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「学ぼう！能登の里山里海の
可能性と活用」講演会開催
昨年６月に「能登の里山里海」
が世界農業遺産に登録されました。
この評価を活用し、これからの
まちづくりの方法を探るために、
世界農業遺産・能登の里山里海を
学べる講演会を開催します。
■日時 ４月12日㈭
19：00 〜 21：00
■場所 七尾産業福祉センター
■定員 120人（先着順）
■講師 中村浩二氏
■費用 無料
七尾青年会議所

☎53-2822

…

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ていま
す。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。
（平成23年度は以下の団体に助
成されました。）

特定疾患などの治療費一部助成の
平成24年度分申請を開始
治療費の一部助成をします。
■対象者 七尾市に住民登録があ
り、石川県から特定疾患医療券
または小児慢性特定疾患医療券
を交付されている人
■助成内容
5,000円（年１回の助成）
■申請窓口
・健康推進課 保健センター
（七尾サンライフプラザ内）
・健康福祉センターすこやか
■申請期限 平成25年
３月30日㈯まで
■申請に必要なもの
①県から交付された各医療券
②印鑑
③振込先金融機関の預金通帳
健康推進課

☎53-3623

…

「ミナ．クル」２階市民窓口業務
開庁時間を変更します
七尾駅前ビル「ミナ．クル」２
階健康福祉部各課では、５月から
下記のとおり窓口業務時間を変更
します。
【内容】
現 在
変 更
（４月30日まで）（５月１日から）

豊川実年会会長ＯＢ会（炭焼き窯整備）

平日

８：30 〜
19：00

８：30 〜
18：30

土曜

８：30 〜
17：15

８：30 〜
17：15

日曜

８：30 〜
17：15

閉

庁

取扱業務は変更ありません。

高階くれない太鼓（太鼓の整備）

企画財政課

☎53-1117

東日本大震災義援金
東日本大震災義援金の受付が、
９月29日㈯まで延長になりまし
た。
福祉課

☎53-8463
…

住宅用太陽光発電システム
設置補助金
市内における太陽光を利用した
クリーンエネルギーの導入を促進
するため、住宅用太陽光発電シス
テムの設置に要する経費に対し補
助金を交付します。
【対象者】
１自ら居住する市内の住宅に以下
に定めるシステムを設置する人
２自ら居住するために購入した市
内の住宅（新築に限る）に以下
に定めるシステムを設置する人
※ただし市税を滞納していない人
【対象システム】
１住宅の屋根などへの設置に適し
た低圧配電線と逆潮流ありで連
結し、かつ太陽光電池の最大出
力10キロワット未満であるもの
２電力会社と太陽光発電設備の系
統連系に伴う電力受給に関する
契約を締結したもの
３システムが発電する電力量を測
定できるもの※モニターで随時
表示されるもの
４未使用の太陽電池を使用したシ
ステムであること
※この補助金は七尾市民を対象と
した制度です。申請時（設置前）
に市内で生活している人に限り
ます。
【補助額】
50,000円/kw（上限200,000円）
【第１期募集期限】
４月23日㈪〜 10月31日㈬
※予定数に達した時点で締め切り
ます。
環境安全課

☎53-8421

福祉課☎53-8463

広報ななお
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七尾市有料広告の募集

羽咋市

＊

桜まつりin国能青
［日
［場

時］ ４月14日㈯・15日㈰ 9：30 〜
所］ 国立能登青少年交流の家

ストラックアウト大
会やチョコレートフォ
ンデュなど開催。夜間
ライトアップも幻想的

国立能登青少年交流の家

☎0767-22-3121

志賀町

＊

第31回春の合同展
［日
［場

時］ ５月３日㈭〜５日㈯
所］ 富来活性化センター

春の草花を中心に、
クマガイソウ（熊谷草）
などバラエティにとん
だ草花や絵画が展示さ
れます。

富来山野草愛好会・とぎ絵の会
担当 西浦 ☎0767-42-0769
中能登町

＊

まほろばの郷
寺社街道ウオーク in 中能登町
［日
［場

時］ ４月22日㈰ 10：30 〜（受付は9：30 〜）
所］ カルチャーセンター飛翔
（中能登町能登部下）集合
［参加費］ 500円（小学生以下は200円）
［コース］ 能登部神社→本土寺→雨宮古墳群
（約３km）
歴史の宝庫「雨宮古
墳群」を歩いてみませ
んか？

中能登町企画課（鳥屋庁舎） ☎ 74-2806
宝達志水町

＊

宝達山桜ウオーク
［日 時］ ４月29日㈰ 9：20 〜（受付は8：30 〜）
［場 所］ 石川県畜産総合センター集合
［コース］ 野寺口から山頂をめざす約13㎞
［参加費］ 500円
（小学生以下は無料）
桜の下を、爽やかに
ウォーキング♪健康的
に、美しい春を満喫し
ませんか？
宝達志水スポーツクラブ事務局
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七尾市は、「広報ななお」「ホー
ムページ」
「ケーブルテレビなな
お」で有料広告を掲載しています。
今回は、
「ホームページ」と「ケー
ブルテレビななお」の有料広告を
募集します。
ぜひ、七尾市役所が運営する
「ホームページ」「ケーブルテレビ
ななお」で自社をPRしてみませ
んか。
ホームページ
■掲載位置
トップページで指定する場所
■規格
バナー広告（1枠）
縦
60ピクセル
横 120ピクセル
サイズ 4KB以内
形式 GIF形式（画像は各自作
成するものとする。）
■掲載期間 １カ月を単位とし、
最長１年とする。ただし、当該
年度を超えることはできない。
■掲載募集枠 全20枠
■掲載料金 10,000円
ケーブルテレビななお
■動画放送
【30秒以内】
市内事業所
6,000円／週
市外事業所
9,000円／週
【60秒以内】
市内事業所
9,000円／週
市外事業所 12,000円／週
※完成パッケージ持込に限る。
■文字放送
【20秒以内】
市内事業所
5,000円／週
市外事業所
8,000円／週
【40秒以内】
市内事業所
8,000円／週
市外事業所 10,000円／週
※１日８回自主放送番組内で放送
１週間56回放送
広報広聴課 ☎53-8423
ケーブルテレビななお
☎84-0055

☎ 0767-28-4749

市税の納付は
口座振替が便利！
手続き方法
市内の金融機関または郵便局窓
口で手続きができます。
手続きに必要なもの
通帳・通帳届出印鑑・納税通知
書（納税義務者がわかるもの）
手続きに伴う注意点
振替を希望される納期の１カ月
前までにお申し込みください。
次の場合、口座振替の変更手続
きが必要です。
◎口座名義人が死亡したとき
◎口座を解約したとき
◎口座名義を変更したとき
◎世帯主の変更や相続などで納税
義務者が変わったとき
税務課

☎53-8413
…

固定資産価格などを縦覧できます
■縦覧期限
５月１日㈫まで
■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）
・代理人の場合は、委任状が必要
※固定資産税のお知らせ
平成24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月上旬に送付します。
税務課

☎53-8415
…

石川県縦断ピアノコンサート
ピアニスト高田匡隆氏が登場！
■日時 ４月22日㈰ 14：00
■場所 七尾サンライフプラザ
■入場料 一般
1,000円
高校生以下
500円
七尾市公共施設管理公社
☎53-1160

