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平成26年11月30日現在
先月比較 ※外国人含む
世　帯 22,146世帯（△　 9）
人　口 56,257人（△　53）
　男　 26,621人（△　39）
　女　 29,636人（△　14）
年齢別人口
0 ～20歳 9,275人
21～64歳 28,415人
65歳～ 18,567人
転入 63人 転出 72人
出生 33人 死亡 77人
婚姻 21件 そのほか 0人

市の人口

市・県民税（ 4期）
国民健康保険税（ 7期）
納期限： 2月 2日（月）

納税のお知らせ

今月はお休みです。

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

なかじまプロジェクト
市民公開講座
-認知症の早期発見と予防-
　中島地区で行われている「もの
忘れ調査」の結果報告や、認知症に
関する最新情報から予防に役立つ
運動まで、幅広くご紹介します。
ぜひ、お誘い合わせの上、お越しく
ださい。
　市内各地から会場まで無料バス
を運行します。
■日時　 2 月15日㈰10：00 ～
■場所　能登演劇堂
■講師　  山田正仁（金沢大学脳老

化・神経病態学　教授）
　　　　  横川正美（金沢大学理学

療法学　准教授）　ほか
■費用　無料
問   金沢大学神経内科なかじまプ
ロジェクト　柚木（ゆうき）

　   ☎080-2964-6061
　 健康推進課　☎53-3623

「のと就職フェア」
参加企業募集！
■日時　 3月 7日㈯13:00 ～
■場所　七尾サンライフプラザ
■申込期限　 1月16日㈮
■参加企業数　25社（先着順）
■対象企業　能登地域（宝達志水
　　　　　　町以北）に事業所が
　　　　　　ある企業
※詳細はお問い合わせください。
問 石川県産業立地課　
　 ☎076-225-1517

東日本大震災義援金
　被災された人々に対し、市民の
皆さんから多くの義援金をお寄せ
いただいております。
　市民の皆さんの善意に心から感
謝申し上げます。
義援金をいただいた方のご芳名
 （敬称省略・順不同）
チャリティーライブinサンビーム日和ヶ丘
七尾市文化協会音楽部門運営委員会
石川県立七尾東雲高等学校生徒会
問 福祉課　☎53-8463

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（200本）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
　  七尾市役所、市民センター・図
書館・公民館にある申込書に必
要事項をご記入の上、お申し込
みください。

　  七尾市ホームページからもダウ
ンロードができます。

■申込期限　 2 月13日㈮
■配布時期　 3 月下旬

問 都市建築課　☎53-8469

富山県高岡市交流情報
第29回日本海高岡なべ祭り
　高岡の伝統産業の技術で作った
直径 2メートルの大鍋で、カニや
エビなどをはじめとする新鮮な魚
介類と野菜を盛り込んだ、豪快な
鍋が楽しめます。新鮮な食材を堪
能しつつ、お買物ラリーや寒中ラ
イブもお楽しみください。
■日時　 1 月10日㈯～ 1月11日㈰
■場所　高岡市中心市街地
問 日本海高岡なべ祭り実行委員会
　 ☎0766-20-0555

富山県氷見市交流情報
第 3回ひみぶりフェア
　言わずと知れた氷見の代表的ブ
ランド「ひみ寒ぶり」。
　旬の時期を迎え氷見市の各店舗
で自慢のぶり料理を提供していま
す。ぜひ”氷見の美味”を堪能しに
お越しください。
■開催期限　 2 月28日㈯
■場所　氷見市内の民宿、旅館、
　　　　飲食店
問 氷見市観光協会
　 ☎0766-74-5250

確定申告が始まります！
■日時　七尾税務署　 2月 2日㈪～ 3月16日㈪　 9：00 ～ 16：00
　　　　七尾市役所　 2月16日㈪～ 3月16日㈪　 8：30 ～ 16：30
※  1 月30日(金)以前に確定申告の相談を希望される人は、限られた職員での
対応となりますので、お待ちいただく場合があります。

問 七尾税務署　☎52-9336　税務課　☎53-8412　

事業所得がある皆さんへ【決算説明会を開催】
　事業所得などがある人を対象に、決算方法や決算書（収支内訳書）作成に
関する説明会を開催します。
■日時　 1 月22日㈭14：00 ～ 16：00
■場所　七尾商工会議所　 2階研修室
■講師　北陸税理士会七尾支部　楠正敏　税理士
問 七尾税務署　☎52-9336

事業所給与担当の皆さんへ
【平成26年分給与支払報告書】提出期限は 2月 2日㈪
　給与支払報告書は、平成27年度市・県民税を計算する重要な資料です。
■内容　従業員全員分（非正規職員含む）を提出してください。
■提出先　税務課
■提出方法　郵送、持参、インターネット「eLTAX」（エルタックス）
問 税務課　☎53-8412

【平成27年度償却資産（固定資産税）の申告】提出期限は 2月 2日㈪
　固定資産税の課税対象である償却資産（事業用資産）を市内に所有する法
人または個人は、 1月 1日現在の所有状況の申告をお願いします。
　前年度に申告した人は、12月中旬に申告に必要な関係書類を郵送しまし
た。なお、新規事業者は関係書類を郵送しますので、ご連絡ください。

【固定資産税の不均一課税、わがまち特例】
　半島振興法に伴う課税の特例により、平成27年 3 月31日までに取得され
た固定資産で要件に該当する場合は、その固定資産に対し固定資産税の不
均一課税を受けることができます。
　償却資産のうち汚泥処理装置やろ過装置といった下水道除害施設など
は、申告により課税標準額の特例措置を受けることができます。
※詳細はお問い合わせください。
問 税務課　☎53-8415

平成27・28年度
七尾市競争入札参加資格
審査申請受付開始
　七尾市競争入札参加資格審査申
請（工事・業務・物品）の受付を行
います。
■受付期間　 1 月 5 日㈪～
　　　　　　 1月30日㈮
※  詳細は、総務課窓口または七尾
市ホームページでご覧ください。
※  受付期間以降は、受付しません
ので、ご注意ください。
七尾市　入札 検索
問 総務課　☎53-1118

不用品活用銀行
■ゆずります
　  座卓（ 2台）、介護用簡易トイレ、
地下足袋（23㎝）、かつら（女性
用）、子ども用滑り台、ベッド
■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、ひ
まわり保育園制服関係（制服・か
ばん）、男子小学生用学生服一式
（上着・ズボン）、チャイルドシー
ト、子ども服（女子・90～ 100㎝）
　  ※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

こころの健康相談日
　食欲がなくなる・寝つきが悪い・
憂うつな気分になるなどの症状は
ありませんか？気軽に相談してく
ださい。本人に限らず、家族の人
も相談できます。事前に予約を。
■日時　 1 月20日㈫
　　　　 9：30 ～ 11：30
■場所　七尾サンライフプラザ
■対応者　心理士
問 健康推進課　53-3623
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