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平成25年 5 月31日現在
先月比較 ※外国人含む
世　帯 22,238世帯（18）
人　口 57,471人（△21）
　男　 27,174人（△22）
　女　 30,297人（　 1）
年齢別人口
0 ～20歳 9,654人
21～64歳 29,929人
65歳～ 17,888人
転入 95人 転出 88人
出生 26人 死亡 55人
婚姻 19件 そのほか 1人

市の人口

固定資産税・都市計画税（2期）
国民健康保険税（1期）
※納期限： 7月31日㈬

納税のお知らせ

「税情報ななお　第 2号」回覧
～国民健康保険税の納税通知書を
7月12日㈮に送付します～

今月の『税情報ななお』

■日時　 7月16日㈫
　① 9：30～12：00 ②13：00～16：00
■場所　①サンビーム日和ヶ丘（垣吉町）
　　　　②北陸電力㈱七尾支社（三島町）

愛の献血

献血の詳しい情報は

石川県赤十字血液センター 検索

募集
七尾市総合計画審議会
委員を募集
　七尾市のまちづくり基本方針と
なる「七尾市総合計画」の「基本計
画」の見直しを審議していただく
委員を募集します。
　よりよい七尾市のために、皆さ
んの意見をお聞かせください。
■募集人員　若干名
■任期　　　 2 年間
■応募資格
　  ・七尾市民で平成 6年 4 月 1  
　　日以前に生まれた人
　  ・会議（毎年 2回程度、昼間に　
　　開催）に出席できる人
■応募方法
　  応募用紙は、持参や郵送、ファク
スやメールで企画財政課まで提
出してください。

　  【応募用紙設置場所】
　  本庁舎 1階　市民ロビー
　  ミナ.クル 2階　健康福祉部
　  企画財政課（本庁舎 4階）
　  市民センター
　  市ホームページ
■申込期限
　 7 月19日㈮
　（郵送の場合は当日消印有効）

問  〒926-8611
 　七尾市袖ケ江町イ部25番地
 　企画財政課　☎53-1117
　　　　　　 　FAX53-1819

第９期「のと・七尾人間塾」
塾生募集！
　『人間力と技術力でのと･七尾を
元気にする』をテーマに、今年で 9
期目となる「のと・七尾人間塾」を
開講します。
　当塾を通して、自己を改革し、会
社を“元気”にしたい人、異業種交
流をしたい人を募集します。
■日時　 8月～ 12月　全 6回講座
　　　　19：00 ～ 22：00（予定）
■場所　七尾市役所　ほか
■内容　基調講演と改革実践研究
　　　　先進地視察研修など
■講師
　  北陸先端科学技術大学院大学
　客員教授　近藤修司氏　ほか
■定員　　25人
■受講料　20,000 円
■申込期限　 8月 2日㈮

問  のと・七尾人間塾運営委員会
（産業振興課内）　☎53-8565

下水道排水設備工事責任技術者
認定試験受験者募集
■日時　10月18日㈮　13：30 ～
■場所　金沢市ものづくり会館
■申込期限　7月29日㈪～ 8月9日㈮
問  上下水道課　☎53-1972

シャッターオープン事業募集
　商店街の空き店舗で開業する人
を支援します！
■対象者
　商店街の空き店舗で開業する人
■商店街
　  一本杉通り、駅前通り商店街、
中央商店街、東部商店街、
　和倉温泉商店連盟
■補助金額
　上限150万円
　ただし、飲食関係は200万円
■補助対象
　  内装工事費、借家費、広告費、
　機器購入費など
※審査会により選考します。
　  応募方法や申請書類などの詳細
はお問い合わせください。

問  産業振興課　☎53-8565

第1回　市民のねがい
花いっぱいコンクール
　市民による花いっぱい運動が広が
ることを願って、人々の心を和ませ
る花いっぱいの花壇を募集します。
■対象花壇
　  夏、秋花壇（プランターや鉢を
使った花壇を含む。）

