
上下水道料金の業務が変更
　上下水道料金の業務を、市職員に
代わり民間業者の社員が行います。
■変更日　４月１日㈪
■委託業者　㈱ジェネッツ
　　　　　　（東京都）
■窓口　七尾市上下水道料金
　　　　お客さまセンター
　　　　（料金業務課横）
※営業日や営業時間に変更はあり
ません。
■主な業務

　・開栓、閉栓などの受付
　・現地での開栓、閉栓
　・水道メーターの検針
　・上下水道料金の収納
■そのほか

①変更にあたって、皆さんに改め
て手続きをしていただく必要は
ありません。
②㈱ジェネッツの社員・検針員は、
会社指定の制服を着用し、身分
証明書を携帯しています。
③市や委託業者の名前をかたった
悪徳商法や勧誘などには、十分
注意してください。
※万一ご不審な点がありました
ら、身分証明書の提示を求める
か、下記までご確認ください。
　料金業務課　☎53-8431
　　　　　　   …  　　　　　　

映画「珠洲のジイちゃん上映会」
～日本の原風景、人との絆の

大切さを今～
　行き先を決めずに珠洲を訪れた
一家４人が、ジイちゃん・ばあちゃ
んとのふれあいを通じて、家族の
絆を見つめ直す心温まる物語。
■日時　３月20日（水・祝）
　第１回　13：00 ～ 14：10　
　第２回　15：00 ～ 16：10
■場所　サンビーム日和ヶ丘
■料金　前売り券　800円
　　　　当日券　　900円
　　　　中学生以下　無料
　七尾鹿島珠洲会　　
　　☎53-0014（川口）

春季火災予防運動
■期間　３月20日㈬
　　　　　～26日㈫
【あぶない！ちょっとまって野焼き！】

　例年、春先はあぜ焼き、たき火
などが原因での火災が後を絶ちま
せん。安易な行為から火災となり、
家屋や山林に燃え移ることもあり
ます。「洗濯物に臭いがつく」「運
転中煙で前が見えない」といった
苦情も多く寄せられています。不
要な野焼きは止めましょう。

　住宅用火災警報器は命を守る
　「切り札」です

　七尾鹿島広域圏事務組合
　　消防本部　☎53-0119

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！
　公職の候補者または公職の候補
者になろうとする人や後援団体
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には、
立札や看板に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月末で期限切れとなりま
す。引き続き掲示する場合は、申
請書を請求の上、新しい証票の交
付手続きを３月末までに済ませて
ください。
　選挙管理委員会　☎53-1111

18広報ななお

子ども医療費の申請はお済みですか？
　平成24年６月に、小学生がいる家庭へ「子ども医療費助成制度対象拡
大についてのお知らせ」を配布しましたが、申請をお忘れではありませ
んか？領収書の有効期間は１年間です。有効期間を過ぎた領収書は、受
け付けできません。
　市では、平成24年４月診療分から小学生の通院分医療費(保険適用分)
も助成をしています。
■医療費助成対象者

変　更　前 変　更　後
通　院 ６歳到達の３月31日まで 12歳到達の３月31日まで
入　院 15歳到達の３月31日まで 15歳到達の３月31日まで

※小学生の通院分医療費は、月1,000円の自己負担があります。
■持ち物　子どもの保険証、保護者名義の通帳、印鑑、領収書
　子育て支援課　☎53-8419

小型家電製品のごみの出し方が変更に！
　市では金属のリサイクル促進のため、これまで「埋立ごみ」として出
していた小型家電製品の一部を「金物類」として回収します。
■開始日　４月１日㈪
■収集日　金物類の日
　※６月末までは、周知期間として埋立ごみに出しても回収します。
■変更品目

電話機、カメラ、DVDプレーヤー／レコーダー、ビデオデッキ
音楽プレーヤー、ゲーム機、プリンター、メモリ類、炊飯器
スタンドライト、リモコン、コード類など
※詳細は「平成25年度七尾市家庭ごみ収集カレンダー」や市ホームペー
ジでご確認ください。
※家電製品全体のごみ分別一覧表のチラシは、環境安全課、ミナ．クル、
市民センターに置いてあるほか、市ホームページに掲載されています。
　環境安全課　☎53-8421

　　　　　　　　　　　　　　　 … 　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　 … 　　　　　　　　　　　　　　　



「スポーツ安全保険」のご案内
■加入区分・掛金

①子ども（中学生以下）
　団体練習のみ　　800円
　団体および個人練習　１,450円
②大人（高校生以上）
　・文化活動など　　　　　800円
　・スポーツ活動・指導　1,850円
　・少年スポーツ指導　　1,300円
③65歳以上　スポーツ活動
　　　　　　　　　　　　1,000円
④全年齢　危険度の高いスポーツ活動
　　　　　　　　　　　11,000円
■保険対象

