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平成28年 3 月31日現在
先月比較 ※外国人含む
世　帯 22,151世帯（　12）
人　口 54,988人（  △207）
　男　 25,981人（  △143）
　女　 29,007人（　△64）
年齢別人口
0 ～20歳 8,921人
21～64歳 27,139人
65歳～ 18,928人
転入 269人 転出 423人
出生 29人 死亡 83人
婚姻 22件 

市の人口

軽自動車税（全期）
納期限：28年 5月31日㈫

納税のお知らせ

今月はお休みです　

今月の『税情報ななお』

献血の詳しい情報は

石川県赤十字血液センター 検索

愛の献血

今月はありません。　

介護支援ボランティアで
生きがいづくりしませんか
　65歳以上の人が、市内の介護施
設などで行事の補助や利用者の話
し相手といったボランティア活動
を行った場合、ポイントがたまり、
たまったポイント数に応じて最大
5,000円に換金できます。
　高齢者自身の介護予防や健康増
進を図り、生きがいづくりや社会
参加を応援します。
　介護支援ボランティアの登録を
行うと、ポイント手帳が交付され
ます。
■対象者　
　65歳以上の市民
　（要介護認定を受けていない人）
■活動内容　
　  レクリエーションの補助、利用
者の話し相手など

■活動場所　
　  市内の指定された介護保険施設
など（48施設）
■ポイント　
　  活動 1時間につき 1スタンプ
（ 1ポイント）
　  年度内50ポイント（5,000円）が
上限です。

■必要なもの　印鑑、介護保険証

問 七尾市社会福祉協議会
 　☎52-2099

お得です！のと里山空港！
　のと里山空港の羽田便に搭乗し
た人に、お得な助成金制度があり
ます。市外の学校に在学する学生
も対象です。旅行・帰省は、ぜひ
のと里山空港をご利用ください！
■助成額
　商品券2,000円分（片道 1便）
　※子ども半額
■助成条件
・七尾市に住所がある人
　（ 3歳未満は対象外）
・両親が市内に住所がある学生
・搭乗から 6カ月以内
・搭乗券 2枚以上
■必要書類
　搭乗券、印鑑、身分証明書
■窓口　  観光交流課、市民課、

田鶴浜・中島・能登島地区の
行政サービスコーナー

【搭乗人数10人以上の団体】
■助成額
　 1人あたり最大8,000円分
■助成条件
・七尾市民10人以上の団体
　（ 3歳未満は対象外）
・往復利用
・搭乗から 1カ月以内に申請
■必要書類
　搭乗券（往復分）、申請書

問 観光交流課　☎53-8424

食生活改善推進員養成講座
受講者募集
　食を通して地域の健康づくりを
推進するボランティアの養成講座
を開催します。
■日時　  6 月 1 日㈬、16日㈭

7月 1日㈮、14日㈭
27日㈬
9：30 ～ 13：00
（全 5回 1コース）

■場所　七尾サンライフプラザ
■内容　  食と健康に関する講義お

よび栄養実習・試食
■定員　15人（先着）
■費用　無料
■申込期限　 5 月25日㈬
問 健康推進課　☎53-3623

こころの健康相談
　こころの健康や病気、ひきこも
り、うつ病、アルコール使用障害、
認知症などの悩みや不安を持つ人
やご家族からの相談に専門医が応
じます。（相談無料、要予約）
　なお、指定日以外の日は相談員、
保健師が対応しますのでお気軽に
ご相談ください。

日　時 場　所
毎月第 1 ～ 4㈭
13：30 ～ 15：00

能登中部保健福
祉センター

問 能登中部保健福祉センター
　 ☎53-2482

手話奉仕員養成講座（入門編）
　あいさつや自己紹介など初歩的
な手話から学び、聴覚障害への理
解を深めてみませんか。
■日時　  6 月 3 日㈮～ 11月18日㈮

（毎週金曜日開催　全23回）
19：00 ～ 21：00

■場所　  七尾サンライフプラザ
第 1研修室

■定員　20人
■費用　テキスト代　3,240円
　　　　ろうあ石川　2,000円
■申込期限　 5 月27日㈮
問 七尾市社会福祉協議会
　 ☎52-2099

健康運動普及推進員養成講座
受講者募集
　運動を通して地域の健康づくり
を推進するボランティアの養成講
座を開催します。
■日時　  6 月 1 日㈬、16日㈭、

7月 1日㈮
9：30 ～ 12：00
（全 3回 1コース）

■場所　七尾サンライフプラザ
■内容　  健康づくりや運動に関す

る講義および実技
■定員　15人（先着）
■費用　無料
■申込期限　 5 月25日㈬
※  運動の得意、不得意は問いません。
問 健康推進課　☎53-3623

公用車を売却します
■申込期限　 5 月12日㈭
■入札日　　 5 月17日㈫
■入札場所　七尾市役所
■対象車両
　凍結防止剤散布車　 1台
　消防ポンプ自動車　 2台
■公開期限　 5 月16日㈪
■公開場所
　【凍結防止剤散布車】

　袖ケ江駐車場
　（七尾市役所本庁舎前）
　【消防ポンプ自動車】

　七尾消防訓練場（つつじが浜）
※事前にご連絡ください。
※詳細はお問い合わせください。
問 総務課　☎53-1118

第９回　景観写真展開催
『七尾の風景』
　美しく魅力ある七尾の風景を24
枚の写真で紹介します。ぜひ、ご
覧ください。
■日時　  4 月29日（金・祝）～ 5月 9日㈪

8 ：00 ～ 22：00
■場所　  ミナ．クル 3階

中央図書館前通路
（入場無料）

『海ホタル』（能登島向田町）
撮影：  橋本　義則氏

（七尾市景観審議会委員）
問 都市建築課　☎53-8469

不用品活用銀行
■ゆずります
　  洋タンス、和タンス、食器棚、座
椅子、学生服（中島小学校女子高
学年）、衣装ケース、ズック（男子
用21 ～ 23cm）、長靴（男子用21
～ 23cm）、ベビーカー、犬ケー
ジ、チャイルドシート、柔道着
（高校生）
■ゆずってください
　  チャイルドシート、大人用おむ
つ（パンツタイプ・パッドタイ
プ／女性用）、流し台、普通タイ
ヤ（145R12）、柔道着（中学生）、
フィールドスコープ（野鳥観察
用）、こいのぼり、大人用自転車、
学習机、ひな壇（壇のみ、 5段ま
たは 7段）
※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。
※登録されている人へ
　  品物を処分した、不要になった
場合は必ず環境課までご連絡く
ださい。

問 環境課　☎53-8421
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