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NANAO

平成27年4月30日現在
先月比較 ※外国人含む
世　帯 22,168世帯（　　69）
人　口 55,846人（　　56）
　男　 26,431人（　　27）
　女　 29,415人（　　29）
年齢別人口
0 ～20歳 9,201人
21～64歳 27,924人
65歳～ 18,721人
転入 240人 転出 148人
出生 31人 死亡 69人
婚姻 13件 

市の人口

市・県民税（ 1期）
納期限： 6月30日（火）

納税のお知らせ

「税情報ななお　第 1号」回覧
～市・県民税の納税通知書を
6月12日に送付します！～

今月の『税情報ななお』

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

■日時　 6 月 7日㈰
　　　　 9：30～ 12：00
　　　　13：00～ 15：00
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　（本府中町）
【YAYAフェスタinやたごう】

Ａｌｌ　ｉｎ　ｏｎｅ
在来軸組工法×構造設計

西川総合建築
不動産登記×ピースフル

西川測量登記
 七尾市能登島通町チ部２番地
 TEL/FAX 0767(85)2752  

【 担当 西川剛志080－1965－6748 】

七尾市文化施設共通観覧券の発行
　市内文化施設 8カ所に何度でも
入館できる共通観覧券の販売を
行っています。
■種類　 1年間用と 2日間用
■販売場所・対象施設
　  石川県七尾美術館、石川県能登
島ガラス美術館、七尾城史資料
館、懐古館、中島お祭り資料館・
お祭り伝承館、明治の館、蝦夷穴
歴史センター、能登国分寺展示館
■料金
　 1年間用　一般 2,600円
　　　　　　大学生以下 1,300円
　 2日間用　一般 1,000円
　　　　　　大学生以下 800円
問 文化課　☎53-8437

第3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
ことを願い、見る人の心を和ませる花
いっぱいの花壇の写真を募集します。
■募集部門
　①団体　地植え（花壇）の部
　②個人　地植え（花壇）の部
　③団体　プランター・鉢の部
　④個人　プランター・鉢の部
　※一人各部門 1点のみ応募可能
■応募期間
　 7月 1日㈬～ 8月14日㈮【必着】
■申込方法
　  撮影した写真をＡ4サイズにプリ
ントし、申込書を添えて送付、また
は直接提出してください。なお、
応募する写真は、平成27年 4月以
降に撮影したものに限ります。
■申込書
　  市民男女協働課で配布するほか、
市ホームページからダウンロード
できます。
■審査方法
　  来場者による投票および審査員
による審査を予定

■表彰
　  部門別に最優秀賞、優秀賞、奨励
賞を授与します。

問 市民のねがい推進協議会事務局
　 市民男女協働課　☎53-8633

植えてはいけない「けし」の花、
家の周りに咲いていませんか？
　けしの仲間は、春から初夏にか
けて色鮮やかな美しい花を咲かせ
るものが多く、ガーデニングや切
り花用として人気があります。
　しかし、けしの仲間には法律で
栽培が禁止されているものがあり
ます。植えてはいけないけしを発
見した場合は、能登中部保健所ま
たは、警察署にご連絡ください。
〔植えてはいけないけしの見分け方〕

問 能登中部保健所　☎53-2482

葉が茎を
抱き込んで
いるもの

地域審議会の委員を募集
　地域審議会とは、合併によって
行政区域が拡大した市の施策に、
市民の皆さんの意見を反映させる
ため、旧1市 3町の区域を単位とし
て設置された市の附属機関です。
■地域審議会の主な役割
　  「七尾市まちづくり計画」の変更
や執行状況などを審議したり、市
長に対し意見を述べたりします。
■募集人数
･   地域審議会（七尾・田鶴浜・中
島・能登島）ごとに若干名
･任期　 2年
･会議　毎年 2回程度
■応募資格
　  七尾市民で、平成 7年 4月 1日
以前に生まれた人

