
詳細は 問の連絡先にお問い合わせください。

戦没者等の遺族の皆さんへ
第10回特別弔慰金の
手続きはお済みですか
■対象者
　  戦没者等の死亡当時の遺族で、
平成27年 4 月 1 日に、公務扶助
料や遺族年金などを受ける人
（戦没者等の妻や父母など）がい
ない遺族の 1人。

■支給内容
　額面25万円、 5年償還の記名国債
■請求期限　平成30年 4 月 2 日
　  期限を過ぎると第10回特別弔慰
金を受けることができなくなり
ますので、ご注意ください。

問 福祉課　☎53-8418

政治活動用事務所の立札・
看板の証票更新手続きは
3月末まで
　公職の候補者や立候補を予定し
ている人、後援団体が、政治活動の
ために使用する事務所に立札や看
板を掲げる際には、証票を貼らな
ければなりません。
　新たに掲示する場合は、必ず証票
の交付手続きを行ってください。
　また、現在掲示中のものは、証票
が 3月末で期限が切れます。継続
する場合は、申請書を請求し、新し
い証票の交付手続きを 3月31日㈮
までに済ませてください。
問 選挙管理委員会　☎53-1111

七尾産の木材を使用した
住宅への助成
■対象者
　  市内に居住するため、七尾産の
木材を 5立方メートル以上使用
して70平方メートル以上の木造
住宅を新築する人（建売住宅の
購入を含む）。
　  ただし、石川県が実施している
「いしかわの木が見えるたても
の推進事業」に補助金の申し込
みをした住宅に限ります。
■助成金額　 1戸あたり10万円
■申込方法　
　  申請書と必要書類を提出
　※申請書は農林課にあります。
　　  また、市ホームページからダ
ウンロードできます。

■申込期間
　 4月 3日㈪～12月20日㈬
問 農林課　☎53-8510

なかじまプロジェクト
市民公開講座
～生活習慣と認知症との関連～
　金沢大学脳老化・神経病態学
（神経内科学）では「いきいき脳健
診（旧もの忘れ健診）」を中島地区
で実施しています。
　市民公開講座では、食事や口腔
の働きと認知症との関連、予防法
などを紹介します。生活習慣を改
善し、認知症を予防しませんか。
　中島の各地区からは、無料のバ
スを運行します。
■日時　 3月20日（月・祝）10：00～
■場所　能登演劇堂
■講師　
　金沢大学脳老化・神経病態学
　教授　山田正仁氏
　金沢大学顎顔面口腔外科学分野
　准教授　中村博幸氏　ほか
■費用　無料

ご飯食べたかな？

問 金沢大学脳老化・神経病態学
　 神経内科学　☎076-265-2297
　 健康推進課　☎53-3623

ご存じですか
建設リサイクル法
　家屋の解体などには建設リサイ
クル法が適用されます。解体事業
者は、コンクリートや木材、アス
ファルトなど再生資材として利用
できる特定の建設廃棄物の「分別」
と「リサイクル」を積極的に行う必
要があります。
　家屋を解体するときには、解体
事業者に適正な分別解体・再資源
化を依頼するなど、建設リサイク
ル法の推進にご理解とご協力をお
願いします。
問   北陸地方建設副産物対策連絡協議会
事務局　☎025-280-8880

不用品活用銀行
■ゆずります
　  新潮社世界文学全集（全40巻）、
木製ベッド、学習机（いす無し）、
レコード（昭和40年代歌謡曲、約
20枚）
■ゆずってください
　  大人用自転車 3台、田んぼ用長
靴、学生服上着（石崎小学校男子
6年生）、「等伯」文字入りポロ
シャツ白3着、ぶらさがり健康
器、双子用ベビーカー、チャイル
ドシート（新生児、1歳児）、シル
バーカー、七尾みなとまつり用ゆ
かた（女性用）

※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、環境課まで必ずご連
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

