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平成25年11月30日現在
先月比較 ※外国人含む
世　帯 22,225世帯（　4）
人　口 57,164人（△72）
　男　 27,053人（△29）
　女　 30,111人（△43）
年齢別人口
0 ～20歳 9,574人
21～64歳 29,481人
65歳～ 18,109人
転入 62人 転出 91人
出生 26人 死亡 70人
婚姻 28件 そのほか  1人

市の人口

市・県民税（ 4期）
国民健康保険税（ 7期）
※納期限： 1月31日㈮

納税のお知らせ

今月はお休みです。

今月の『税情報ななお』

今月はお休みです。

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

スポーツ推進委員を募集！
　スポーツに深い関心と理解があ
り、熱意を持って、市民にスポーツ
を推進できる人を募集します。
■応募資格　  20歳以上で七尾市在

住の人
■募集人数　若干名
■任期　平成26年 4 月 1 日～
　　　　平成28年 3 月31日
■報酬　年額20,000円（予定）
■職務内容　スポーツ教室の指導
　者や各種スポーツ大会などの企　　
　画・運営、また各種団体などか　
　らの依頼によるスポーツ行事の
　協力や実技指導、それぞれの能
　力を高めるための各種研修会へ
　の参加
■申込期限　 1月27日㈪
※  詳細は、七尾市ホームページを
ご覧ください。

問 生涯学習スポーツ課
　 ☎53-3661

募集

放送大学４月生募集
　放送大学では、平成26年度第 1学
期（ 4月入学）の学生を募集します。
　放送大学はBS放送やインター
ネットを通して学ぶ正規の通信制
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
人も入学できます。
（入学試験はありません。）
出願期限は 2月28日㈮まで。
資料は無料です。
■入学説明会
　 1月18日㈯、19日㈰
　  2 月 9 日 ㈰、15日 ㈯、16日 ㈰、
22日㈯、23日㈰
■個別相談会
　  石川学習センターで10時30分か
ら随時開催（要予約）

問 放送大学石川学習センター
　 ☎076-246-4029

市営住宅入居者および補
欠者募集
■募集住宅
　奥原住宅　10,000円～ 19,600円
　古府住宅　13,300円～ 33,700円
　馬場住宅　16,300円～ 50,400円
■家賃など
　家賃は所得に応じ決定
　別途駐車料金の設定有
　入居時に家賃 3カ月分の敷金
■募集期限　 1月17日㈮
※詳細はお問い合わせください。
問 都市建築課　☎53-8429

第 9回市民バレーボール祭
参加チーム募集
　仲間と一緒に汗を流しませんか？
■日時　 2月 9日㈰ 9 :00 ～
■場所　田鶴浜体育館
■対象　  市内在住・勤務・通学し

ている人（ 6人制）
■参加費　 4 ,000円（ 1チーム）
■申込期限　 1月31日㈮
問 七尾市バレーボール協会　
　 ☎090-5682-8403（作井）
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東日本大震災義援金
　大震災で被災された方々に対
し、市民の皆様から多くの義援金
をお寄せいただいております。
　皆様の善意に心から感謝申し上
げます。
義援金をいただいた方のご芳名
　　　　　（敬称省略・順不同）
公益社団法人七尾青年会議所
石川県立七尾東雲高等学校
大森菓子店
（株）中島ストアー
松本佐智子
俊友会合唱団
問   福祉課　☎53-8463

お知らせ

貸したい・売りたい
「空き家」を探しています
　「空き家バンク」を設置し、空き
家情報を公開しています。空き家
の有効活用や市への定住促進によ
る地域の活性化を図ります。
　市内に空き家を所有し、売買・
賃貸をお考えの人は、空き家バン
クをご利用ください。
■報奨金制度
　  町会を通じて空き家をバンクに
登録し、利用者が入居したとき、
市から報奨金をお支払いします。
　・町会へ 5万円
　・所有者へ10万円
※市に登録した不動産事業者が仲
　介を行うため、契約時は所定の　
　仲介手数料がかかります。

七尾市 空き家バンク 検索
問  企画財政課　☎53-1117

国民年金保険料の納付は
割引のある口座振替で！
　国民年金保険料の納付には口座
振替が利用できます。
　月々 50円割引される早割制度、
現金納付よりお得な前納制度もあ
ります。
　【平成26年度分】
　・ 1年前納
　・ 6カ月前納
■申込期限　 2月28日㈮
　  早割制度は随時受付しています。
■申込場所　  希望する金融機関、

年金事務所、市民課
■持ち物　  年金手帳、通帳、金融機

関届出印
問 七尾年金事務所　☎53-6511
　 市民課　☎53-1265

富山県高岡市交流情報
第28回日本海高岡なべ祭り
　地場産業の技術で作った大鍋
で、カニやエビなどをはじめとす
る新鮮な魚介類と野菜の豪快な鍋
を振舞います。新鮮な食材を堪能
しつつ、お買物ラリーやスタンプ
ラリーもお楽しみください。
■日時　 1月11日㈯～ 1月12日㈰
　　　　11：00 ～ 16：00
■場所　高岡市中心市街地
問   日本海高岡なべ祭り実行委員会
　 ☎0766-20-0555

長野県飯山市交流情報
第32回いいやま雪まつり
　毎年5万人以上の来場者で賑わ
う、飯山の冬を代表するイベント。
　市民や小中高校生などが制作し
た大小の雪像が街を埋め尽くしま
す。期間中は雪像コンテストや雪
中神輿、雪中ウオークラリーなど
のイベントが行われます。
　街の通りを小型の雪像で飾る雪
像ストリートもあり、飯山市全体
が雪の芸術に彩られます。
■日時　 2月 8日㈯～ 9日㈰　
■場所　長野県飯山市街地

いいやま雪まつり 検索
問   いいやま雪まつり実行委員会
　 ☎0269-62-0156

交流地域情報

富山県氷見市交流情報
ひみぶりフェア
　氷見市内の民宿や料理店39店舗
でぶり料理が堪能できるひみぶり
フェアを 1月 7日から開催。お楽
しみ抽選もありますので、 2月28
日までの期間中にぜひお越しくだ
さい。
●オープニングイベント
■日時　 1月 7日㈫
■会場　ひみ番屋街
■内容　  大漁鍋の振舞いなど（数量

限定）
●ぶり・鰤・ブリづくし
■日時　 1月19日㈰10：00 ～
■会場　ひみ番屋街
■内容　  ブリの解体ショーやブリ

の振舞い、販売
問   氷見市観光協会
　 ☎0766-74-5250

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　 1月14日㈫
　　　　15：00 ～ 17：00
■場所　七尾市役所
■日時　 1月28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
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