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平成28年 2 月29日現在
先月比較 ※外国人含む
世　帯 22,139世帯（　 3）
人　口 55,195人（　△89）
　男　 26,124人（　△37）
　女　 29,071人（　△52）
年齢別人口
0 ～20歳 8,995人
21～64歳 27,291人
65歳～ 18,909人
転入 62人 転出 121人
出生 24人 死亡 55人
婚姻 15件 

市の人口

固定資産税・都市計画税（ 1期）
納期限：28年 5月 2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

愛の献血
4月 7日（木）
9：45～ 11：45
13：00～ 16：00
七尾市役所
（袖ケ江町）

子ども医療費助成制度
　中学生までのお子さんの医療費
を助成しています。なお、小中学
生の通院分医療費は月1,000円の
自己負担があります。
　また、平成28年 1 月から申請の
際にマイナンバー書類（通知カー
ドなど）が必要になりました。
■日時
　平日　 8：30 ～ 18：30
　土曜日　 8：30 ～ 17：15
■場所　子育て支援課
　　　　（ミナ．クル 2階）
※  郵送での申請も可能です。マイ
ナンバー関係書類の写しの添付
をお願いします。

■申請に必要なもの
　  お子さんの保険証、保護者名義
の通帳、領収書原本（診療月の翌
月から 1年以内のもの）、マイナ
ンバー書類（対象児と保護者と
その配偶者のもの）と申請する
保護者の本人確認書類

※  前年所得の確認のため、所得証明
書をお願いする場合があります。

問 子育て支援課　☎53-8419

バス停の名称が変わります
　 4月 1日㈮から、下記バス停の
名称が変わります。お間違えのな
いようご注意ください。
■七尾市循環バス「まりん号」
　『一本杉公園』→『花嫁のれん館前』
■中島げんきバス
　『中島市民センター前』
→『中島地区コミュニティセンター前』
問 ふるさと振興課　☎53-1134

七尾市公式フェイスブック
に「いいね！」しませんか
　市内で開催されたイベントや学
校・保育園行事。イベントや美術
館の展覧会など、新鮮な情報をい
ち早く発信しています。
　また、今は七尾に住んでいない
人もふるさとの今を見ることがで
きます。
　ぜひ、登録をお願いします。
七尾市　フェイスブック 検索
問 広報広聴課　☎53-1130

文化施設開館情報
　冬季休館していました下記の施
設が開館しました。郷土の魅力再
発見に、ぜひお越しください。
・七尾城史資料館（古屋敷町）
・懐古館（古屋敷町）
・能登国分寺展示館（国分町）
・蝦夷穴歴史センター（能登島須曽町）
・明治の館（中島町外）
・祭り会館（中島町横田）
問 文化課　☎53-8437

長野県飯山市交流情報
いいやま菜の花まつり開催
　唱歌「朧月夜」にも歌われる一面
の菜の花をぜひご覧ください。
■日　  5 月 3 日（火・祝）～

5日（木・祝）
■場所　菜の花公園（瑞穂地区）
■費用　入場無料
■駐車協力金　500円
問 飯山市農林課
　 ☎0269-62-3111

ぱしふぃっくびいなす
七尾港寄港
　クルーズ客船『ぱしふぃっくびい
なす』が七尾港に入港します。
　入出港時の、歓迎やお見送りをし
ませんか。船内見学会の希望者は、
事前に申し込みください。
■日時　  5 月18日㈬
　　　　入港 8：00　出港23：00
【船内見学会】
　10：00 ～ 11：00（予定）
■場所　七尾港矢田新第一埠頭
■定員　80人（20人× 4班）
　  （階段を利用し、 1時間程度の
団体行動が可能な人）

■申込期限　 4 月22日㈮　（必着）
■申込方法
　  往復はがきに見学希望する全員
の氏名、性別、年齢、住所、電話番
号を記入し、申し込みください。
往復はがき 1枚で 2人まで申し
込みできます。見学の可否は、後
日返信はがきにて案内します。

問 〒926-8611
　 七尾市袖ケ江町イ部25番地
　 七尾港整備・振興促進協議会
　 （産業振興課内）
　 ☎53-8565

児童扶養手当が増額されます
　平成28年度の児童扶養手当額が 0 . 8 ％増額されます。
■手当の額
子どもの人数 支給区分 平成28年 3 月分まで 平成28年 4 月分から

1人の場合
全部支給 42,000円 42,330円
一部支給 9,910円～ 41,990円 9,990円～ 42,320円

2 人の場合 1人の場合の月額に5,000円加算
3人の場合 2人の場合の月額に3,000円加算

■児童扶養手当とは
　  ひとり親家庭などの生活安定と子どもの自立促進、福祉の増進を目的に
支給される手当です。

問 子育て支援課　☎53-8445

市有財産を一般競争入札で売却します
■公売物件（番号は物件番号）
物件番号 区分 所在地・構造
① 土地 南ケ丘町48番70
② 土地 中島町中島ヌ 1番13
③ 土地 中島町中島31-99番18

④
土地 川尻町カ 5番 1

建物
鉄筋コンクリート・木造
亜鉛メッキ・瓦葺　平屋建て

■申込期限　 4 月25日㈪　17：00【必着】
■申込場所　管財課（市役所本庁 4階）
■申込方法　  一般競争入札参加申込書および添付書類を申込期限までに提

出してください。
【入札説明会】
■日時　 4 月15日㈮　10：00 ～
■場所　302会議室（市役所本庁 3階）
【入札日】
■日時　 4 月26日㈫　① 9：00 ～　② 9：30 ～　③10：00 ～　④10：30 ～
　（番号は上記の物件番号です。）
■場所　302会議室（市役所本庁 3階）
※  入札日当日は、見積りした金額の100分の 5以上の額の入札保証金が必要です。
問・申 管財課　☎53-8747

富山県高岡市交流情報
高岡御車山祭
　高岡の伝統工芸の粋を集めた、豪華絢爛な 7基の御車山（みくるまやま）
がまちなかを巡行します。
　 4月30日㈯の宵祭では、御車山のライトアップ展示も行います。
■日時　 5 月 1 日㈰
　　　　奉曳　11：00 ～ 18：00
　　　　勢揃い式　12：00 ～
■場所　山町一帯・片原町周辺
問 高岡市観光交流課
　 ☎0766-20-1301

行財政改革推進委員会
委員募集
　行財政改革推進に向けて、皆さん
の意見をお聞かせください。
■内容　  
　行財政改革の推進に向けた審議
　（会議は、平日に年 1回程度開催）
■申込方法　
　次の項目を記載しメール、郵送
　または持参してください。
　氏名、性別、生年月日、住所、電話
　番号、職業、申込動機（400字程度）
※様式は、企画財政課窓口（本庁 4
階）、または行政サービスコーナー
（コミュニティセンター内）、七尾
市ホームページにあります。
■申込期限　 4 月20日㈬必着
■募集人数　 3 人程度
■任期　平成30年 4 月30日まで
問 企画財政課　☎53-1117
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