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七尾市営七尾駅前自転車駐車場の
利用申し込みについて

 平成23年度の七尾駅前自転車駐
車場利用申し込み手続きについて
は、次のとおりです。
■申請期間　３月10日（木）～
               ８：30 ～ 17：15
     （土・日・祝日は除きます。）
■受付台数（予定）
 七尾市営七尾駅前自転車駐車場
　　　
  ・身体障害者用　 10台
  ・一般用　　　　100台
■必要なもの
１．認印
２．防犯登録番号または車体番号
３．身体障害者は手帳など証明で   
    きるもの
■注意事項
１．羽咋市、中能登町、七尾市にあ

る高校へ通学中（予定）の生徒の
方は、各高校を通じて申し出て
ください。

２．臨時的・一時的使用と自宅・
学校・勤務先が駅から概ね１㎞
以内の方は利用出来ません。

３．平成22年度利用者も、再度申
　し込みが必要です。
　　　環境安全課  ?53-8468

 　市有地を一般競争入札により売却します

 　◎ 平成23年度 定期狂犬病予防注射日程

 公売物件【番号は物件番号】

■申込期限　３月23日（水）　17：00まで【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限までに総務    
            部総務課管財・用地グループまで提出してください。
 入札説明会　
■日時　３月16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、市ホームページを参照。
 入札日
■日時　３月24日（木）
　①９：30 ～　②10：00 ～　③10：30 ～　④11：00 ～
 　 （番号は上記の物件番号です。）
■場所　七尾市役所３階302会議室
※入札日当日は、見積した金額の100分の5以上の額の入札保証金が必要です。
　　　総務課管財・用地グループ　?53-8747

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 富岡町 82 番６ 宅地 122.38 都市計画区域内
近隣商業地域 4,230,000

② 土地 能登島祖母ケ浦町壱八部 42 番 1 雑種地 4,719.88 都市計画区域外   14,700,000

③ 土地 田鶴浜町る部 46 番１ 雑種地 817.27 都市計画区域外 7,950,000

④ 土地 田鶴浜町る部 47 番１ 雑種地 817.71 都市計画区域外 7,800,000

実施日 会　　場 実施時間

４月３日
（日）

青葉台町集会所
9:30 ～
10:10

ＪＡ徳田支所
10:25 ～
11:50

城山体育館
13:00 ～
13:50

矢田町ふれあい
センター

14:05 ～
15:00

４月６日
（水）

ふれあい交流館
相馬

9:30 ～
10:10

（旧）吉田保育園
10:20 ～
11:00

金ヶ崎公民館
11:15 ～
11:55

笠師保公民館
13:00 ～
13:40

田鶴浜市民
センター

14:10 ～
15:00

４月７日
（木）

閨集会所
9:00 ～
9:30

半浦集会所
9:40 ～
10:20

須曽集会所
10:30 ～
11:00

野崎集会所
11:20 ～
12:00

鰀目集会所
13:10 ～
13:50

向田集会所
14:10 ～
15:00

実施日 会　　場 実施時間

４月８日
（金）

豊川公民館 9:30 ～
10:00

土川集会所 10:20 ～
10:40

外原集会所 10:50 ～
11:10

熊木公民館 11:30 ～
12:00

釶打公民館 13:10 ～
13:30

西岸公民館 13:40 ～
14:00

中島市民センター 14:20 ～
15:00

４月９日
（土）

高階公民館 10:00 ～
10:40

和倉温泉観光会館 11:00 ～
11:50

石崎福祉会館 13:00 ～
13:50

西湊公民館 14:10 ～
15:00

４月16日
（土）

南大呑公民館 10:00 ～
10:50

北大呑公民館 11:10 ～
11:30

大田町集会所 13:00 ～
13:50

東湊公民館 14:00 ～
15:00

４月17日
（日）

崎山公民館 9:30 ～
10:10

三室町会館 10:20 ～
10:40

（旧）中央図書館 11:10 ～
11:50

七尾市役所 13:00 ～
15:00

ご都合の良い日時に会場で受けてください。 

◆予防注射料金：3,000円（当日の受付時に支払う）

◆登録手数料：3,000円（新たに登録する場合）

（都合が悪い場合は、年度内に必ず動物病院で受けてください。） 

　　環境安全課　?53-8421 

 市民アンケート結果を公表

　昨年11月に「窓口サービスに関
する市民アンケート」を実施し、延
べ558人の皆さんにご協力をいた
だきました。　
　結果は、８～９割の方から職員
の接遇に対して「満足」というご意
見をいただきました。
　一方、不満や不快に感じたとの
ご意見もいただきました。
　今回いただいたご意見やご要望
を真摯に受け止め、日常業務の改
善を行い、より良いサービスが提
供できるよう努めます。
　なお、このアンケート結果の詳
細については、七尾市ホームペー
ジや市役所市民ロビー情報公開
コーナーで公開しています。