のと里山海道安全対策工事に
伴う夜間通行止め
■時間　月曜～金曜　
　　　　夜22：00 ～翌朝 5：00
■柳田IC～徳田大津IC
　 3月16日㈭夜～3月17日㈮朝
　 3月20日（月・祝）夜～4月 1日㈯朝
■徳田大津IC～穴水IC
　 3月17日㈮夜～3月18日㈯朝
　 4月 3日㈪夜～4月15日㈯朝
■予備日
　 4月17日㈪夜～4月22日㈯朝
問 石川県のと里山海道維持管理課
    ☎0767-22-6090

帰化申請、国籍取得・離脱など
の手続き窓口が変更
■変更日　 4月 3日㈪
■窓口　金沢地方法務局戸籍課
　　　　（金沢新神田合同庁舎 2階）
　支局では手続きできなくなりま
す。ご注意ください。
問 金沢地方法務局戸籍課
　 ☎076-292-7810

ミナ．クル窓口
日曜日臨時開庁
■日時　 3月26日㈰、 4月 2日㈰
　　　　 8：30 ～ 17：15
■場所　ミナ.クル 2階
■取扱内容
　・  住民票、印鑑証明、戸籍などの

発行
　・  納税証明書、所得・課税証明

書、その他の税務証明の発行
　・各種申請の預かり
　※平日の業務と異なり、取り扱い
　　のない業務もあります。事前
　　に電話などでお問い合わせく
　　ださい。
問 市民課　☎53-8417
　 福祉課　☎53-8463
　 保険課　☎53-8420
　 子育て支援課　☎53-8419

自衛官等募集
募集種目 資格 受付期限

幹部候補生

【大学卒業程度】
22歳以上26歳未満の者
【大学院卒業者】
28歳未満の修士課程修了者
（平成30年 4 月 1 日現在の年齢）

5月 5日
（金・祝）

予備自衛官補

【一般】
18歳以上34歳未満の者
【技能】
18歳以上で別に示す国家資格等に応じ
53歳から55歳未満の者
（平成29年 7 月 1 日現在の年齢）

4月 7日
㈮

・自衛官候補生男子は、年間を通じて募集しています。
・  石川地方協力本部のホームページでは、自衛隊関連のイベント情報を
  掲載しています。
問 自衛隊石川地方協力本部　七尾出張所　☎53-1691

３月は自殺対策強化月間
　誰も自殺に追い込まれることの
ない社会を市民みんなの手でつく
りましょう。
　自殺に関しての誤解や偏見をな
くし、共に支えあう意識を持ちま
しょう。
　悩みを抱えている人は、相談し
てください。大切な人の悩みに気
付いた人は、声を掛けてみてくだ
さい。
　心理士や保健師がストレスや不
安などのこころの健康に関する相
談に応じます。
■日時　 3月21日㈫
　　　　10：00 ～ 12：00
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　 1階　保健センター
※本人に限らず、家族の相談も可。
※事前に申し込んでください。

問 健康推進課　☎53-3623

4月2日は世界自閉症啓発デー
4月2日～8日は
発達障害啓発週間
　自閉症や学習障害、注意欠陥多
動性障害などの発達障害は、脳機
能の発達が関係する生まれつきの
障害です。コミュニケーションが
苦手ですが、優れた能力を発揮す
る場合もあり、理解されにくい障
害です。
　発達障害のある人が社会の中で
自立していくためには、周囲の理
解が必要です。この機会に発達障
害の理解を深めましょう。

　発達障害　政府広報 検索

問 福祉課　☎53-8464

七尾鹿島消防表彰式
　 1月15日㈰、能登島向田町で発
生した建物火災で、早期に火災を
発見した住民 3人が、消火器で迅
速な初期消火をして、被害を最小
限にとどめました。この功績をた
たえ、感謝状を贈りました。
■表彰者（敬称略、写真前列左から）
　濱田健太郎、松本光太郎、
　綿島裕紀

問 七尾鹿島消防本部庶務課
　☎53-1015

こころとくらしの悩み
総合相談会
　司法書士による借金などのお金
に関する悩み相談や精神科医、精
神保健福祉士、保健師によるここ
ろとからだの相談、生活困窮者自
立支援員によるくらしの相談を行
います。相談無料、予約制です。
■日時　 3月 9日㈭13：00 ～ 15：00
■場所　ハローワーク七尾　
問 能登中部保健福祉センター
　 ☎53-2482
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