■募集部門　個人の部、団体の部
■審査方法　  写真審査　来場者に

よる審査も実施（パト
リア2階で展示・投票）

■申込期限　 9月20日㈮必着
■展示期間
　10月18日㈮～ 10月24日㈭
■申込方法
　  花壇のベストショットを撮影し、
Ａ4サイズの写真に、申込書を添
付して郵送または、直接提出してく
ださい。申込書は、市民男女協働
課にあります。市ホームページか
らもダウンロードできます。
　  ただし、期間中に撮影したものに
限ります。

問  〒926-8611　七尾市袖ケ江町イ部25番地
 　  市民のねがい推進協議会
 　市民男女協働課内　☎53-8633

放送大学10月生募集
　放送大学では平成25年度第 2学
期（10月入学）の学生を募集していま
す。ＢＳ放送やインターネットを通
じて学ぶ通信制の大学です。大学（学
士）卒業を目指す人や、好きな科目を
１科目だけ勉強したい人も入学がで
きます。（入学試験はありません）
■出願締切　 8 月31日㈯
■入学説明会
　  8 月10日㈯、11日㈰、18日㈰、
24日㈯、25日㈰
　10：30 ～
問  放送大学石川学習センター
　   〒921-8812　野々市市扇が丘7-1
（金沢工業大学内）
　 ☎076-246-4029

七尾市食育推進委員会委員募集
　七尾市食育推進計画に基づく食
育の推進をいっしょに考え、取り組
んでいただく委員を募集します。
■募集期限　 7 月31日㈬
■募集人数　  2 人
■任期　平成25年度～26年度（2年間）
※詳細はお問い合わせください。
問  健康推進課　☎53-3623

要約筆記入門講座受講生募集
　聞こえない人、聞こえにくい人
に話の内容をまとめ、その場で素
早く文字にして伝える技術が「要
約筆記」です。事故や病気で聴覚
を失った人にとって、特に有効な
コミュニケーション手段です。
　初歩から学びますので、お気軽
にご参加ください。
■日時　  7 月27日㈯～ 10月12日㈯
　　　　（全 9回）
　　　　 9：30 ～ 11：30
■場所　ミナ.クル
■受講料　無料
■教材費　2,600円
　（機関誌「ろうあ石川」・資料代）
■申込期限　 7 月18日㈭
問  福祉課　☎53-8464 FAX53-5990

就業支援講習会受講者募集
　パソコン（マイクロソフト　エ
クセル）の資格を取りたいと思っ
ている人、講習会を受けてみませ
んか？
■日時　 7 月27日㈯～ 12月21日㈯
    9：00 ～ 12：00
■場所　  パソコン教室マイガーデ

ン（ミナ.クル１Ｆ）
■内容　通学講習　土曜日20回
■対象　ひとり親家庭の父母、寡婦
　※ パソコン基本操作ができる人
　※60歳以下の人
■定員　7人
■受講料　  無料（但し、教材費など

一部負担あり）
■申込期限　 7 月17日㈬
※託児所があります。（予約）
問  子育て支援課　☎53-8445

平成25年度　
七尾市職員採用試験
■試験職種および採用予定人数
試験職種 採用予定人数

消防士（初級、中級、上級）
9 人程度
※ うち救急救命士
2人程度

行政（初級） 1人程度
1級建築士 1人程度
管理栄養士 1人程度
保育士 2人程度

■１次試験
　  日時　 9月22日㈰ 9：00 ～
　場所　消防士　七尾鹿島消防本部
　　　　消防士以外　七尾市役所
■申込期間
　 8 月 5 日㈪～ 8月23日㈮
■ 申込書類などの入手方法
　  ①郵便請求
　　  返信用の切手（120円）を貼っ
た封筒（角型 2号）を同封し
て、請求してください。

