、「平成22年秋季全国
火災予防運動期間」です。平成20
年６月からすべての住宅に住宅用
火災警報器の設置が義務化されま
した。貴重な生命、財産を火災か
ら守るために、
ぜひ、この機会
に住宅用火災
警報器を設置
しましょう！
        七尾鹿島広域圏 消防本部
                                                   ?53-0119

 新しいアリーナ誕生！

七尾総合市民体育館
　　アリーナ床をリニューアル！

  10月９日からリニューアルされ
た七尾総合市民体育館アリーナの
使用が可能となりました。市民の
皆さんには今まで以上にご利用い
ただき、爽やかな汗を流す中で、
健康でいきい
き輝くスポー
ツライフを楽
しんでくださ
い。
※スポーツ振興くじ助成事業
  　スポーツ振興課　?53-8436

 お気軽に相談を！

借金は必ず解決できます！

 「多重債務者相談強化キャンペー
ン」の期間（９／１～ 12 ／ 31）に
あわせ、多重債務対策本部、日本弁
護士連合会、日本司法書士連合会
の弁護士および司法書士による多
重債務者を対
象とする無料
相談会を次の
とおり実施し
ます。
■日時　11月16日（火）
　　　  　　　 ９：30 ～ 12：30
　　   　　　　13：30 ～ 16：30
■場所　七尾市役所市民相談室
■相談料　無料
※１人あたり相談時間は30分、相
　談希望者は予約が必要です。
    　市民男女協働課
　　　　　　　　　　?53-1112

 お気軽にご相談を

七尾法律相談センターによる
　　　　　　　　法律相談を実施

 毎週、木曜日に法律相談を開催し
ます。
■日程　　　　　　弁護士
　11月11日（木）　中出健作
　11月18日（木）　木村基之
　11月25日（木）　藏　大介
　12月２日（木）　塩谷　脩
　12月９日（木）　笹原裕司
　12月16日（木）　小堀秀行
■時間　13：30 ～ 16：00
※担当弁護士は変更する場合が
　ります。
■場所　フォーラム七尾
■申込方法　相談前日までに電話
　で申し込みください。
■相談時間　30分以内
■相談料　5,000円
※ただし、負担が困難な方で法律
　援助資力基準に該当の場合、１
　回のみ無料
※クレサラ相談は初回無料
    　金沢弁護士会
　　　　　　　　?076-221-0242
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小中学校の早期耐震化を進めます!
  七尾市では、昭和56年以前に建設された小中学校の校舎と体育館の耐震診断を行いました。
  その結果いずれの学校も必要な基準を満たしていませんでしたので、次のように学校施設の耐震化を進めるこ
とといたしましたので、お知らせします。

■ 対 象 校 小学校７校、　中学校４校 （３校）　■ 期   間 　平成22年度 ～ 平成26年度   

学校施設の耐震診断結果と今後の施設整備計画案

学　校　名
既存学校施設の耐震状況 整備計画案

区　分 建設年 棟ごとの 低Is値 耐震化の方法 着手時期

山　王

校　舎 昭和38年 0.16 ～ 0.31

改築（建て替え）

前期

倉　庫 昭和53年 0.05

体育館 昭和41年 0.00

小丸山
校　舎 昭和44年 0.13 ～ 0.54

改築（建て替え）
体育館 昭和46年 0.002

有　磯
校　舎 昭和48年 0.33 ～ 0.59 旧涛南中学校を

改修して移転体育館 昭和48年 0.12

北　星
校　舎 昭和53年 0.41 ～ 0.56 耐震補強改修

必要箇所の改修体育館 昭和53年 0.19

田鶴浜
校　舎 昭和48年 （耐震改修済）

体育館 昭和49年 0.17
耐震補強改修

必要箇所の改修

徳　田
校　舎 昭和54年 0.53 ～ 0.65

耐震補強改修
必要箇所の改修

後期
体育館 昭和44年 0.09 改築（建て替え）

高　階
校　舎 平成元年 （新耐震基準）

体育館 昭和50年 0.31
耐震補強改修

必要箇所の改修

学　校　名
既存学校施設の耐震状況 整備計画案

区　分 建設年 棟ごとの 低Is値 耐震化の方法 着手時期

田鶴浜
校　舎 昭和32年 0.3 ～ 0.48

統合により新築 前期
体育館 昭和38年 0.42

中　島
校　舎 昭和37年 0.36

体育館 昭和39年 0.00

御　祓

校　舎 昭和55年 0.53 ～ 0.57
耐震補強改修
必要箇所の改修

後期体育館 平成５年
（新耐震基準）

武道館 平成８年

能登島
校　舎 昭和43年 0.30 香島中学校との

統合により廃止体育館 昭和45年 0.11

【小学校】 

【中学校】

●上記に記載がない学校については、新耐震基準（昭和56年）が施行された後に建設または改修された施設であるため、耐
　震診断を行う必要がなく、対象から除いています。
　【小学校】　天神山、東湊、石崎、和倉、中島、能登島　　　【中学校】　七尾東部、朝日、香島、旧涛南、旧北嶺　
●耐震診断は、七尾市が積雪地域であるため、あらかじめ１mの積雪加重が加わった状態で耐震能力を計算しています。
●小学校については、今後の児童数の推移を踏まえ、より良い教育環境を実現していくため、整備計画案を見直すことが
　あります。
●各学校の詳細な耐震診断結果は、七尾市ホームページに掲載しています。（http://www.city.nanao.lg.jp/）

　　子ども教育課　☎53-8434




