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平成28年 7 月31日現在
先月比較 ※外国人含む
世　帯 22,206世帯（　　12）
人　口 54,888人（　　4）
　男　 25,949人（　　5）
　女　 28,939人（   △ 1 ）
年齢別人口
0 ～20歳 8,886人
21～64歳 27,039人
65歳～ 18,963人
転入 125人 転出 88人
出生 34人 死亡 67人
婚姻 18件 

市の人口

国民健康保険税（ 3期）
納期限： 9月30日㈮

納税のお知らせ

■今月はお休みです

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

市のシンボル

菜の花

カモメ

松

ハチメ

聞こえに困っていませんか
相談会と生活教室開催
　加齢とともに聞こえづらくなっ
た人や病気や事故で聴力を失った
人、その家族が対象です。自分の
聞こえの状態を知り、コミュニ
ケーション方法を考えてみません
か。気軽に参加してください。
■開催日
　①10月 7 日㈮　
　　聞こえの個別相談会
　　（ 9月30日㈮までに申し込み）
　②10月21日㈮
　　生活教室（暮らしに役立つ講座）
　　（当日参加可）
■場所　七尾サンライフプラザ
■時間　10：00 ～ 15：00
■参加費　無料
問 福祉課　☎53-8464

無戸籍者解消のための相談窓口
　子どもが生まれた時に何らかの
事情があって出生届を出していな
い場合、戸籍に記載されません。
戸籍がないと身分を証明すること
ができないため、社会生活に支障
をきたすことがあります。
　どのような手続きをとることが
最善なのか、事情をお伺いして一
緒に考えます。
（相談無料、秘密厳守）
■日時　平日 9：00 ～ 17：00
問 金沢地方法務局戸籍課
　 ☎076-292-7829

こころの健康相談日
　不安や悩みを抱え、食欲がなく
なる、寝つきが悪い、ゆううつな気
分になるなどの症状はありません
か。お気軽にご相談ください。
　本人に限らず、家族も相談でき
ます。事前に申し込みください。
■日時　 9 月20日㈫、10月18日㈫
　　　　10：00 ～ 12：00
■場所　保健センター
　　　　（七尾サンライフプラザ内）
問 健康推進課　☎53-3623

9月10日㈯～ 16日㈮は
自殺予防週間です
　みんなでつくる、自殺に追い込
まれない社会。自殺の誤解や偏見
をなくし、お互いに支え、見守って
いきましょう。
　かけがえのない命を守るため
に、一人一人が大切な人のこころ
のサインを見逃さず「気づき」「傾
聴」「つなぎ」「見守る」ことが、自殺
予防につながります。
　心理士や保健師などが自殺予防
とこころの健康に関する講座の開
催や相談に応じています。ぜひご
活用ください。

問 健康推進課　☎53-3623

4 つの市のシンボルは、市民の
ふるさとを愛する心や一体感
がより一層深まることを願い、
平成26年 3月25日に制定され
ました。

詳細は 問の連絡先にお問い合わせください。

「高齢者・障害者の人権
あんしん相談」強化週間
　高齢者や障害者に対するいじめ、
いやがらせ、虐待などのさまざまな
人権問題に、人権擁護委員および法
務局職員が電話で相談に応じます。
相談は無料、秘密厳守です。
■日時　 9 月 5 日㈪ ～ 9 日㈮
　　　　 8：30 ～ 19：00
　　　　 9月10日㈯ ～ 11日㈰
　　　　10：00 ～ 17：00
■電話番号　0570-003-110
　全国共通人権相談ダイヤルです。
平日は最寄りの法務局、土日曜は名
古屋法務局につながります。
問 金沢地方法務局七尾支局
　 ☎53-1721

こころとくらしの悩み
総合相談会
　司法書士によるお金やくらしの
法律相談や、専門医、保健師、精神
保健福祉士によるこころと身体の
相談を行います。（相談無料、要予
約）

日時 場所
9月 9日㈮
9：30 ～ 11：30 ハローワーク羽咋

9月15日㈭
13：00 ～ 15：00 ハローワーク七尾

　詳細は能登中部保健福祉センター
のホームページをご覧ください。
問 能登中部保健福祉センター
　 ☎53-2482

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、衣装ケース、柔道着（高校生）、
乳母車、本棚（150cm×90cm×
30cm、 4段）、ブリタニカ国際大
百科事典（29巻）、七尾港まつり用
ゆかた（女性用）、いこう（着物掛
け）、火鉢（直径30cm） 4個

■ゆずってください
　  流し台（右側シンク、1m×0 . 5 m
×0 . 8 m）、普通タイヤ（145R12）、
フィールドスコープ（野鳥観察
用）、大人用自転車 3台、学習机、
田んぼ用長靴、学生服上着（石崎
小学校男子 6年生）、スキーウェ
ア（男性用、175cm）、ベッド、ダ
イニングテーブル、ソファー（ 2
～ 3人掛け）、「等伯」文字入りポ
ロシャツ（白色） 3着
※電気製品は取り扱いできません。
※登録期限は 6カ月です。
※  次の場合は必ず環境課までご連
絡ください。
　・交渉の成立・不成立。
　・登録した品物を処分した。
　・品物が不要になった。
問 環境課　☎53-8421

「無料公証相談所」開設
　10月 1 日㈯から 7日㈮は「公証
週間」です。
　遺言や養育費の支払い、金銭や
不動産の貸借、任意後見契約など
大切な契約は公正証書にしておく
と安心です。相談は無料です。ぜ
ひご相談ください。
■日時　10月 3 日㈪ ～ 7 日㈮
　　　　 9：00 ～ 17：00
■場所　七尾公証役場（藤橋町）
問 七尾公証役場　☎52-6508

事業主（給与支払者）の皆さんへ
個人住民税（市民税県民税）は
特別徴収で納めましょう
■特別徴収とは
　  事業主が、従業員の毎月の給与
から住民税を引き、従業員に代
わって市に納める制度です。
■特別徴収は義務です
　  法律で特別徴収をすることが事
業主の義務となっています。
■まだ特別徴収をしていない事業主の人へ
　  原則すべての事業所で特別徴収
を実施していただきます。ご理
解とご協力をお願いします。
※  税額計算をする手間はありませ
ん。従業員の 1回当たりの税負
担も少なくなります。

問 税務課　☎53-8412

各種審議会への
女性参画状況
　七尾市男女共同参画推進プラン
（第 3次）では、政策などに男女双
方の意見が対等に反映されるよ
う、各審議会の女性委員の登用率　
40％を目標としています。
　平成28年度は33. 8 ％で、昨年度
より 0 . 7 ％上昇しました。
　今後も目標に向けて取り組みを
推進します。
問 総務課人権・男女共同参画室
　 ☎53-1112

不動産無料相談
　住宅や土地の困りごとや売買、
賃貸物件に関することなど、無料
で相談できます。
■日時　 9 月27日㈫
　　　　10：00 ～ 15：00
■場所　フォーラム七尾　
　　　　第52会議室
　　　　（パトリア 5階）
※  9 月13日㈫、輪島市役所大集会
室でも開催します。

問 （公社）石川県宅地建物取引業協会
　 ☎0120-424-425

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）
　・徳田地区住民
　・能登食祭市場
　・ナッピィモールお客様一同
　・ナッピィモール共栄会
　・山原昌娃きもの着付学院
問 福祉課　☎53-8463
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