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イベント
平成 24 年七尾市成人式日程

トワイライトスティ事業

■日程 平成24年１月８日
（日）
■式典会場
七尾サンライフプラザ
■対象者
平成３年４月２日から
平成４年４月１日までの期間に
生まれた人
※詳しくは、
成人式が近づきまし
たらお知らせします。
生涯学習スポーツ課
☎68−6595

仕事などの理由で、平日の夜間
または休日に保護者が不在となる
場合、
子どもをお預かりします。
■対象児 ０歳から小学３年生
■実施施設
ななお乳児園（津向町）
あすなろ学園（穴水町）
■利用料
・夜間預かり
18：00 〜 22：00
750円
18：00 〜８：00 1,500円
・休日
（土日祝）預かり
８：00 〜 18：00 1,350円
※市民税非課税世帯、ひとり親家
庭等世帯には軽減があります。
子育て支援課 ☎53−8445

『住民基本台帳カード』の申請
申請者の本人確認の徹底を図る
ため、本人確認書類が２点必要に
なります！
■申請に必要なもの
①本人確認書類２点
（運転免許証、
健康保険証、
年金手帳など）
②印鑑
■手数料 500円
※代理申請の場合は、
お問い合
わせください
市民課 ☎53−8417
自宅に眠る宝物ありませんか
引越しや春の大掃除のときに
「懐かしいなぁ」と思ったモノが
自宅から出てきませんか？昨年
は、昭和30年代の七尾の様子を写
したガラス乾板
（フィルム以前）
が
持ち込まれ、また教科書や大工道
具の寄贈もありました。思い出の
1950 〜 90年代の家電や玩具も
収集していますので、
一度、
廃棄す
る前にご連絡ください。

【昔の桶やたらい】

民具(農具・職人道具など)
古文書・古い写真・看板・生活用
具・祭り道具・文房具・古書・古
雑誌・レコード・玩具など
文化財課 ☎53−8437

平成 23 年度下水道工事予定箇所
和倉町
（一部） 松百町(一部)
藤橋町(一部) 西藤橋町(一部)
本府中町(一部) 大手町(一部)
大和町(一部) 矢田町(一部)
万行町(一部) ほか
※工事予定箇所は下水道課にてご
確認ください。また、七尾市ホー
ムページでもご覧いただけます。
なお、工事箇所は予定です。一
部変更となる場合がありますので
ご了承ください。
下水道課 ☎53−8430
予防接種の助成が始まります
対象者には接種券などを郵送
しています。保護者の同意により
接種することができます。
ただし、全国的にワクチンが不
足し、予防接種の開始が遅れるこ
とがあります。
■対象
中学１年生〜高校１年生の年
齢に相当する女性
■接種回数
３回
（初回、１カ月後、初回から
６カ月後）
■接種費用 無料
七尾市の指定医療機関で接種
してください。
■接種期限 平成24年3月31日
健康推進課 ☎53−3623

いらっしゃいませ！！
『のじマーケット』開催日程
いらっしゃいませ！『のじマー
ケット』は、地域社会や中心市街地
の活性化、御祓川付近の賑わいの
創造を目的として、開催していま
す。今年も下記のとおり開催しま
す。小春日和に御祓川付近を散歩
し な が ら、立 ち 寄 っ て
みませんか？！小さな
発見があるかも？！
■日時 ４月24日（日）
５月29日（日）
６月26日（日）
８：00 〜 15：00（小雨決行）
■場所 御祓川付近
出店者募集！！
『のじマーケット』の目的や運営
方針をご理解いただける人なら大
歓迎です。ご連絡、お待ちしてい
ます。
検索

のじマーケット仮店舗

のじマーケット実行委員会
☎080−3761−4255（竹田）

お知らせ
七尾大田火力発電所
『釣り広場』を臨時休園します
釣り広場は、発電施設の定期点
検のため、しばらくの間ご利用で
きません。皆さんのご理解とご協
力をお願いします。
また、釣り広場は、皆さんが楽し
い時間を過ごす
た め の 施 設 で す。
マナーを守り、気
持ちよく利用で
きるようご協力
お願いします。
■休園期間 ４月23日（土）〜
７月上旬
※都合により期間を変更する場
■合もあります。
※最新情報は市ホームページで
■随時更新します。
企画課 ☎53−1117
広報ななお
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お住まいが変更になったら届け出
が必要です
（転入・転出・転居）

