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資源ごみ集積所愛称決定！
「え～こ屋」
に決定！！
７月１日にオープンした資源ご
み集積所を、より身近な施設とし
て市民の皆さんに親しんでいただ
けるよう愛称を募集していまし
た。応募いただいた中から選考の
結果
「え～こ屋」
に決定しました。
◆
「え～こ屋」
の愛称とは～
「エコ」と「良い小屋」の言葉を、
当集積所に重ねて命名しました。
●愛称
え～こ屋
●応募者 笹谷芳枝さん
生駒町在住
なお、
「え～こ屋」の開所時間は
本庁舎 8：30 ～ 18：00
各市民センター 8：30 ～ 17：15
となっております。
環境安全課 ?53-8421

３億２，
１８２万８千円の事業を追加
平成22年度９月補正予算（一般会計）のあらまし
1.産 業
◆観光施設管理運営費･････････････････････ ６，５８４万円
能登島家族旅行村の施設更新事業ほか

◆県営事業負担金（農地費）････････････････ ６，４５５万円
高階地区基幹排水対策特別事業、西三階地区・高階地区
圃場整備事業ほか

2.教 育
◆山王小学校建設事業･････ ２，８００万円
山王小学校改築に伴う基本設計費

3.自然環境
◆堆肥化施設整備事業････････････････････････ ２３４万円
生ゴミ堆肥化実証事業対策業務委託

◆海岸漂着物地域対策推進事業････････････････ ３１５万円
海岸漂着物の回収、
運搬・処理の清掃委託

4.健康・福祉・医療
◆安心こども基金（各種事業）･･････････ １, ９０４万４千円
①公立保育所特別事業費･･････････････････････ １，
３１１万円
②児童館管理運営費･････････････････････････ ３１０万５千円

悩まず、相談してください！
七尾法律相談センター
■日時 10月７日
（木）～
11月25日（木）
毎週木曜日 13：30 ～ 16：00
※11月４日
（木）
はお休み
■場所 フォーラム七尾
※相談前日17：00までに電話予約
をしてください。
■料金 5,000円
※クレサラ相談は初回無料です。
金沢弁護士会
?076-221-0242

ぜひ、この機会に相談を！
一日合同行政相談所開設
年金・税金・登記や行政一般な
どの相談をはじめ、相続・離婚な
どの法律相談も受け付けます。お
気軽にご利用ください。
■日時 10月21日
（木）
10：00 ～ 15：00
■場所 フォーラム七尾
多目的ホール
■料金 無料・予約不要
総務省石川行政評価事務所
?076-222-5232

③親子ふれあいランド運営費･････････････････ １６１万１千円
（①～③は、いしかわ子育て支援施設等活動充実事業）
④こどもの健康づくり事業費･････････････････ １２１万８千円
（出産に向けた妊婦等への支援教室ほか）

◆児童扶養手当支給事業･･････････････････ ３６２万１千円
児童扶養手当を８月から父子家庭にも支給を拡大

◆一類疾病等予防接種事業･････････････ １，２６７万９千円
日本脳炎の積極的勧奨の再開による予防接種の実施
対象：第１期（初回２回接種）
３歳から４歳未満、接種機会を逃した方

財政課

?53-8455

ご存知ですか？

調査票は提出しましたか？？

10月18日（月）からの一週間
行政相談強調週間です

調査票提出は10月７日（木）まで

■行政相談委員は、行政に対する
意見・要望・苦情などを受けて、
その解決を図りより良い行政運営
の実現を目指しています。毎月「行
政困りごと相談」で受け付けてい
ますので、ご相談ください。
七尾市の行政相談委員（敬称略）
釜井 文雄（中島町）
木本 峰生（西藤橋町）
濱
和子（田鶴浜町）
春木
憲（桧物町）
出島わか子（能登島曲町）
市民男女協働課 ?53-1112

調査票は、10月7日（木）までに
提出をお願いします。封筒に入れ
る前に調査票に記入誤りがないか
ご確認ください。
※万一、調査票が届い
ていない場合は、恐れ
入りますが下記までご
連絡ください。
企画課
?53-1117
田鶴浜市民センター ?68-3131
中 島市民センター
?66-1111
能登島市民センター ?84-1111
広報ななお
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ありがとうございました。
七尾市グラウンドゴルフ協会

