
石川県防災総合訓練実施
　石川県と七尾市が主催で、地震・
津波など各種災害を想定した総合
的な防災訓練を行います。どなた
でも見学できますので、防災意識
の向上にお役立てください。
■日時　 9月 4日㈰
　　　　 9：00 ～ 12：00
■場所　能登歴史公園
　　　　山王小学校ほか
■参加機関
　県、市、消防、警察、自衛隊、
　市内の自主防災組織など
　詳細は市ホームページをご覧く
ださい。
【市民の皆さんへ】
　当日は防災ヘリコプターなどが
出動し、防災スピーカーで市内一
斉に訓練放送を流します。
　また、訓練の実施にあたり交通
規制などがありますので、ご協力
をお願いします。
【見学する人へ】
　各会場の駐車場は利用できませ
ん。徒歩または公共交通機関でお
越しいただくか、介護老人福祉施
設千寿苑（千野町に部15番地）また
は石川県中能登土木総合事務所
（本府中町ソ-27- 9 ）の駐車場をご
利用ください。
問 防災交通課　☎53-6880

住宅用太陽光発電システム
設置工事費を補助します
　最大出力10キロワット未満の住
宅用太陽光発電システムの設置に
要する工事費の一部を補助しま
す。
■対象者
　  自ら居住する市内の住宅（新
築・既存）にシステムを設置す
る人で市税の滞納がない人
■補助金額　上限200,000円
　（  1 キロワット当たり50,000円
とし 4キロワット相当分まで）

■申込期限　平成29年 1 月27日㈮
予算の範囲での補助となります。
詳細はお問い合わせください。
問 環境課　☎53-8421

事業主の皆さんへ
国の退職金制度を活用しませんか
　中小企業退職金共済制度は、国
がサポートする中小企業のための
退職金制度です。
　簡単管理・全額非課税・掛金助成。
詳細はホームページをご覧ください。
　中退共 検索
問 （独）勤労者退職金共済機構
　 中小企業退職金共済事業本部
　 ☎03-6907-1234

頑張る旅館や民宿を応援！
設備改修工事費用を
補助します
■対象者
　  旅館業の許可を受けている小規
模宿泊施設経営者（宿泊施設の
部屋数が10室程度まで）
■対象工事
　  トイレ、風呂、洗面所など共用部
分の水回り改修（市内業者の施
工に限る）
■申込期限　平成29年 3 月31日㈮
■補助金額
　  200万円を超える設備の改修お
よび設備改修に伴う一部改築工
事に対し定額100万円

問 観光交流課　☎53-8424

若者サポートステーション石川
出張相談会
　仕事をしていない人で「働きた
いけど心配。どうすればいいのか
わからない」「対人関係、コミュニ
ケーションが苦手で不安」「ブラン
クがあり仕事をすることに不安」
など、さまざまな悩みを抱える人
とその家族を対象に、出張相談会
を開催します。お気軽にお申し込
みください。（事前予約制）
■対象　  15歳～ 39歳の求職者と

その家族
■日時　 8月30日㈫
　　　　13：00 ～ 16：30
■場所　ワークパル七尾
問 若者サポートステーション石川
　 ☎076-235-3060

外来植物の防除にご協力
ください
　市内でオオキンケイギクが確認
されています。
　オオキンケイギクの種をまいた
り許可なく育てたりすることは法
律で禁止されています。
　自宅の庭や畑に生えている場合
は根ごと刈り取ってください。ま
た種を採るなど増やすことは禁止
されています。
■特徴
　・草丈30 ～ 70cm
　・葉は細長く両面に粗い毛がある。
　・  花は 5 ～ 7月頃に咲き、鮮や
かな黄色。花びらの先には 4
～ 5つのギザギザがある。

問 環境課　☎53-8421

平成28年熊本地震義援金
　市民の皆さんから多くの義援金
をお寄せいただいています。
　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人のご芳名
　（敬称省略・順不同）
　・袖ケ江地区十九町会
　・袖ケ江地区相談役・十九町会長
　・ＮＡＳＰＯ
　・きると工房「四季」
　・七尾市町会連合会
　・どんたく　お客様･従業員一同
　・熊本地震復興支援どんたく　
　　 1％クラブ
　・ホームセンターロッキー七尾店
　・七尾市各種女性連絡協議会
　・御祓地区町会長連合会
　・高階小学校児童会･PTA一同
　・中島町豊川地区住民
　・東湊地域づくり協議会
　・サンビームチャリティライブ
問 福祉課　☎53-8463

情報通！

速報

NANAO

平成28年 6 月30日現在
先月比較 ※外国人含む
世　帯 22,194世帯（　　 8）
人　口 54,884人（    △36）
　男　 25,944人（    △ 1 ）
　女　 28,940人（    △35）
年齢別人口
0 ～20歳 8,880人
21～64歳 27,054人
65歳～ 18,950人
転入 93人 転出 106人
出生 32人 死亡 56人
婚姻  15件 その他 1 人

市の人口

市・県民税（ 2期）
国民健康保険税（ 2期）
納期限： 8月31日㈬

納税のお知らせ

■ 8月19日㈮
　 9：45～ 11：45
　13：00～ 16：00
　七尾市役所
　（袖ケ江町）

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

市営住宅入居者および
補欠者募集
■募集住宅
・奥原住宅　10,000円～ 19,600円
・古府住宅　16,500円～ 33,400円
・馬場住宅　25,000円～ 49,100円
・相馬住宅　22,700円～ 44,600円
・中島住宅　23,700円～ 47,100円
※変更の可能性があります。
※応募者多数の場合は抽選です。
■家賃など
・家賃は所得に応じて決定します。
・別途駐車料金がかかります。
・入居時に家賃 3カ月分の敷金
が必要です。
■申込期限　 8月19日㈮
詳細はお問い合わせください。
問 都市建築課　☎53-8429

法律相談開催
■日時・弁護士
　 8月25日㈭　菊地　　環
　 9月 1日㈭　屶網　大介
　 9月 8日㈭　早川　　潤
　 9月15日㈭　萩野美穂子
　 9月29日㈭　小蕎　秀臣
　13：30 ～ 16：00
■場所　フォーラム七尾
■申込方法　  相談日前日の17時
　　　　　　までに電話で予約
■定員　 5人（先着順）
■相談料　5,400円
※負担が困難な人で、法律援助資
　力基準に該当する場合は無料。
　クレ・サラ相談は初回無料。
問 金沢弁護士会　☎076-221-0242

目の不自由な人の福祉相談会
　目が見えない、見えにくいこと
で悩んでいませんか。生活相談の
ほか、便利な生活支援用具の利用
体験もできます。ご家族の人もご
一緒にどうぞ。
■日時　 9月15日㈭
　　　　10：00 ～ 15：00
■場所　和倉公民館
■申込期限　 9月 8日㈭
送迎を希望する人は、申し込み時
にご相談ください。
問 福祉課　☎53-8464

目の不自由な人の生活訓練
　パソコン操作や歩行訓練などを
個別に受けられます。 1回 2時間
程度、場所は自宅など相談に応じ
ます。無料です。
問 石川県視覚障害者協会
　 ☎076-222-8781

第2回七尾学講座参加者募集
　平成30年に能登立国1300年を迎
えます。古代の能登国府を文化課
職員が解説します。多数のご参加
お待ちしています。
■日時　 9月10日㈯
　　　　 9：00 ～ 11：00
■場所　  能登国分寺展示館（集合）

能登国分寺公園
■定員　制限なし
■申込期限　 9月 8日㈭
■費用　200円（観覧料）
問 文化課　☎53-8437

市のシンボル

菜の花
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