　  ②  市ホームページからダウン
ロードできます。

　③  秘書人事課でもお渡ししてい
ます。

問  秘書人事課　☎53-8465
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七尾まだら総おどり大会
　七尾の郷土芸能「七尾まだら」の
保存と普及に取り組む「七尾まだ
ら保存会」が発足して88年の節目
を迎えます。あわせて、石碑の建
立から50周年を記念し、七尾まだ
ら総おどり大会を実施します。皆
さんで楽しく踊りませんか。
■日時　  7 月18日㈭　まだらの日
　　　　17：30 ～
■場所　 御祓川長生橋～慶応橋
問  七尾まだら保存会事務局
　 ☎52-5736

イベント 「男女共同参画社会」を
テーマとした「川柳」の募集
■テーマ
　  男女が共に支えあい、お互いを
思いやることの大切さをアピー
ルしたもの。

　  家庭や地域、学校や職場での男
女共同参画をアピールしたもの。
■応募内容　川柳（五七五調）
■応募資格
　  市内に在学している高校生および
七尾市民、市内に勤務している人
■応募用紙設置場所
　  公民館、市民男女協働課、
　男女共同参画室（フォーラム七尾）
■申込期限　 7月5日㈮～ 9月10日㈫
■応募方法
　  応募用紙に記入し郵送または持
参、ファクスでご応募ください。

問  〒926-0811　七尾市御祓町1番地
　 パトリア４F　フォーラム七尾
　 男女共同参画室（フォーラム七尾内）
　 ☎52-5222　FAX52-5239

「博物館構想」を
一緒に考えませんか！
　歴史民俗資料や自然史資料を
保存活用する拠点となる博物館
の建設に向けた検討を行います。
　その「基本構想」を策定するメン
バーを募集します。
■条件
　  市内に住んでいる人、または市
内で働いている人
■内容
　  2 カ月に 1回程度、平日の日中
（13：30から 2時間程度）に会議
を予定しています。
■募集人数　 2 人程度
■申込方法
　  氏名、年齢、住所、職業、連絡先、応
募動機を記入の上、文化課まで
お申し込みください。
　（様式は自由）
■申込期限　 7月24日㈬
問  文化課　☎53-8437 FAX52-5194

交流地域情報
高岡七夕まつり
　大小数千本の七夕が中心商店街
に華やかに飾られ、ライブ・コン
サートやパレードなど、さまざま
なイベントが開催されます。
■日時
　 8月 1日㈭～ 7日㈬
■場所
　高岡市中心商店街
問  高岡七夕まつり実行委員会
　 ☎0766-20-0555

世界農業遺産認定・全国名水サミットin七尾開催　記念
第10回　御祓川まつり　～灯りと水に感謝を込めて～
■日時　 8月10日㈯　15：00 ～ 21：00
■場所　生駒町地内　御祓川沿い
■内容
　15：00 ～　 御祓川縁日（七尾・のじマーケット）
　17：10 ～　 オープニング　七尾豊年太鼓
　17：30 ～ 　御祓川まつり　神事スタート
　18：00 ～　点灯セレモニー
　18：30 ～　川への祈りコンサート
　　　　　　出演者　 ゴスペルコーラスユニットVOX OF JOY、
　　　　　　　　　　 管弦楽団　オルビスNOTO、混声合唱団　俊友会、
　　　　　　　　　　 大相撲甚句　北脇貴士（いしかわ観光特使）
　19：00 ～　灯ろう流しスタート
　※  市民の皆さんのご参加と点灯のご協力をお願いします。
問  御祓川まつり実行委員会（㈱御祓川内）　☎54-8866

人権啓発講演会『報道（メディア）と人権』
　私たちは、日常生活の中でお互いの人権をどのよう
に考えているでしょうか。人権とは傷つけても傷つ
けられてもいけない大切なものです。
　各地での講演会やハンセン病療養所の訪問、人権啓
発冊子での連載などでご活躍のフリーアナウンサー
藪本雅子さんが「報道（メディア）と人権」についてわ
かりやすくお話しします。
　今一度、人権について考えてみませんか。
■日時　  7 月30日㈫　13：30 ～ 15：00
■場所　能登演劇堂
■講師　藪本　雅子氏（フリーアナウンサー）
■入場料　無料
問  県人権推進室　☎076-225-1235  市民男女協働課　☎53-1112