■募集期間
　 6月 8日㈪～ 6月22日㈪
　※当日消印有効
■応募方法
　  企画財政課、市民センター窓口に
備え付けの応募用紙（市ホーム
ページからダウンロード可）に必
要事項を記入し提出してください。
（FAX・メール可）
■決定方法
　選考で決定します。
問 企画財政課
　 ☎53-1117　FAX53-1819
　  E-mail：
　 kikakuzaisei@city.nanao.lg.jp

第1回七尾学講座の募集
　「こしのくに国府サミットin小松」
に参加し、国府について学びます。
平成29年度は、七尾市で開催予定。
■日時　 7月11日㈯ 8：00 ～
■内容　午前 小松市内史跡めぐり
　　　　午後   サミット参加
■定員　20人（先着順）
■集合　  七尾市役所 7 ：50
　　　　（  自家用車は庁舎裏の立体

駐車場へ（無料））
■費用　1,500円（昼食代など含む）
問 文化課　☎53-8437

6次産業化推進事業補助金の公募
　農林漁業者による農林水産物な
どの加工試験や試験販売などを支
援します。
【応募要件】
七尾市内に所在または居住する農
林漁業者などで、自ら生産する農
林水産物などを原材料とし、加工
試験や加工品の試験販売、生産方
式の改善を計画している。
【補助率】
対象経費の 2分の 1
【補助金額】
上限100万円、50万円、30万円
（注）  審査会の選考結果で上限額が

変わる場合があります。
【募集期間】
6 月15日㈪～ 9月30日㈬
※ 1次締切： 7月31日㈮
※  事業計画の内容などを審査会で選考
します。詳細はお問い合わせください。
問 里山里海振興課　☎53-5010

私の家は地震が起きても大丈夫？
　昭和56年 5 月31日以前に着工さ
れた木造住宅は、地震で大きな被
害を受ける恐れがあります。
　木造住宅の耐震対策を支援しま
す。（延べ面積の 1 / 2 以上を住宅
としている
店舗や事務
所などの併
用住宅も対
象となりま
す。）
■耐震アドバイザー派遣
･ 		無料で耐震アドバイザーと市職
員が伺い、住宅の耐震をアドバ
イスします。
■耐震に関する補助内容
･ 診断　　　　　診断費の 2 / 3
　　　　　　　　限度額 10万円
･設計　　　　　設計費の 2 / 3
　　　　　　　　限度額 20万円
･改修工事　　　工事費の 2 / 3
　　　　　　　　限度額130万円
問 都市建築課　☎53-8429

特定不妊治療費を助成します
　「特定不妊治療費」の一部を助成
する事業を始めます。
■対象者
　  石川県の特定不妊治療費の助成
が決定された人で治療日に七尾
市に住所を有していること。
※  平成27年 1 月 1 日以降に完了し
た治療に限る。
■助成内容
　  対象治療費から県の助成額を差
し引いた残りの 7割を助成。
　  上限額は 1回あたり15万円（治
療内容によっては 7万 5千円）
■申請期間
　  石川県の不妊治療費助成承認が
決定されてから 1年以内。
※  詳しい内容は市ホームページを
ご覧ください。

問 健康推進課　☎53-3623

高齢者用肺炎球菌ワクチンの
定期予防接種
　対象者には接種券を送付しまし
た。指定医療機関で接種してくだ
さい。
■対象者
　  七尾市に住民票がある人で、下
記のいずれかに該当し、接種を
希望する人
　①  65・ 70・ 75・ 80・ 85・ 90・
95・100歳の人

　②  60歳以上65歳未満の人で、心
臓、腎臓、呼吸器の機能、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る人
（平成26年度に接種された人
は対象外です）

※①、②は平成27年度末の年齢です。
■接種期限　平成28年 3 月31日㈭
■費用　2,300円
　　　　（  生活保護世帯の人は無

料です）
問 健康推進課　☎53-3623
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