市役所本庁
（税務課）窓口でも
戸籍などの発行ができます

木造住宅の耐震化を
支 援 します

■届出期間
異動してから14日以内
※転出届は転出の14日前から申
請できます。
■届出場所
市民課
（ミナ．クル２階）
各市民センター
■持ち物
・認印
・来庁者の本人確認書類（運転免
許証、保険証など）
・転出証明書（他市町村から七尾
市へ転入される人）
・国民健康保険被保険者証、介護
保険被保険者証、後期高齢者医
療被保険者証など（加入者され
ている人）
市民課 ☎53−8417

市役所本庁窓口（税務課）でも戸
籍などの発行ができるようになり
ました。
【今まで発行しているもの】
・住民票謄本、抄本
・住民票記載事項証明
・印鑑証明
【新たに発行できるもの】
・戸籍全部、一部事項証明
・現在の戸籍の附票
・改製原戸籍謄本、抄本
・除籍謄本、抄本
・身分証明書
※ただし、上記以外（除籍・改製原
戸籍の附票）は発行できませんの
で市民課（ミナ．クル）へお越しく
ださい。
市民課 ☎53−8417

対象住宅は、昭和56年5月31日
以前に、着工された民間住宅です。
（延べ面積の1/2以上を住宅とし
ている併用住宅も対象となりま
す。）

平成23年度分申請を開始
特定疾患などの治療費一部助成

七尾市農地情報バンク制度

補助内容
■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130万円
※予算の範囲内で行います。
※各補助は、年度内の完成でお願
いします。
※地震防災マップは、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。
都市建築課 ☎53−8429

高齢化や後継者不足などにより
■対象者
耕作できず、耕作してくれる人に
農地を貸したい人や農地を借りて
七尾市に住民登録があり、石川
耕作面積を拡げたい人、これから
県から特定疾患医療券または小児
農業を頑張ろうとしている人のお
慢性特定疾患医療券を交付されて
手伝いをする
「七尾市農地情報バ
いる人
■助成内容
ンク制度」を実施しています。
■対象者 農地を貸したい人
１年度 １回5,000円の助成
■申請窓口
農地を借りたい人など
■貸付情報
・健康推進課保健センター
市 税 の 納 付 は 口 座 振 替 で！
中島町豊田(1,884㎡)
・健康福祉センターすこやか
手続き方法
■申請期日
本府中町(2,427㎡)
市内の金融機関または郵便局窓口
三室町（5,847㎡）
平成24年３月31日（土）
まで
■申請に必要なもの
※その他にも登録情報あります。 で手続きができます。
手続きに必要なもの
■注意点
①県から交付された各医療券
通帳・通帳届出印鑑・納税通知書
話し合い・契約などは、貸し手
②印鑑
（納税義務者がわかるもの）
借り手の当事者間で行います。
③振込先金融機関の預金通帳
手続きに伴う注意点
農林水産課 ☎53−8422
健康推進課 ☎53−3623
◆口座振替納付依頼書の納税義務
者欄に記載された人の市税のみが、
目指せ！ななお博士！ やってみよう！『七尾検定』○ × 編
口座振替となります。ご家族の市
税について口座振替を希望される
本年度も
『七尾検定』を実施します。今月から毎月
『ふるさと七尾』に
場合は、納税義務者欄にご家族の
関する問題を出題しますので、
チャレンジしてください(^̲^)/
氏名と振替希望の税目を記入して
○か×で答えてね！これを解ければあなたも
『ななお博士!』
Ｑ１．
ください。
『七尾』の地名は、城山の七つの尾根に由来している？ちなみに、
◆振替を希望される納期日の約１
記録で
『七尾』が表れたのは永正11年
（1514年）
。
Ｑ２．県下で一番長い能登島大橋（昭和57年
カ月前までに、金融機関などの窓
（1982年）完成）は、東京ス
口でお申し込みください。
カイツリー（634ｍ）
の高さより長い？
税務課 ☎53−8413
※答えは広報誌のどこかにあります。
文化財課 ☎53−8437
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