
詳細は 問の連絡先にお問い合わせください。

平成28年度
コミュニティ助成事業
　（一財）自治総合センターは、宝
くじの社会貢献広報事業として、
コミュニティ助成事業を行ってい
ます。宝くじの受託事業収入を財
源として、自主防災組織が行う地
域の防災活動に必要な資機材など
の整備に対し、事業費を助成する
ものです。
　祖浜町町会・防災対策委員会が
この助成金で防災倉庫を整備しま
した。

問 防災交通課　☎53-6880

国民年金保険料は
前納がお得です
　国民年金保険料をまとめて納め
ると割引になる「前納制度」があり
ます。納め忘れ防止にもなります。
ぜひご利用ください。
■納付方法　
　口座振替、現金、クレジットカード
■申込期限
　 6カ月前納：2月末または8月末
　 1、 2年前納： 2月末
問 七尾年金事務所　☎53-6511
　 市民課　　　　　☎53-8417

平成29年度償却資産（固定資産
税）の申告期限は1月31日㈫
　固定資産税の課税対象である償
却資産（事業用資産）を市内に所有
している法人または個人は、 1月
1日現在の所有状況の申告をお願
いします。
　前年度に申告をした人は、12月
中旬に申告に必要な関係書類を郵
送しました。なお、新規事業者の
人は関係書類を郵送しますので、
ご連絡ください。
問 税務課　☎53-8415

七尾市産業功労表彰
　市の産業振興に功績があった人
に贈られます。今年度は 3部門で
13人が受賞しました。（敬称略）
■農林漁業功労賞
　山本 正雄
■技能功労賞
　濱岸 敏夫、武田 進、上岸 正一、
　大湯 義光、竹本 輝明、
　田村 こずえ、清酒 泰子、
　輔田 美枝子、中出 正昭、
　澤野 優、杉田 正彦
■技能特別賞
　藤井 幸治

問 里山里海振興課　☎53-8005

平成29年7月24日農業委員会新制度開始　説明会を開催
　農業委員会等に関する法律が改正され、平成28年 4月1日に施行されました。
■改正点　【農業委員の選出方法】
　　　　　　選挙による公選制を廃止、推薦・応募者の中から市長が任命
　　　　　【農地利用最適化推進委員を新設】
　　　　　　推薦・応募者の中から農業委員会が委嘱
■説明会　申し込みは不要、各会場 1時間程度を予定しています。
　　　　　最寄りの会場か都合のつく日時の会場にご参加ください。

日時 会場
1月17日㈫　19：00 ～ 七尾サンライフプラザ（ 2階視聴覚室）
1月18日㈬　19：00 ～ サンビーム日和ヶ丘（シアタールーム）
1月19日㈭　19：00 ～ 中島文化センター（ 2階研修室 1）
1月20日㈮　19：00 ～ 能登島総合健康センター（ 1階集会室 1）

■主な内容
　・農業委員会の制度改正
　・農業委員と農地利用最適化推進委員候補者の推薦と応募方法
　・委員候補者の選考方法
問 七尾市農業委員会　☎53-8440

石川県立七尾産業技術専門校　平成29年度訓練生募集
過程・科名 応募資格 訓練期間（予定） 応募期間

普通過程
自動車整備科

高等学校以上の卒
業見込みの人また
は卒業者（おおむ
ね35歳以下）

　平成29年 4 月 7 日
～平成31年 3 月15日 ～ 1月20日㈮

（二次募集）普通過程
生産設備保全科

　平成29年 4 月 7 日
～平成30年 3 月15日

短期課程
土木建築科

就職に向け熱意を
持って訓練を受け
られる人

　平成29年 4 月 7 日
～平成29年 9 月14日

1 月30日㈪～
3月 1日㈬

■相談先　平成29年 3 月高等学校卒業見込みの人：各校の進路指導課
　　　　　上記以外の人：最寄りのハローワーク
問 石川県立七尾産業技術専門校　☎52-3159

情報通！

速報

NANAO

市のシンボル

菜の花

カモメ

松

ハチメ

平成28年11月30日現在
先月比較 ※外国人含む
世　帯 22,153世帯（　△14）
人　口 54,642人（　△58）
　男　 25,831人（　△28）
　女　 28,811人（　△30）
年齢別人口
0 ～20歳 8,832人
21～64歳 26,830人
65歳～ 18,980人
転入 61人 転出 78人
出生 29人 死亡 70人
婚姻 15件 

市の人口

市・県民税（ 4期）
国民健康保険税（ 7期）
納期限：1月31日㈫

納税のお知らせ

愛の献血

今月の献血はありません。

献血の詳しい情報は
石川県赤十字血液センター 検索

インターネット公売を実施
■公売物件
　ゲーム機 1点、釣りざお 4点、
　リール 3点
■参加申込期間
　 1月10日㈫13：00 ～
　 1月23日㈪23：00
■入札期間
　 1月30日㈪13：00 ～
　 2月 1日㈬23：00
■売却決定日・代金納付期限
　 2月 9日㈭
　  　この公売は、ヤフー株式会社
が提供するインターネットオー
クションシステムで行います。

　  　オークションに参加するには
事前に参加申し込みが必要で
す。詳細は、市ホームページを
ご覧ください。

問 税務課　☎53-8413

のと就職フェア参加企業募集
■日時　3月12日㈰
　　　　13：00 ～ 16：00
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　中ホール
■対象　宝達志水町以北の能登地
　　　　域に事業所がある企業
■申込期限　 1月13日㈮（先着順）
問 石川県商工労働部産業立地課
 　☎076-225-1517

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。気軽に相談してください。
　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　 1月17日㈫、 2月21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

県内一斉
司法書士・税理士による
相続遺言無料相談会
　司法書士と税理士が遺産相続手
続きや相続税の申告、遺言作成の
無料相談を行います。
　秘密厳守。事前予約は不要です。
■日時　 1月29日㈰
　面接相談　13：00 ～ 16：00
　電話相談　10：00 ～ 16：00
　☎076-291-0099（通話料有料）
　　県司法書士会につながります。
■場所　  フォーラム七尾（パトリ

ア 5階）51、52会議室
問 石川県司法書士会
　 ☎076-291-7070

平成29年測量士・測量士補試験
■日時　 5月21日㈰
■会場　富山県ほか
■申込期間　1月 5日㈭ ～ 1月31日㈫
問 国土地理院総務部総務課
　 ☎029-864-8214、8248
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