住民票などの書類を宅配します！「まごころ連絡員」
　市役所の窓口に足を運ぶことが困難な人を対象に、住民票や税証明書な
どの書類を地区の市職員が直接自宅にお届けします。
■対象
　65歳以上のみの世帯
　身体障害者手帳をお持ちの人
　要介護認定を受け、一人で外出が困難で代理申請する家族がいない人
■依頼先
町会長、民生委員
近所の市職員
■取り扱いできる書類
住民票、所得証明書、課税証明書、納税証明書、がん精密検診費助成金支給
申請書、介護保険被保険者証再交付申請書、介護保険負担限度額認定申請
書（預かり）、後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書、後期高齢者医療
限度額適用・標準負担額減額認定申請書、長寿（後期高齢者）健康診査受
診券再交付申請書
※ほかにも市役所へ提出する書類などをお預かりし、担当課へ届けます。
※税金や水道料金などの納入は、取り扱いできません。
※住民票などの証明書料金は一通300円です。
問  広報広聴課　☎53-8423

蝶とカブトムシ
「親子ふれあいまつり」
　蝶の放し飼い、世界のクワガタや
カブトムシの展示、国産カブトムシ
やクワガタとのふれあいコーナー、
竹細工の昆虫や押し花絵、プラバン
作りなどの体験教室を行います。
■日時
　 7月20日㈯～ 9月 1日㈰
 9：00 ～ 17：00
■場所
　氷見市海浜植物園
■料金
　大人　　　  500円
　小中学生　  100円
　幼児・乳児は無料
問  氷見市海浜植物園
　 ☎0766-91-0100
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　1300年前に修験道の開祖役の行
者によって創立された北信濃三大
修験霊場のひとつ小菅神社で、式
年柱松柴燈神事が 3年に 1度開催
される奇祭。
　松子という講堂前の広場に雑木
を山ブドウのわらで束ねた高さ四
メートルほどの柱松ニ基を立て、火
打ち石と火打ち金を使い、柱松の
上の尾花のどちらに火が着くかを
競い、東が勝てば天下泰平、西なら
五穀豊穣と言われている。国重要
無形民俗文化財に指定されている
神事。ぜひ、一度訪れてはいかがで
しょうか。

■日時　 7月15日（月・祝）
　　　　（次回2016年）
■場所　小菅講堂前祭式場ほか
問  信州いいやま観光局（長野県飯山市）
　 ☎0269-62-3133

お知らせ
国民年金保険料を納めていない人へ
　国民年金保険料を納付期限まで
に納めていない人に、電話や書面、
面談をして早期に納めていただく
ようご案内しています。
　しかし、それでも納めない人は、
強制徴収の手続きにより督促を行
います。納付期限までに、納付が
ない場合は、連帯して納付する義
務を負う世帯主や配偶者の財産を
差し押さえることがあります。早
めの納付をお願いします。
問  七尾年金事務所　☎53-6511

『新修七尾市史』通史編Ⅲ
の訂正
　今回発刊しました通史編Ⅲの
413頁の妙圀寺は長興寺の誤りで
した。謹んでお詫び申し上げます。
問  文化課市史資料整理室
　☎53-8447

平成25年度七尾市戦没者慰霊式
第62回石川県戦没者慰霊式
～戦争犠牲者に哀悼の意を～
○平成25年度七尾市戦没者慰霊式
■日時　 7月13日㈯ 9：00 ～
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　文化ホール
○第62回石川県戦没者慰霊式
■日時　 8月 1日㈭10：30 ～
■場所　石川県戦没者墓苑
　　　　（金沢市野田町野田山）
問  福祉課　☎53-8463