　　秘書人事課　?53-8465

検索七尾市
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■期間　３月３日～３月29日
■宿泊　東武ホテルレバント東京（２人１室）
■料金　30,000円～ 50,000円

能登空港利用促進同盟会 　?0768-82-2366

住宅用火災警報器は
　　　　命を守る『切り札』です

　誰も予期することのできない火
事。住宅用火災警報器で助かる命、
守られる財産があります。

「まさか　自分の家が　火事にな
るなんて・・・」
　火事に遭われた方の多くがそう
思ったことでしょう。
　火事は決して他人事ではなく、
どこの家庭においても起こりうる
ことなのです。
　七尾鹿島管内においても住宅用
火災警報器を設置したことにより
被害が抑えられた奏功事例が３件
あります。
　あなたと
あなたの大
切な人を守
るため住宅
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

 国民年金の第１号被保険者で学
生の方は、在学期間中は国民年金
保険料の納付が猶予される学生納
付特例制度を申請できます。

【国民年金学生納付特例制度の適
用を受けて引き続き同校に在学し
ている場合】　　　　　　　　　
　申請書(ハガキ)が送付されます
ので申請書に必要事項を記入して
返送してください。

【平成22年度においてまだ申請を
していない場合】
　平成23年４月中であれば平成22
年度と平成23年度の２年度分の申
請ができます。
※平成23年５月以降は平成23年度
のみの申請となります。
■必要書類　在学証明書の原本
　　　　　　または学生証の写し
■受付窓口　市民課　国民年金係
　　七尾年金事務所  ?53-6511
　　市民課　　　　  ?53-1265

 能登空港利用旅行企画　【行っ得！東京３日間】

 国民年金学生納付特例制度

 固定資産税台帳を縦覧できます

 森林国営保険に入りませんか？

■期間および時間
　４月１日（金）～５月２（月）
　（土・日・祝日は除く）　　　　
　　　　　　８：30 ～ 17：15
■縦覧場所
　本庁税務課 　　　　?53-8415
　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
■必要なもの
　印鑑および本人を確認できる公
的証明書類（運転免許証など）
・代理で縦覧される場合、所有者
（納税義務者）の委任状が必要。
※固定資産税に関するお知らせ
平成23年度固定資産税・都市計画
税の納付書および課税明細書など
は、４月中旬に送付します。
　　税務課　?53-8415

新型インフルエンザ費用負担軽減
の払い戻しの手続きがまだの方へ

 払い戻し手続きの期日がせまっ
ています。お早めに手続きをお済
ませください。
■対象　新型インフルエンザ予防
接種費用負担軽減証（緑色・桃色）
を持参せず、接種費用の支払いを
された方
※新型インフルエンザ予防接種費
用負担軽減は生活保護世帯の方、
市民税非課税世帯の方が対象　。
■期限　３月31日（木）まで
　　健康推進課　?53－3623

平成23年度　海上保安学校
            学生採用試験（特別）

■受付期間　４月１日（金）～
　　　　　　　　　４月８日（金）
■第１次試験　５月15日（日）
■場所　金沢市、新潟市など
■受験資格　
　昭和62年４月２日以降に生まれ
た方で高等学校を卒業等した者
※詳細は下記まで問い合わせ願い
　ます。
　　七尾海上保安部管理課　　
                     ?52-9118

■森林国営保険は、火災・風害・
水害・雪害・干害・凍害・潮害・
噴火災で受けた森林被害を損害額
に応じて補償する制度です。
　いつ来るかわからない災害に備
えることで、森林経営の不安を解
消することができます。
○森林所有者であれば個人・法人

を問わず誰でも申し込みができ
ます。

○保険契約期間は１年単位で希望
する期間を選択できます。

○樹種、林齢、面積などに制限はあ
りませんが全く手の入らない天
然林や竹林は加入できません。

　　　中能登森林組合
　　　本所　　?0767-22-8891　
　　　七鹿支所?76-0041
　　　鹿北支所?66-0342
　　　農林総合事務所?52-2583

能登空港（11：40発）-羽田空港
都内観光（港町横浜観光・浅草観光）-ホテル（食事無）

終日各自自由行動
東京ディズニーランド（別途申込）でお楽しみください。
-ホテル（食事無）

ホテル-自由行動-羽田空港-能登空港（16：05着）（食事無）
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