
お知らせ

2013年漁業センサス実施
　統計調査員が、漁業者や水産関
係の皆さんのところへ伺いますの
で、調査票への記入のご協力をお
願いします。
■調査期日　11月 1 日㈮
【漁業センサスとは？】
　 5 年ごとにわが国の水産業の
実態を明らかにする‶水産業の
国勢調査”というべき大切な調
査です。

問  総務課　☎53-1111

高齢者インフルエンザ予防接種
～うがい・手洗い・予防接種！～
■接種期間　
　10月15日㈫～ 12月20日㈮
■対象者　
　  七尾市に住民票があり、次の①
または②の要件を満たし、予防
接種を希望する人。

　①満65歳以上の人。
　②  満60歳～ 65歳未満で心臓・

腎臓・呼吸器の機能障害があ
る人。またはヒト免疫不全ウ
イルスによる免疫機能に障害
があり、身体障害者手帳 1級
を持つ人。

※  ②に該当する接種希望者には、
接種券を発行します。手帳を持っ
て健康推進課にお越しください。
■費用　800円
■接種方法　  市指定医療機関で
      1 回接種
問  健康推進課　☎53-3623

◆◆ 七尾市議会議員選挙 ◆◆ 投票日10月20日㈰
　任期満了（10月31日㈭）に伴い、七尾市議会議員選挙（告示日10月13日㈰）
が行われます。
■投票できる人
　○年齢　平成 5年10月21日以前に生まれた人
　○住所　平成25年 7 月12日以前から市内に住所がある人
※  10月 1 日㈫以降に市内転居された人は、転居前住所の投票所での投票となり
ます。
■入場券を郵送します
　事前に入場券を郵送します。入場券は、紛失や忘れても投票できます。
■期日前投票・不在者投票はお早めに
　○日時　10月14日（月・祝）～ 10月19日㈯ 8：30 ～ 20：00
　○場所　市役所（本庁）、市民センター　　
■入院・入所先での不在者投票　
　  選挙管理委員会が指定した病院や施設などに入院・入所されている人は
お早めに病院長、施設長へ申し出てください。
■郵便による不在者投票
　  身体に重度の障害があるなど一定の要件を満たす人は、あらかじめ「郵便
等投票証明書」の交付を受けてください。
自宅で「郵便による不在者投票」をすること
ができます。投票用紙の請求書を選挙管理
委員会に請求してください。（電話での請求
も受け付けます。）
■投票日当日の投票
　  入場券などで、投票場所や投票時間をあらかじめご確認いただき、投票所
にお越しください。
■開　票
　○日時　10月20日㈰21：20 ～（予定）
　○場所　七尾総合市民体育館　
※会場の都合で、参観人の数に制限があります。
詳細はホームページでもご覧いただけます。 七尾市 検索

問  七尾市選挙管理委員会（総務課内）　☎53-1111

生活訓練講座受講生募集
　病気や事故で聴力を失った人
や、高齢のため聞こえにくくなっ
た人を対象に、生活訓練講座を開
催します。生活に役立つ福祉制
度の紹介や、自身の聞こえの状態
を確認したい、補聴器の調整がう
まくいっていないなどの相談に
応じます。スマートフォンの便
利な使い方講座もあります。ご
家族の皆さんも一緒にご参加く
ださい。
■日時　10月23日㈬～ 24日㈭
　　　　10：00 ～ 15：00
■場所　七尾サンライフプラザ
■参加費　無料
■申込期限　10月15日㈫
問   福祉課
　 ☎53-8464　FAX53-5990

　

第19回みのり園まつり
　模擬店コーナーやステージでの
よさこい、バザーなどが開催され
ます。ぜひ、ご家族そろってお越
しください。
■日時　10月27日㈰
　　　　 9：30 ～ 14：00
■場所　みのり園
■内容　  模擬店コーナー、バザー、

餅つき（無料配布）、よさ
こいなど

※ ご家庭にある新品・未使用の品
がありましたら、ぜひご提供く
ださい。ご連絡いただければ取
りに伺います。

問   みのり園　☎53-7266

10月21日㈪からの一週間
行政相談週間です
　毎日の暮らしの中で、国や県、
市の仕事に対する困りごとやご
意見はありませんか。住民と行
政のパイプ役として、総務大臣か
ら委嘱された行政相談委員が、相
談に応じます。相談は無料･秘密
厳守。
■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（檜物町）
　千場恵美子（能登島閨町）
　  （詳細は「今月の市民相談」の
ページをご覧ください）
■行政苦情110番
　☎0570-090110
　FAX076-222-5233
問   市民男女協働課
　 ☎53-1112
問   総務省石川行政評価事務所
　 ☎076-222-5232

　

広報ななお「七尾ごころ」に
広告を掲載しませんか？
　広報ななお「七尾ごころ」では現
在広告を募集しています。

■ 募集枠 3 枠
■ サイズ 縦55mm × 横55mm
■ 掲載料金 （ 1 カ月）
　 黒 10,000円
　 カラー 20,000円

※ 七尾市ホームページやケー
ブルテレビでも広告を募集
しています。
　詳しくは広報広聴課まで。
問   広報広聴課　☎53-8423

児童扶養手当が平成25年10月から減額されます
消費者物価指数に伴い、児童扶養手当額が0.7パーセント減額になります。
■手当の額
子どもの人数 支給区分 平成25年 9月分まで 平成25年10月分から

1人の場合
全部支給 41,430円 41,140円
一部支給 41,420円～9,780円 41,130円～9,710円

2 人の場合 1人の場合の月額に 5 ,000円加算
3人の場合 2人の場合の月額に 3 ,000円加算

■児童扶養手当とは
　  父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもを養育
する家庭（ひとり親家庭）の生活の安定と自立の促進に役立て、子どもの
福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

問  子育て支援課　☎53-8445

七尾市里山里海会議
フェイスブックページ開設！
　七尾の里山里海の魅力を発
信しています！ぜひ、ご覧くだ
さい！
七尾市里山里海会議 検索

ななおの里山里海　エッセイ募集
　能登の魅力は里山里海と深く
関わっています。里山里海の魅
力を多くの人に知っていただく
ことで、七尾の魅力向上につなげ
ます。
■申込期限　11月30日㈯必着
■賞品　
　大賞　　15,000円相当特産品
　準大賞　  5,000円相当特産品
　優秀賞　  3,000円相当特産品
■申込内容
　①概ね400 ～ 600字
　②内容に関する写真 2枚
七尾　エッセイ 検索
問 七尾市里山里海会議
　 （里山里海振興課内）
　 ☎53-8005

氷見絆国際映画祭 2013
　映画を通して、人の優しさ温かさ、
人の心のつながり「絆（KIZUNA）」
の大切さや素晴らしさを発信する
「氷見絆国際映画祭」が、昨年に引
き続き開催されます。
　映画祭では、氷見市内のミニ
シアターなどで、国内外から公
募した「可能性・ふるさと・愛・
人の絆」など、人々に感動を与え
る映画を随時上映します。出演
者や監督の舞台挨拶も予定して
います。入場は無料です。ご自
由にご鑑賞ください。
■日時　11月 1 日㈮～
　　　　11月 4 日（月・祝）
■場所　氷見キネマほか
■  上映作品　東宝、松竹、吉本など
の日本映画 8作品程度、外国映
画 2作品程度

※上映作品、上映場所を変更する　
　場合があります。
問   氷見市観光協会
　 ☎0766-74-5250
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