早朝太極拳に参加しませんか！
　太極拳は身体の基礎代謝を高め
るので、体力アップや健康増進、美容
効果があるといわれています。年齢、
性別、経験を問わず、どなたでもでき
ますのでお気軽にご参加ください。
■日時　 7月～ 9月の毎週日曜日
    7：30 ～ 8：00
■場所　七尾マリンパーク
　　　　（能登食祭市場横）
問  七尾市太極拳協会　中村
　 ☎53-0300
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七尾市販路開拓支援事業
やる気のある企業を応援します！
　物産展や商談会出展費用の一部
を支援します。
■対象　  市内に主たる事業所があ

る中小企業者および個人
事業者

■対象事業　  平成26年 3 月31日㈪
までに行われる物産
展や商談会

■対象地域　①三大都市圏
　　　　　　②金沢市
■対象経費　出展料のみ
■補助金額　補助率　1 ／ 2以内
　　　　　　限度額　10万円
※必ず申請前にご相談ください。
問  産業振興課　☎53-8565

コイヘルペスウイルス病を
防ぐご協力をお願いします！
　コイヘルペスウイルス病は、コ
イに感染する病気です。
※ 人には感染しません。感染拡大
を防ぐために次の内容につい
て、ご協力をお願いします。

① 川などで釣ったコイをほかの川
に放すことはやめましょう。

② 飼っているコイを川などに放し
たり捨てたりすることはやめま
しょう。

※ 死んだコイは必ず焼却処分をお
願いします。

③ コイの大量死を発見したら、市役所
里山里海振興課までご連絡くださ
い。

問  里山里海振興課　☎53-5010
　 石川県水産課　☎076-225-1653
　 石川県内水面水産センター
　 ☎0761-78-3312

プロサッカーを観にいこう！
【ツエーゲン金沢戦 無料招待】
　ツエーゲン金沢は、Ｊリーグを
目指すプロスポーツクラブとして
それぞれの地域とつながりをつく
り、地域の振興・活性化を目的に
「パートナーエリア」事業を実施し
ています。その一環として、ホー
ムゲームに七尾市民を無料招待し
ます。
■日時　 7月20日㈯
　　　　15：00キックオフ
■会場　金沢市民サッカー場
　　　　（金沢市磯部町ニ45）
■対戦相手　福島ユナイテッドFC
※ 当日、競技場チケット売り場で運
転免許証など、住所がわかる公的
証明書を提示してください。
　 ツエーゲン 検索

問  ツエーゲン金沢事務局
　 ☎076-254-5081

あなたは大丈夫!? ただいま、メタボ・糖尿病警報発令中!!
　ただいま健診実施中！お近くの健診会場で受診してください。
■これからの日程

健診日 場　所
受付時間

託児
特定健診 がん検診

7月11日㈭
野崎コミュニティセンター 8：00～ 9：00 －
鰀目集会所 9：30～10：30 －

7 月12日㈮ 相馬公民館 8：30～10：00 －
7 月14日㈰ 七尾サンライフプラザ 8：30～10：00 託児

7月17日㈬ 御祓公民館 8：30～10：00  8：30～10：0013：00～14：00 －

7 月18日㈭
高階公民館  8：30～10：00 －
やまと会館 13：00～14：00 －

7 月19日㈮ 西湊公民館  8：30～10：00 －
7 月20日㈯ サンビーム日和ヶ丘  8：30～10：00 －
7 月24日㈬ 徳田公民館  8：30～10：00 －
8 月 3 日㈯ すこやか  8：30～10：00 託児

8月 7日㈬ 七尾サンライフプラザ  8：30～10：00  8：30～10：0013：00～14：00 －

8 月 8 日㈭ 能登島健康センター  8：30～10：00 託児

※特定健診は、 9月30日(月)まで市内指定医療機関でも受診できます。
問  特定健診：保険課　☎53-8420　がん検診：健康推進課　☎53-3623 

七尾港まつり総踊り「着付け」
　総踊りに参加する人を対象に
「着付け」（無料）を行います。
　なお、着付けに必要な小物は必
ずご持参ください。また、着付け
時間も決められた時間でご利用く
ださい。着付け希望者は、18時15
分までに必ずお越しください。
■着付け場所
　①七尾商工会議所
　　16：30 ～ 18：30
　②フォーラム七尾
　　16：30 ～ 18：30
　③松本呉服店（一本杉町）
　　15：00 ～ 18：30
　※松本呉服店は予約が必要
　　☎53-0086
　※必要小物　帯・紐（ 2本以上）
問  七尾港まつり実行委員会
　 事務局(観光交流課)　
　 ☎53-8436