様

福祉のためにと10万円が寄付さ
れました。
（会員がホールインワン
１回につき100円を積立）

長谷川等伯没後 400 年記念
長谷川等伯作品展示のご案内
作品名
「善女龍王図」
10月２日(土) ～ 10月24日(日)
作品名 複製
「松林図屏風」
10月31日(日) ～
11月３日(水・祝)
作品名 「陳希夷睡図」
12月10日(金) ～
平成23年1月30日(日)
七尾美術館 ?53-1500

あなたの夢を応援します！
「いしかわ産業化資源活用推進
ファンド」
説明会
地域経済の活性化を資金面で支
援する
「いしかわ産業化資源活用
推進ファンド」の説明会を行いま
す。新商品開発等の事業展開を考
えている方はぜひご参加下さい。
■日時 10月25日
（月）14：00 ～
■場所 七尾商工会議所
２階研修室
■定員 40人
（先着順）
■申込締切 10月21日
（木）
■費用 無料
産業振興課 ?53-8565

15

里親制度について

マナーを守りましょう！

里親を考える集い

飼い犬の適正飼育についてお願い

取材を通して感じた里親制度の
実情と必要性についてのわかりや
すい講演を開催します。
■日時 10月30日(土）
13：30 ～ 16：00
■会場 石川県地場産業振興セン
ター 本館第１研修室
■講師 村田和木氏
（フリーライター）
演題 「里親制度はなぜ必要か」
※里親制度の紹介ＤＶＤ放送、相
談室の開設などもあります。
石川県少子化対策監室
?076-225-1421

１

宝くじが地域を応援！
コミュニティ助成事業
地域の連帯感に基づく自治意識
を盛り上げるため、コミュニティ
活 動 な ど の 事 業 費 を 助 成 し、コ
ミュニティの健全な発展を図ると
ともに、宝くじの普及活動を行っ
ています。

（なぎの浦町祭り用具）
企画課 ?53-1117

犬の放し飼いは人にも犬にも
危険で迷惑です。外での散歩は
必ず飼い主がリードでつないで
制御しましょう。
２ 飼い犬が逃走しないように、
首輪や鎖、あるいは庭の扉が大
丈夫か点検をしましょう。
３ 飼い犬のふんの始末を忘れな
いようにしましょう。
４ 飼い犬は市
への登録と年
１回の狂犬病
予防注射が必
要です。
環境安全課
?53-8421
石川県能登中部保健所
?53-2482

昔遊びを学ぼう！
わら細工体験・くん炭で焼き芋
■日時

11月14日（日）
９：30 ～ 15：00
■場所 山びこ荘
■参加費 1,000円(昼食代込)
親子参加の場合は
1,500円（昼食代込）
■定員 20人（先着順）
■申込締切 11月5日（金）
ふれあいセンター山びこ荘
?57-0022

ご存知ですか？

備えあれば憂いなし

接種できます！

川でサケ(鮭)を
捕ってはいけません！

地震防災マップのお知らせ

日本脳炎の接種機会を逃した方へ

地震防災マップを作成しました。
七尾市ホームページおよび都市
建築課窓口で閲覧ができます。
また、木造住宅の耐震診断費、
設計費、工事費について、一部助
成を行います。
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。
都市建築課 ?53-8429

◆4歳～ 7歳半未満の方
◆9歳～ 13歳未満の方
※すでに接種券をお持ちの方除く
上記の方は引き続き積極的勧奨
を差し控えていますが、保護者の
希望により接種ができます。接
種券が必要ですので、母子手帳を
持って、
窓口までお越しください。
健康推進課 ?53-3623
すこやか
?66-8282

河川での
「サケ(鮭) 」の採捕は、
水産資源保護法により禁止されて
います。サケが河川に帰ってくる
のは、市民の皆さんがきれいな河
川環境を実現するために努力され
た結果です。北の海から長い旅を
終えて生まれた河川に戻ってきた
貴重なサケを採捕せず温かく見
守っていただくようお願いしま
す。
農林水産課 ?53-8422
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