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速報

NANAO

平成27年12月31日現在
先月比較 ※外国人含む
世　帯 22,138世帯（△23）
人　口 55,380人（　△67）
　男　 26,223人（　△26）
　女　 29,157人（　△41）
年齢別人口
0 ～20歳 9,047人
21～64歳 27,502人
65歳～ 18,831人
転入 57人 転出 72人
出生 28人 死亡 80人
婚姻 11件 

市の人口

固定資産税・都市計画税（ 4期）
国民健康保険税（ 8期）
納期限： 2月29日㈪

納税のお知らせ

「税情報ななお　第 7号」回覧
～ 2月16日㈫から
　申告受付が始まります～

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

今月はありません。

第4回市民のねがい
花いっぱいコンクール
　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
※各部門 1点のみの応募とする。
■応募要件
　  応募する写真は、平成28年 3 月
以降に撮影したもの

■応募期間
　 6月 1日㈬～ 8月15日㈪【必着】
■申込方法
　  花壇の写真（A 4 サイズ）および
申込書を郵送または直接市民
男女協働課まで提出してくだ
さい。

■申込書
　  市民男女協働課で配布。ホーム
ページからもダウンロードでき
ます。

■表彰
　  部門別に最優秀賞、優秀賞、奨励
賞を授与します。

※詳細は、お問い合わせください。

問 市民のねがい推進協議会事務局
　 （市民男女協働課内）☎ 53-8633

市民のねがい
花いっぱい推進事業
～美しい花を育てて
幸せの和を広げましょう～
　 9月に開催予定の『市民憲章運
動推進第51回全国大会七尾大会』
の会場を花いっぱいにするため、
お手伝いいただける市民を募集し
ます。

■申込期限　 3 月22日㈫【必着】
■申込書
　  市民男女協働課で配布。ホームペー
ジからもダウンロードできます。

【花の育成】 6 月頃
　花の苗を植えたプランターを渡
します。きれいな花を咲かせてく
ださい。
【花の持参】 9 月 8 日㈭
　市役所または能登演劇堂までお
持ちください。
【花の返却】 9 月12日㈪、13日㈫
　大会終了後、市役所または能登
演劇堂まで取りに来てください。
※  申込者には、 4月下旬に改めて
ご案内します。

問 市民憲章全国大会七尾大会
　 実行委員会事務局
　 （市民男女協働課内）☎ 53-8633

長野県飯山市交流情報
第34回いいやま雪まつり開催
　日本有数の豪雪地飯山を代表す
る冬の一大イベント！同時開催の
『かまくら祭り』会場との周遊バス
を運行します。
■開催日　 2 月13日㈯、14日㈰
■場所　飯山市城北グラウンド周辺

問 いいやま雪まつり実行委員会　
 　☎ 0269-62-0156

富山県高岡市交流情報
冬の国宝瑞龍寺
夜の祈りと大福市
　山門、仏殿、法堂が、さまざまな光
によって表情を変え、幻想的に輝く
姿が闇夜に浮かび上がります。門
前には県内外の特産物が並びます。
■日時　 2 月13日㈯～ 14日㈰
　　　　17：30 ～ 20：30
　　　　（大福市は16：30から）
■入場料　前売券350円
　　　　　（当日券500円）
■場所　瑞龍寺とその周辺
問 瑞龍寺夜の祈り実行委員会
　 ☎ 0766-22-2226

富山県氷見市交流情報
富山大学芸術文化学部
連携企画展
『真冬の南国になりたい植物園』
　植物園にかわいい南国の動物モ
ニュメントが勢ぞろい。富山大学芸
術文化学部の学生の皆さんによる、植
物と動物のコラボレーション『南国風
植物園』をぜひお楽しみください。
　 2月13日㈯、14日㈰には、バレン
タイン特別企画も予定しています。
■開催日　 2 月14日㈰まで
　　　　　 9：00 ～ 16：30
■場所　氷見市海浜植物園
■料金　大人200円
※中学生以下無料
問 氷見市海浜植物園　
　 ☎ 0766-91-0100

平成28年度競争入札参加
資格（建設工事）主観的事項
受付開始
■受付期限　 2 月29日㈪
■対象者　
　  七尾市競争入札参加資格者名簿
に登載されている市内Ⅰまたは
市内Ⅱの工事登録業者。

※  詳細は、ホームページに掲載し
ています。
 七尾市　入札 検索
問 総務課　☎ 53-1118

平成27・28年度
七尾市競争入札参加資格
審査申請（第2回追加登録）
の受付開始
（工事・業務・物品など）
■受付期限　 2 月29日㈪
※  詳細は、ホームページに掲載し
ています。
※  受付終了後の受け付けは行いま
せんので、ご注意ください。

問 総務課　☎ 53-1118

経営事項審査総合評定値
通知書（経審）の受付開始
　七尾市の入札参加資格（工事）が
ある建設工事業者は、平成27年10
月 1 日直前決算の経審の写しを総
務課まで提出してください。
■受付期限　 2 月29日㈪
■対象者
　  七尾市競争入札参加資格者名簿
に登載されている工事登録業者。
※郵送での提出も可能です。
※  既に提出済の場合は、提出不要
です。
※  建設業許可行政庁から未着の場
合、届き次第提出してください。

問 総務課　☎ 53-1118

第4回「ななお景観賞」決定！
　市内の景観づくりに貢献してい
る活動などを表彰する「ななお景
観賞」が決定しました。
 【建築景観部門】 
「小規模多機能型居宅介護施設・
サービス付き高齢者向け住宅　
あっとほーむレガーレ」（矢田町）
　背景にある山並みや周囲の田園
風景に調和した建築意匠が評価さ
れました。

「Dining＆Gallery ICOU」
ダイニング アンド ギャラリーイ
コウ（木町）
　当時の看板やはりをそのまま使
用し、伝統意匠を生かした町並み
景観の保全・演出に寄与した点が
評価されました。

 【地域景観部門】 
「川とコスモスの散歩道」
（高田町・杉森町）
　里山の自然を地域景観へと発展
させる持続的な活動に寄与してい
る点が評価されました。

問 都市建築課　☎ 53-8469
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