七尾市文化産業賞の推薦を
受け付けます
　「七尾市文化産業賞」は多年にわ
たり、文化産業の振興発展に尽く
された個人や団体に対し、贈るも
のです。
　推薦書は、公民館、市民センター、
秘書人事課にあります。
■申込期限　 8月20日㈫
■贈呈式　　11月 3 日（日・祝）
問  秘書人事課　☎53-1110

七尾法律相談センターによる
法律相談
　毎週、木曜日に法律相談を開催
します。
■日程　　　　弁護士
　 7月11日㈭　東　祐紀
 7 月18日㈭　樋詰哲朗
 7 月25日㈭　東　巌
 8 月 1 日㈭　酢谷昌司
 8 月 8 日㈭　中上勇輔
 8 月15日㈭　休み
 8 月22日㈭　堀江重尊
 8 月29日㈭　横見健太
■時間　13：30 ～ 16：00
■場所　フォーラム七尾
■申込方法
　  相談前日までに電話で申し込み
ください。
■申込定員　 5人（先着順）
■相談時間　30分以内
■相談料　　5,000円
　※ ただし、負担が困難な人で法
律援助資力基準に該当の場
合、無料

※クレサラ相談は初回無料
※ 担当弁護士は変更することがあ
ります。

問  金沢弁護士会　☎076-221-0242

平成25年度国民年金保険料
免除申請受付が始まります！
　経済的な理由などで納付するこ
とが困難な場合には、国民年金保
険料の納付が免除となる制度があ
ります。（所得審査があります）
　現在、免除が承認されている人
でも平成25年 7 月分～平成26年 6
月分の免除申請が必要です。
※詳細はお問い合わせください。
問  七尾年金事務所　☎53-6511
　 市民課　　　　　☎53-1265

七夕飾り＆お絵かき会
　公園内で楽しく絵を描きませんか？
絵を描いてくれたお子さんには、クレ
ヨンと自由帳をプレゼントします！
■日時　 7月 6日㈯～ 7日㈰
　　　　10：00 ～ 15：00
■場所　希望の丘公園管理事務所
■対象　子ども（小学生未満）
■費用　無料(各日先着30人)
　 希望の丘公園 検索
問  希望の丘公園管理事務所　
　 ☎52-9266

七尾をさくらのまちにしよう！
　「散歩道にさくら並木があった
らきれいだろうなぁ」と思ったこ
とはありませんか？
　七尾を『さくらのまち』にするた
めに、皆さんへ苗木を無料で配布
しています。あなたのまちでもた
くさんのさくらを植えてみません
か？

■申込期限　 9月17日㈫まで
■配布時期　11月
問  都市建築課　☎53-8469

後期高齢者医療制度
保険料の通知・保険証の
郵送
①平成25年度保険料の決定通知書
7 月中旬に保険料額の通知書
（確定分）をお送りします。納期
限内の納付をお願いします。
なお、通知書には、支払い方法（年
金天引、口座振替、納付書払）や
納期限などが記載されています。
②新しい保険証の郵送
現在お持ちの保険証の有効期限
は、 7月31日までです。 8月 1
日から使用できる新しい保険証
を、 7月末までに簡易書留でお
届けします。
新しい保険証を受け取ったら、
すぐに内容を確認してください。
古い保険証は、 8月になってか
ら破棄してください。
「限度額適用・標準負担額減額
認定証」をお持ちで、 8月以降
も引き続き要件に当てはまる人
には、保険証に同封します。

