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NANAO

平成26年 3 月31日現在
先月比較 ※外国人含む
世　帯 22,126世帯（△19）
人　口 56,659人（△259）
　男　 26,803人（△146）
　女　 29,856人（△113）
年齢別人口
0 ～20歳 9,433人
21～64歳 28,959人
65歳～ 18,267人
転入 216人 転出 417人
出生 19人 死亡 78人
婚姻 15件 そのほか  1人

市の人口

軽自動車税（全期）
※納期限： 6月 2日㈪

納税のお知らせ

募集

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
■対象商店街
　  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

※審査会で選考します。
　詳細はお問い合わせください。
問 産業振興課　☎53-8565

第2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
　  プランターや鉢を使ったものも
含む。

■募集部門
　①団体　地植え（花壇）の部
　②団体　鉢物、プランターの部
　③個人　地植え（花壇）の部
　④個人　鉢物、プランターの部
　⑤一鉢(プランター1個)の部
　※一人各部門1点のみ申し込み可能。
■申込期限　
　 7月 1日㈫～ 9月26日㈮
■審査方法
　来場者による審査を予定
■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え
て、郵送または直接提出してくだ
さい。なお、写真は平成26年 4月
以降に撮影したものに限ります。
■申込書
　  市民男女協働課にあります。ま
た、市ホームページからダウン
ロードもできます。

問 市民のねがい推進協議会事務局
　 市民男女協働課　☎53-8633

創業を目指す人集まれ！
「創業塾」開催！
　創業を目指す人のために「創業
塾」（全10回講座）を開催します。
　 1～5回までは、創業に必要な
「経営」「財務」「人材育成」「販売方
法」の基本知識を学びます。
　 6～10回は、アドバンスコース
として創業予定の業種に対応した
専門分野別テーマ（飲食関係、サー
ビス業関係など）を設けます。
■受講料
　5,000円（資料などの実費相当）
■開催日
　  7 月～ 11月までの第 2、第 4土
曜日 9：30 ～ 12：30

■申込期限　 6月20日㈮
問 七尾商工会議所　☎54-8888
　 産業振興課　☎53-8565

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　市内に事業所がある中小企業者および個人事業者
■対象事業　国内および海外で開催される物産展や商談会
■対象経費　出展料、 梱包・輸送費、 広告宣伝・印刷費、 小間装飾料
■補助金額　補助率：1/2以内　限度額：海外や三大都市圏などは10万円、北陸三県 5万円
※募集は随時行っています。
※必ず申請前にご相談ください。
問 産業振興課　☎53-8565

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
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七尾市職員採用試験
（大卒程度）
【１次試験】
■日時　 6 月22日㈰ 9：00 ～
■場所　七尾市役所
■申込期限　 5 月19日㈪～
　　　　　　 6月10日㈫
■申込書類などの取得方法
 ①郵便請求
 ②  七尾市ホームページからダ
ウンロードなど

※詳細はお問い合わせください。
問 秘書人事課　☎53-8465

交流地域情報

富山県氷見市交流情報
藤子Ⓐワールドまつり
　 5月 5日（月・祝）こどもの日は
藤子不二雄Ⓐ先生のキャラクター
が町にいっぱい！忍者ハットリく
んスタンプラリーなど、商店街か
らひみ番屋街にかけて楽しいイベ
ントが盛りだくさん！
■日時　 5月 5日（月・祝）
　　　　10：00 ～ 15：00
■場所　  商店街・光禅寺～
　　　　  ヒミングアートセンター

～ひみ番屋街
問   氷見市観光・マーケティング・
おもてなしブランド課

　 ☎0766-74-8106

富山県高岡市交流情報
伏木曳山祭「けんか山」
　昼は花山車、夜は提灯山車に組み立
てられます。勇ましい山鹿流出陣太鼓
に囃
はや

され、約8トンの山車が激しくぶ
つかり合う「かっちゃ」は見ものです。
■日時　 5月15日㈭
　曳出　（昼の部）11：00 ～
　　　　（夜の部）18：40～ 0：00
　かっちゃ　19：30頃　22：30頃
■場所　高岡市伏木地内山町一帯
問 観光交流課　☎0766-20-1301

お知らせ

平成26年度家庭ごみ収集
カレンダー記事のお詫びと訂正
　平成26年度家庭ごみ収集カレン
ダーに記載した「一般廃棄物収集運搬
許可業者一覧」に誤りがありました。
業者名：㈲リサイクル・ゴトウ
訂正内容 誤 正
一般廃棄物 ― ○

　一般廃棄物も収集運搬が可能で
す。お詫びして訂正します。
問 環境課　☎53-8421

不用品活用銀行
■ゆずります
　  スポーツバッグ（黒） 、ぬいぐる
み（30㎝・ 3体）、編み機、トル
ソー（マネキンの胴部分のみ）、
パイプベッド、座卓、タンス（木
製）、ウエストポーチ
■ゆずってください
　  古田式むしろ編み機、自転車（24
～ 26インチ）、ぶら下がり健康
器具（ 2台）、子ども用自転車（補
助輪付・2台）、野球グローブ（大
人用・ 2個）、脚立（ 1ｍ）、子ど
も用机、座布団（ 2枚）、自転車用
チャイルドシート
※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

下水道・合併浄化槽の情報
■新たな下水道処理供用開始区域
　次の区域で下水道処理ができ
ます。宅内排水設備の接続をお
願いします。
供用開始カ所　本府中町の一部

問 料金業務課　料金グループ
　 ☎53-8002
■平成26年度下水道工事予定区域
　次の区域で下水道工事を開始
します。
【工事区域】
石崎町、西藤橋町、本府中町、
矢田町ほか。
※ 工事予定区域は、市ホーム
ページで確認してください。
※詳細はお問い合わせください。
※ 一部変更となる場合がありま
すので、ご了承ください。

■合併浄化槽整備区域
　次の区域で合併浄化槽整備が
可能となります。
【全域】
八幡町、国下町、千野町、細口町、
国分町、後畠町、南ケ丘町、小池
川原町、古屋敷町、古城町、竹町、
佐野町、佐味町、大田町。
【一部】
藤橋町、天神川原町、藤野町、矢
田町、万行町、栄町、古府町。
※  新築、増改築を計画されてい
る人はお問い合わせください。

問 上下水道課
　 下水道建設グループ
　 ☎53-8430

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、今話されている内容を、わかり
やすくまとめて伝える技術を要約
筆記といいます。まずは初歩から、
要約筆記によるコミュニケーショ
ンの大切さ、楽しさを体験してみ
ませんか？
■開催日
　 6月 7日㈯、 6月14日㈯、
 7 月 5 日㈯、 7月12日㈯、
 7 月19日㈯、 7月26日㈯、
 8 月 2 日㈯、
　 9：30 ～ 11：30
　※  7 月19日㈯と26日㈯は
  9 ：30 ～ 14：30
■場所　ミナ.クル　第一会議室
■教材費　  2,000円
　　（「ろうあ石川」購読料含む）
■申込期限　 5月30日㈮
問 福祉課　☎ 53-8464
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