・スポーツ・文化・ボランティア
活動など５人以上の団体
・経路往復中も含めた、団体活動
中の傷害事故や賠償責任を負う
事故
■受付期間　～平成26年３月28日
■保険期間　４月１日
　　　　　　～平成26年3月31日
※４月１日以降の申し込みは、加
入手続日の翌日から有効です。
　スポーツ安全 検索

　㈶スポーツ安全協会
　　石川支部☎076-268-3100
　　生涯学習スポーツ課
　　☎53-3661
　　　　　　   …  　　　　　　

うつ病家族教室
　うつ病やうつ病と思われる人の
ご家族が、より良い対応ができる
よう、うつ病の知識や理解を深め
る家族教室です。
■日時　３月12日㈫
　　　　14:00 ～ 15:30
■場所　県能登中部保健福祉
　　　　センター
■講演　「うつ病の理解と対応」
　　　　医師　清田　吉和　氏
　　　　粟津神経サナトリウム
　　　　顧問（精神科医）
■参加費　無料
　県能登中部保健福祉センター
　　健康推進課　☎53-2482
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定期狂犬病予防注射日程
　犬の飼い主は、犬の「登録」｢年１回の狂犬病予防注射｣ が義務付け
られています。登録済の人は、次のいずれかの会場で予防注射を受けて
ください。登録をされていない人は、注射会場または環境安全課で登録
ができます。※都合が悪い場合は、動物病院で接種してください。
■注射料金　　3,000円／頭　　■新規登録料　3,000円／頭

４月７日（日） ４月12日（金） 田鶴浜市民センター 13:10 ～ 13:50
青葉台町集会所 ９:30 ～ 10:10 豊川公民館 ９:30 ～ 10:00 旧・端保育園 14:00 ～ 14:10
若林町公民館 10:20 ～ 10:40 土川集会所 10:10 ～ 10:20 和倉温泉観光会館 14:20 ～ 15:00
JA能登わかば徳田支店 10:50 ～ 11:50 外原集会所 10:30 ～ 10:40 ４月14日（日）
城山体育館 13:00 ～ 13:40 釶打公民館 11:00 ～ 11:20 大泊地区集落センター ９:30 ～ ９:40
矢田町ふれあいセンター 13:50 ～ 15:00 熊木公民館 11:30 ～ 11:50 南大呑公民館 ９:50 ～ 10:30

４月11日（木） 西岸公民館 13:00 ～ 13:20 北大呑公民館 10:40 ～ 10:50
半浦集会所 10:00 ～ 10:20 中島市民センター 13:30 ～ 14:00 崎山公民館 11:00 ～ 11:30
閨集会所 10:30 ～ 10:50 笠師保公民館 14:10 ～ 14:30 三室町会館 11:40 ～ 12:00
曲集会所 11:10 ～ 11:30 塩津集会所 14:40 ～ 15:00 大田町集会所 13:20 ～ 13:50
向田集会所 11:40 ～ 12:10 ４月13日（土） 東湊公民館 14:00 ～ 15:00
鰀目集会所 13:30 ～ 14:00 高階公民館 10:00 ～ 10:30 ４月21日（日）
野崎集会所 14:10 ～ 14:30 相馬公民館 10:40 ～ 11:00 石崎福祉会館 ９:30 ～ 10:10
須曽集会所 14:50 ～ 15:00 旧・吉田保育園 11:10 ～ 11:30 西湊公民館 10:20 ～ 11:00

金ヶ崎公民館 11:40 ～ 12:00 旧・中央図書館 11:10 ～ 11:50
　環境安全課　☎53-8421 七尾市役所 13:00 ～ 15:00

トワイライトスティ（児童夜間養護など）事業のお知らせ
　仕事などの理由により、夜間や休日に保護者が不在となる家庭の子ど
もをお預かりします。
■対象児　　０歳から小学３年生まで
■実施施設　ななお乳児園（七尾市津向町）
　　　　　　あすなろ学園（鳳珠郡穴水町）
■申請窓口　ミナ．クル２階　子育て支援課
■利用料

　　（夜間預かり）　18：00 ～ 22：00まで 750円
　　　　　　　　　18：00 ～翌８：00まで 1,500円
　　休日（土・日・祝祭日預かり）８:00 ～ 18：00 1,350円
※市民税非課税世帯、ひとり親家庭などは利用料が軽減されます。
　子育て支援課　☎53-8445

国民年金に加入中の学生の皆さんへ
　国民年金に加入している学生は、在学期間中は国民年金保険料の納付
が猶予される学生納付特例制度を申請できます。
国民年金学生納付特例制度を受けて、引き続き在学している人
　申請書（はがき）が送付されますので必要事項を記入して返送してく
ださい。
平成24年度にまだ申請してない人
　平成25年４月中であれば平成24年度（平成24年４月～平成25年３月）
と平成25年度の２年度分の申請ができます。
※平成25年５月以降は、平成25年度のみの申請となります。
■持ち物　年金手帳、印鑑、在学証明書の原本または学生証の写し
■受付窓口　七尾年金事務所　☎53-6511、市民課　☎53-1265
　市民課　☎53-1265
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