問  保険課　☎53-8988

平成24年度情報公開の実施状況
■情報公開請求件数の報告
　公開請求受理件数　　　　36件
　内訳　
　・公開　　　　　　　　　20件
　・一部公開　　　　　　　14件
　・非公開　　　　　　　　 0件
　・在否を明らかにしない　 0件
　・不存在　　　　　　　　 1件
　・請求取下げ　　　　　　 1件
　・不服申立て　　　　　　 0件
■個人情報の公開請求の報告
　保有個人情報開示請求　　 3件
　内訳
　・公開件数　　　　　　　 3件
　・不存在　　　　　　　　 0件
　・不服申立て　　　　　　 0件
※  市では、個人情報を保護しなが
ら、皆さんに情報公開するよう
努めています。

問  広報広聴課　☎53-8423
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省エネ・節電アクションプラン
にチャレンジしてみませんか
　家庭で行う環境保全活動を応援
する『取組シート』を無料で配布し
ています。取組シートに添い各自
で目標を定め実施するものです。
■対象　どなたでも参加できます
■期間　 9月30日㈪まで
■配付場所　環境課
※ 県ホームページからもダウン
ロードできます。

　 石川県 省エネ・節電 検索

問  環境課　☎53-8421

「ラジオななお」で
緊急放送の試験放送実施
　平成24年度から緊急防災情報告
知システムの整備を進めています。
　その緊急防災情報告知システム
が正常に緊急情報を発信するか、
設備および操作手順の訓練（試験
放送）を、次の日時から毎月実施す
る予定です。
■日時　 7月12日㈮16：30 ～
■緊急放送が流れる機器
　屋外拡声子局（屋外スピーカー）
　ラジオななおからのラジオ放送
※ その他　今後は毎月第 2金曜日
午後 4時30分から試験放送を行
います。

問  防災交通課　☎53-6880

市長談話室
～市政への想いやアイデアを
お聞かせください～
■日時　 7月 9日㈫
　　　　15：00 ～ 17：00
■場所　七尾市役所
■日時　 7月19日㈮
　　　　15：00 ～ 17：00
■場所　田鶴浜市民センター
■申込期限　開催日の 1週間前
※ 1組30分以内
※  公務により中止になる場合があ
ります。

問  広報広聴課　☎53-8423

歯っピーライフ♪　8020
～歯周疾患検診～
　生涯、自分の歯でおいしく食べ、
健康的な生活を送るためにも「歯
周病予防」が大切です。
　この機会に検診を受けて、歯の
健康管理に役立てましょう。
■対象者　
　  平成26年4月1日までに40・50・
60・70歳の誕生日を迎える人

　  対象者には個別通知しています。
■場所　  七尾市および中能登町の

指定歯科医療機関
■受診期限　10月31日㈭まで
■内容　問診、歯科検診・指導
■費用　1,300円
※  市民税非課税世帯、生活保護世
帯の人は無料です。

問  健康推進課　☎53-3623

半島における新たな
租税特別措置
　平成25年度税制改正により、半
島において従来措置されてきた国
税に係る租税特別措置（工業用機
械などの特別償却）が大きく見直
されました。
■主な改正ポイント
　① 市全域が地区指定を受けました。
　② 対象となる業種、取得価額な

どが拡大。幅広い事業者が活
用できるようになりました。

　③ 市の計画と事業者の設備投資
の内容が適合している必要が
あります。（税務申告前に市に
ご確認ください）

■適用期間　平成25 ～ 26年度
※詳細はお問い合わせください。
問  産業振興課　☎53-8565

ミナ.クル市民窓口からのお知らせ
　「ミナ.クル」では、毎週土曜日も
窓口業務を行っていますが、 8月
17日㈯は、システム改修をするた
め、休みます。
問  福祉課　☎53-8463

