【寄合処御祓館】入居者募集
新しく事業を始める入居者を募
集します。
■入居

寄合処御祓館 2 階
（生駒町16- 4 ）

■対象
商業・サービス業などで、創業
をしようとする団体または個人
■入居期間
平成28年 4 月 1 日から 1 年間
（最長 3 年間）
■使用料 月額 2 万 5 千円程度
（ 2 階 約37坪）
■募集期限 1 月29日㈮
※詳細はお問い合わせください。

桜の苗木配布2次募集
〜七尾をさくらのまちへ〜
七尾市を『さくらのまち』にする
ために、桜の苗木を無料で配布し
ています。
あなたのまちでも桜を植えてみ
ませんか。
■申込方法
市役所、市民センター、図書館、
公民館にある申込書に必要事項
を 記 入 し、申 し 込 み く だ さ い。
（市ホームページからもダウン
ロードできます）
■申込期限
■配布時期

2 月15日㈪
3 月下旬

【創業支援館しるべ蔵】入居者募集
新しく事業を始める創業者を応
援します。事業所として借りるこ
とができます。
■場所
七尾市創業支援館しるべ蔵

12月 4 日㈮から10日㈭までは人
権週間です。

（桧物町57番地10）
■対象
商業・サービス業などで、創業

私たち一人一人はかけがえのな
い存在です。お互いの個性を尊重
し、相手の気持ちになって自分の

をしようとする団体または個人
■入居期間
平成28年 4 月 1 日から 1 年間
■使用料 月額 1 万円

言葉や行動を見つめ直してみませ
んか。
また、いじめや差別などで困っ

■応募方法
申請書および事業計画書を提出
（市ホームページからダウン
ロードできます）
■募集期限 平成28年 1 月29日㈮
※資格審査委員会で、入居者を選
定します。
※詳細はお問い合わせください。

問 七尾商工会議所

☎54-8888

問 都市建築課

第67回人権週間
みんなで築こう 人権の世紀
〜考えよう 相手の気持ち
育てよう 思いやりの心〜

ている人はこの機会に相談してみ
ませんか。
【みんなの人権110番】
月〜金 8 ：30 〜 17：15
☎0570-003-110（ナビダイヤル）

道路の除雪にご理解とご協力を
①交通量の多い道路や通勤通学路
から除雪作業を進めます。
②除雪の障害になるので、路上駐
車はしないでください。
③屋根雪などは道路へ出さないで
ください。
④船に危険が伴うため、海に雪を
捨てないでください。
⑤除雪車が通った後、玄関先など
に残る雪は各家庭で処理をお願
いします。
⑥生活道路は、地域での除雪協力
をお願いします。
⑦道路交通確保のため、所有者へ
連絡せずに倒木処理を行うこと
があります。
■雪みちネットワーク
道路は除雪する優先順位が決めら
れています。詳細は、県ホームペー
ジや土木課、県土木事務所に置い
てあるチラシをご覧ください。

☎53-8469
「人権イメージキャラクター」
人ＫＥＮまもる君

納めた保険料は全額が
社会保険料控除の対象です

2016年版
「石川県民手帳」
発売中

納めた国民年金保険料は、全額
が社会保険料控除の対象です。
平成27年中に納めた保険料（過
去の年度分なども含む）も対象と
なるほか、ご家族の保険料を支払
われている人は、その保険料も対
象です。

過去 5 年間の毎日の天気や郷土
の主な催し、石川県の自然と産業な
どが掲載されています。また、各市
町の見どころなど県内の統計情報
が満載の使いやすい手帳です。
購入希望の人は、下記販売先に
てお早めにお求めください。
■価格 1 冊450円

控除を受けるには、保険料を支
払ったことを証明する書類が必要
です。11月〜 2 月にかけて「社会
保険料（国民年金保険料）控除証明
書」を送付しますので、年末調整や
確定申告まで大切に保管してくだ

