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平成27年 9 月30日現在
先月比較 ※外国人含む
世　帯 22,170世帯（　16）
人　口 55,534人（　△59）
　男　 26,289人（　△36）
　女　 29,245人（　△23）
年齢別人口
0 ～20歳 9,089人
21～64歳 27,643人
65歳～ 18,802人
転入 88人 転出 118人
出生 23人 死亡 52人
婚姻 21件 

市の人口

国民健康保険税（ 5期）
納期限：11月30日㈪

納税のお知らせ

～税を考える週間～

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

今月はありません。

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 】

究極のハイブリッド住宅
最強の躯体､最高の断熱
≪立体３Ｄ完全自由設計≫

労働保険の加入はお済み
ですか
　労働保険（労災保険・雇用保険）
は、労働者が仕事中や通勤中に事
故にあったり、失業したりしたと
きに保険給付が受けられる、雇用
の安定や失業の予防を図るための
制度です。
　従業員を 1人でも雇用している
事業主は、原則労働保険に加入し
なければなりません。
　加入していない事業主は、早急
な加入手続きをお願いします。
問 七尾労働基準監督署
　 ☎52-3294
　 七尾公共職業安定所
　 ☎52-3255

能登和倉万葉の里マラソン2016
～エントリーを忘れていませんか～
　 3月に開催する、能登和倉万葉
の里マラソン2016のエントリー締
め切りが近付いています。
　ランニングサイト「RUNNET」で
エントリーを受け付けています。
■エントリー期限　11月30日㈪　
■種目・参加料
　マラソン　6,000円　
　10㎞、親子ペア（ 1 . 2 ㎞）　3,000円

問 観光交流課　☎53-8436

税務申告（記帳など）の説明会
　平成26年以降、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。
　説明会を次のとおり 2日間、開
催しますのでお越しください。
■日時・場所
①11月16日㈪10：00 ～ 12：00
　中島市民センター
②11月19日㈭13：30 ～ 15：30
　七尾税務署
■内容　収入金額・経費など記帳方法
■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

ノロウイルス感染を防ぐ講習会
　ノロウイルスによる食中毒など
の感染症を防ぐには、正しい知識
の習得が重要です。
　講習内容は、食中毒などがおき
た場合、広がりを防ぐための正し
い対処方法などです。
　事前に申し込みが必要です。気
軽に連絡ください。
■日時　11月17日㈫
　　　　13：30 ～ 15：00
■場所　七尾サンライフプラザ
■講師　㈱サラヤ　専任職員
■参加費　無料
■申込期限　11月16日㈪
問 七尾鹿島食品衛生協会
　 ☎53-2518

七尾城跡と地域づくり
　山城の魅力を再発見！文化資源
を観光資源に！国指定史跡増山城
の先進事例の紹介と七尾城の石垣
調査報告を行います。入場は無料
です。ぜひ、お越しください。
■日時　11月21日㈯13：30 ～ 15：50
■場所　七尾サンライフプラザ
■内容　
　七尾城まつり写真コンテスト表彰式
　講演『謙信が攻めた城
　　　　　ー七尾城と増山城ー』
　講師　野原大輔氏
　　　　（砺波市教育委員会）
　パネルディスカッション
　『山城の魅力と地域づくり』

問 七尾城史資料館　☎53-4215

受賞、おめでとうございます
平成27年度七尾市自治功労者
表彰の受賞者（敬称略）
■永年勤続七尾市教育委員
　【10年表彰】
　大森重宜
■永年勤続七尾市介護認定審査委員
　【10年表彰】 
　川北愼一郎
■永年勤続七尾市町会長
　【10年表彰】
　  大森弘明、北橋政美、白山正、
中尾精一郎、本田雄志、
守恵三男、山﨑秀行

■永年勤続七尾市交通安全推進隊員
　【20年表彰】
　田尻猛、森哲夫、平繁昭、
　宮下千代子、竹内淳
　【10年表彰】
　  西川一治郎、宮森伝一、髙澤知明、
上島藤男、上島雅宏、辻口利広

問 総務課　☎53-1111

陸上自衛隊高等工科学校生徒募集
■募集期限
　①一般　 1月 8日㈮
　②推薦　12月 4 日㈮
■応募資格
　15歳以上17歳未満の男子で
　中学校卒業者（見込みを含む）
■試験日
　①一般　 1月23日㈯
　②  推薦　 1月 9日㈯～ 11日（月・

祝）の指定する 1日
　【説明会の開催】
■日時　  11月28日㈯

10：00 ～、13：00 ～
■場所　七尾地方合同庁舎
※詳細はお問い合わせください。
問 自衛隊石川地方協力本部 
　 七尾出張所　☎53-1691

不用品活用銀行
■ゆずります
　  子ども机、赤ちゃん用入浴バス、
すべり台、洋タンス、整理タン
ス、和タンス、押入タンス、食器
棚、漬物石、ブリタニカ百科事典
（全28巻）・ポータブルトイレ、
大人用オムツ
■ゆずってください
　  大人用自転車、五段変速式自転
車、剣道用具（低学年サイズ）、ピ
アノ、カーテン、学生服（小学生
男子）、ロッキングチェア、ベ
ビーカー、チャイルドシート、ク
ローゼット
※  特に大人用自転車を募集してい
ます。
※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

「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～
　人権・男女共同参画の理解を深
め、市民の幸せと豊かな生活の実
現に向けて「市民のつどい」を開催
します。入場無料です。ぜひご来
場ください。
■日時　12月 6 日㈰
　　　　10：00 ～ 12：30
■場所　フォーラム七尾　
■プログラム
【表彰式】10：00 ～
・男女共同参画社会づくり「 4コマまんが」
・男女共同参画「川柳」
・人権啓発標語
【講演】11：00 ～　
人権・男女共同参画講演会
「女らしくなく　男らしくなく　
自分らしく」（落語＋講演会）

露の団姫氏
（落語家）

問 市民男女協働課
　☎53-1112

富山県氷見市観光交流情報
秋の「ひみ里山」を満喫！！
体験・見学会
　晩秋の休日のひととき「ひみ里
山」に集い、無花粉杉の植樹や新月
木の伐採を体験してみませんか。
■日時　11月 7 日㈯ 8：30 ～ 15：00
■集合場所　
　富山県西部森林組合氷見支所
■費用　1,000円
※小学生以下無料
■内容　
　  植樹、伐採体験、構造見学会
　  （デイサービスわかば）、新築・
リフォーム完成見学会
※  予約制です。詳細はお問い合わせください。
問 ひみ里山杉活用協議会　
　 ☎0766-91-0093（岸田）
　   E-mail：kishida@kishidamokuzai.
co.jp
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