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前

平成26年 9 月30日現在
先月比較 ※外国人含む
世　帯 22,172世帯（△　31）
人　口 56,382人（△　84）
　男　 26,693人（△　43）
　女　 29,689人（△　41）
年齢別人口
0 ～20歳 9,318人
21～64歳 28,573人
65歳～ 18,491人
転入 67人 転出 107人
出生 25人 死亡 71人
婚姻 15件 そのほか 2 人

市の人口

国民健康保険税（ 5期）
納期限：12月 1 日㈪

納税のお知らせ

～税を考える週間～

今月の『税情報ななお』

今月はありません。

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

市税などの滞納処分により差し押さえた不動産の公売を実施します。
 公売財産【番号は売却番号】 
物件
番号 物件所在地 地目 面積 最低売却価格 公売保証金

① 七尾市国下町ム　97番 宅地 472.72㎡ 1,900,000円 200,000円七尾市国下町ム　98番

② 七尾市中島町
中島参41番 1

宅地
（建物付）204.89㎡ 900,000円 100,000円

 公売の流れ 
■公売の公告　11月 5 日㈬　　■入札の期限　11月25日㈫～ 28日㈮17：00
■開札日　12月 3 日㈬10：00 ～　　■代金納付期限　12月10日㈬14：00
■権利移転登記　
 その他 
・公売手続きは、税務課収納グループが窓口となります。
・公売保証金は、入札をする際に納付してください。
・所有権移転登記に必要な登録免許税は、落札者の負担となります。
・公売財産の詳細は、七尾市ホームページをご覧ください。
問 税務課　☎53-8413

ピアノ大好きコンサート
出演者
　スタインウェイピアノで、あな
ただけの音色を奏でませんか。
コンクールではありませんので、
お気軽にご参加ください。
■日時　12月21日㈰10：00 ～
■場所　七尾サンライフプラザ
■参加費　 1 ,000円
■申込期限　11月16日㈰
■持ち時間　 7 分以内　 2曲まで

問 七尾市公共施設管理公社
　 ☎53-1160

パン屋さんを講師に招く
本格米粉パン教室！
　ブームとなっている米粉を利用
した米粉パン。自宅で作るコツな
どを、料理教室で体験しませんか？
■日時　12月 2 日㈫10：00 ～
■場所　中島市民センター
■定員　20人（先着順）
■講師　久保いえみ氏（くぼちゃんパン）
■内容　米粉パン・クッキー、
　　　　スープ、飲み物
■参加費　500円
■申込期限　11月20日㈭
問 七尾市農業振興協議会事務局
　 （農林課内）　☎53-8422

交流地域情報

富山県氷見市交流情報
終着駅サミットｉｎ氷見
　北陸新幹線の開業という大転換
期における終着駅の新たな役割と
存在意義を見出していくための基
調講演やパネルディスカッション
を開催します。どなたでもご参加
いただけます。
■日時　11月29日㈯
　　　　13：15 ～ 17：30
■場所　  氷見市ふれあいスポーツ

センター
■費用　無料

問 氷見市観光・マーケティング・
　 おもてなしブランド課
　 ☎0766-74-8036

お知らせ税務申告に関わる
記帳などの説明会
　すべての事業所得がある人は、
収入金額や経費などを記帳し、そ
の帳簿書類を 7年間保存すること
になっています。また、説明会を
次のとおり開催します。
■日時　11月17日㈪
　　　　10：00 ～ 12：00
■場所　中島市民センター
■日時　11月20日㈭
    9 ：30 ～ 11：30
■場所　七尾商工会議所
■内容　  収入金額・経費などの記

帳方法
■対象　  事業所得や不動産所得が

ある人　
※  所得税の申告が必要でない人も
含みます。
国　税　庁 検索
問 七尾税務署　☎52-9336

心のケア講演会
「死に対する心のケア」
　自殺についての講演会を開催し
ます。一人で悩まず、一緒に考え
てみませんか。
■日時　11月18日㈫
　　　　13：30 ～ 15：00
■場所　七尾サンライフプラザ　
■講師　中川　東夫氏
　　　　（七尾松原病院院長）
■費用　無料
■定員　30人（申込必要）
問 健康推進課　☎53-3623

不用品活用銀行
■ゆずります
　  座卓（ 2台）、犬小屋、学習机、子
ども服（女・90 ～ 95cm）、七尾
東部中学校学生かばん、介護用
簡易トイレ、地下足袋（23㎝）、下
駄箱、かつら（女性用）
■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、一輪車、子ども用自転車
（ 3 ～ 4歳用）、イス（肘掛付）、
洋服（女性用・LLサイズ）、バド
ミントンラケット（ 4本）、車い
す
※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

行政提案型協働事業
「必ず役立つ震災食」講座
～開催希望町会・団体募集！～
　もしもに備えて、災害時に家に
あるもので、食事を作る便利な調
理方法を学ぶ講座を昨年に引き続
き、開催します。
　「防災と減災は自分たちの手で」
を合言葉に、皆さんで体験してみ
ませんか。
　興味のある町会や女性会、父母
会や各種サークルなど、団体単位
でお気軽にお申し込みください。
■応募方法　
　  日時と場所を決めて、申し込み
ください。
■受講費　
　  材料費などは自己負担です。
※詳細は、お問い合わせください。
問 のんびりクッキング
　 石川県栄養士会　橋本
　 ☎090-2834-0722

「ともに歩もう　市民のつどい」
～つなげよう市民の輪
　　　　広げようしあわせの和～
■日時　12月 7 日㈰10：00 ～
■場所　フォーラム七尾
■内容　  市民のねがい、市のシン

ボル、人権標語の表彰式
【人権＆男女共同参画講演会】
■時間　11：00 ～ 12：00
■講師　アマデウス大西氏
　　　　  （高津ライフケア専門学校

非常勤講師）
■演題　「みんなちがって
 みんないい」
　　　　（トーク＆コンサート）

■入場料　無料
問 市民男女協働課　☎53-1112

七尾市社会福祉協議会
設立10周年記念講演会
　サイレント・プア（声なき貧困）
から見る地域の実情を踏まえた、今
後の地域活動を考える講演会です。
■日時　11月15日㈯
　　　　記念式典14：00 ～
　　　　講演会　15：00 ～
■場所　フォーラム七尾　
■講師　岩間　伸之教授
　　　　（大阪市立大学大学院）
問 社会福祉協議会　☎52-2099
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