■販売先
総務課国勢調査推進室（本庁 4
階）、市民センター、カーマホー
ムセンター、コメリホ−ムセン
ター、明文堂書店

さい。
税法上とても有利な国民年金
は、老後や不慮の事故の時にも心

☎53-6511
問 総務課

☎53-1132

不用品活用銀行
■ゆずります
赤ちゃん用入浴バス、洋タンス、
整理タンス、和タンス、押入タン
ス、食器棚、漬物石、百科事典（全
28巻）、ポータブルトイレ、大人
用おむつ、子ども用自転車（女子
用）、シルバーカー、座いす
■ゆずってください
大 人 用 自 転 車、ピ ア ノ、カ ー テ
ン、学生服（小学生男子）
、ベビー

※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

平成28年度用家庭ごみ収集
カレンダーの広告主募集
毎年 4 月に無料配布される家庭
ごみ収集カレンダーに宣伝広告を
掲載しませんか。
■広告枠規格
縦40mm×横77mm（ 1 枠）
■掲載料金 100,000円（ 1 枠）
■募集枠数 5 枠
■募集期限 12月18日㈮
■応募方法
広告掲載申込書に記入のうえ提
出ください。
■提出先 環境課
※申し込みが多数の場合は抽選と
なります。
※申込書は環境課窓口または七尾
市ホームページからダウンロー
ドできます。
問 環境課
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☎53-1112

☎53-8565

カー、チャイルドシート、クロー
ゼット
※電気製品は取扱不可

強い味方となります。納め忘れの
ないようにしましょう。
問 七尾年金事務所

問 金沢地方法務局七尾支局

問 産業振興課

☎53-8421

東京おもちゃ美術館が所有する
国内外の木のおもちゃ 300点以上
が集合します。乳幼児から大人ま
で、木の温もりや香り、手触りなど
を感じながら楽しめる手作りア
ミューズメントパークです。
カスタネットづくりやマイ箸づ
くりの木工体験もあります。
（13：00 〜無くなり次第終了）
■日時
12月12日㈯ 10：00 〜 17：00
13日㈰ 10：00 〜 16：00
■場所 氷見市海浜植物園
■入場料 無料
※木工体験は有料
問 氷見市農林畜産課

☎0766-74-8097

市有地を売却します

人ＫＥＮあゆみちゃん

☎53-1721
市民男女協働課

富山県氷見市観光交流情報
木育キャラバン in 氷見
〜遊べる木のおもちゃの
遊園地が富山県初上陸！〜

問【市道】
土木課

☎53-8425
（市民センターも可）

【県道】中能登土木総合事務所
☎52-5100
【国道】能登国道維持出張所
☎57-0778

長野県飯山市観光交流情報
この冬は飯山のスキー場へ
待ちに待ったこの季節。パウ
ダースノーを楽しもう。
■期間 12月下旬〜 3 月31日
（積雪状況により変動あり）
■場所 斑尾高原スキー場
戸狩温泉スキー場
北竜温泉ファミリースキー場
※信越自然郷スーパーバリューチ
ケットを販売中です。

一般競争入札で売却します。
■公売物件
（区分）土地、
（ 所在地）後畠町後
畠山 5 番 3 、
（地目）山林、
（地積）
541.43㎡、用途指定なし、
（ 予定
価格）1,790,000円
■申込期限 12月24日㈭
17：00（必着）
■申込場所 管財課（市役所 4 階）
■申込方法
一般競争入札参加申込書および
添付書類を申込期限までに提出
してください。
■入札日 12月25日㈮ 9 ：00
■場所 市役所302会議室
※入札日当日は、見積した金額の
100分の 5 以上の額の入札保証
金が必要です。
入札説明会
■日時 12月15日㈫ 10：00
■場所 市役所302会議室
問 管財課

☎53-8747

問 飯山駅観光案内所

☎0269-62-7000
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