下水道供用開始地区では
早期に下水道への接続を
６月６日からの供用開始地区
　矢田町、大和町の一部
一日も早い接続を
　供用開始地区では、早期の宅内
排水の接続工事をお願いします。
　安心で安全な生活環境を整え、
七尾湾や河川の水質保全を図るた
め皆さんのご理解、ご協力をお願
いします。
下水道の役割
　能登の里山里海を保全します。
早期工事の補助制度など
　一般家庭に、供用開始から1年
以内で一定規模以上の排水設備工
事をする場合、費用の一部を補助
する制度などがあります。
受益者負担金
　対象地の所有者などの手続き、
納付をお願いします。本年度1期
目の納期は 8月末日です。
問  料金業務課　☎53-8002
　 上下水道課　☎53-8466

不用品活用銀行
■ゆずります
　  学習デスク（本棚・いす付）、ラ
ンドセル（男子用・ 3個）、お膳
（中）
■ゆずってください
　  いす（背もたれつき）、テーブル
（一人用）、二段ベッド、ひまわり
保育園用制服関係（制服・体操
着・サイズ不問）、車いす、大人
用三輪車、地図帳（小学 5 ～ 6
年生用）、チャイルドシート（ 3
台）、ベビーカー、赤ちゃん用お
むつカバー（サイズ50 ～ 70）、
物干し台一式、ソファー（足付・
2 ～ 3人用）、赤ちゃん用布お
むつカバー
※電気製品は取扱不可
※登録期限は 6カ月
※  交渉の成立・不成立は必ず環境
課までご連絡ください。

問 環境課　☎53-8421

羽咋市

2013ジェットスキー千里浜
［日時］　 7月13日㈯～ 15日（月・祝）
［場所］　千里浜海岸特設会場

　全国のライ
ダーたちがス
ピードとテク
ニックを競う国
内屈指の大会。
問  羽咋市観光協会　☎0767-22-5333

志賀町

西能登やっちゃ祭り
［日時］　 7月28日㈰
［場所］　柴木公園（高浜町）

　夏の一大イ
ベントを開催。
　水森かおり
歌謡ショーや
各種団体によ
るステージショー、花火大会など盛りだく
さんです。
問  志賀町祭実行委員会　☎0767-32-1111

中能登町

第9回 織姫夏ものがたり
［日時］　 8月 3日㈯12:30 ～ 21:00
［場所］　レクトピアパーク周辺（井田）

　八代亜紀歌
謡ショー、創作
太鼓紀宝楽（三
重県紀宝町）、
曳山、獅子舞、
キョウリュウジャーショー、総踊り、花火な
ど盛りだくさん！
問  中能登町企画課　☎74-2806

宝達志水町

宝達山夕べのひととき
［日時］　 7月27日㈯18：30 ～
［場所］　宝達山山頂 山の龍宮城
［申込期限］　 7月25日㈭

　宝達山から
見える夕日と
漁火の絶景。
　音楽を聴き
ながら楽しみ
ませんか。
申・問  宝達志水町役場ふるさと振興室
　　　  ☎0767-29-8250

便利になる「まりん号」をご利用ください
　現在の「まりん号」の運行に加えて、新しく逆周りの試験運行を実施し
ます。
■試験運行期間
　 7月20日㈯～ 12月23日（月・祝）
　 9月 1日㈰から土日、祝日のみ運行
■運行時間
　 9：00 ～ 16：00（今までと同じです）
■運行経路
　・七尾城ルート（東回り）
　　①サンライフプラザ方面　七尾駅発　毎時 0分
　　②万行町方面　　　　　　七尾駅発　毎時23分
　・等伯ルート（西回り）
　　③能登食祭市場方面　　ミナ.クル発　毎時 0分
　　④能登総合病院方面　　ミナ.クル発　毎時25分
　※②と③のコースは、今回新しく試験運行する便です。
　※③のコースは、府中町と七尾市役所は通りません。
■乗車運賃
　1人1乗車100円（小学生未満無料）
問  企画財政課　☎53-1117

七

尾市
内      　循環バス

ミナ.クル

とうはくん©

バス停のデザインが
新しくなります。
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