
コミュニティセンター
行政サービスコーナーの
お知らせ
　 4月 1日から始まる田鶴浜、中
島、能登島地区コミュニティセン
ターの行政サービスコーナー開館時
間は、下記のとおりです。
　市民センターで行われている業務
を一部見直し、コミュニティセン
ター内の行政サービスコーナーで行
います。詳細は、広報ななお11月号
6ページをご覧ください。
■ 3 地区共通
　開館日　月曜日～金曜日
　開館時間　 8：30 ～ 17：15
　（祝日、年末年始を除く）
■名称、場所、電話番号
　田鶴浜行政サービスコーナー
　（現：サンビーム日和ヶ丘）
　☎68-3131
　中島行政サービスコーナー
　（現：中島市民センター）
　☎66-1111
　能登島行政サービスコーナー
　（現：能登島総合健康センター）
　☎84-1111
※  サンビーム日和ヶ丘ホールの貸
館の申し込みはこれまでどおり
の電話番号（☎68-2277）で受け
付けします。

問 市民男女協働課　☎53-8633

不用品活用銀行
■ゆずります
　  洋タンス、整理タンス、和タンス、
食器棚、座椅子、学生服（小学生女
子高学年）、衣装ケース、ズック（男
子用21 ～ 23cm）、長靴（男子用21
～ 23cm）、ベビーカー、ひな壇一式

■ゆずってください
　  大人用自転車、チャイルドシート、
クローゼット、大人用おむつ（パン
ツタイプ・パッドタイプ／女性
用）、流し台、普通タイヤ（145R12）

※電気製品は取扱不可
※登録期限は 6カ月
※  交渉の成立・不成立は必ず環境
課までご連絡ください。

問 環境課　☎53-8421

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
関する相談や、精神科医師や保健師
などによるこころとからだの相談を
行います。（相談は無料、要予約）

日　時 場　所
3月10日㈭
13：00 ～ 15：00

ハローワーク
七尾

3月11日㈮
9：30 ～ 11：30

ハローワーク
羽咋

※  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

ご存知ですか？
「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。再生資材に利用
できる建設廃棄物（コンクリートや木
材、アスファルトなど）の「分別」と「リサ
イクル」を積極的に推進しています。
　一般家屋の解体などの際には、事業
者に適正な分別解体や再資源化をお願
いするなど、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

「まちづくり市民意識調査」
にご協力ください
　今後の市政運営やまちづくりの資料
とするため、アンケートを実施します。
　封筒がお手元に届いた人は 3月31日
㈭までに郵便ポストに投函してくださ
い。ご協力、よろしくお願いします。
■対象者
　20歳以上の市民3,000人
問 企画財政課　☎53-1117

富山県高岡市交流情報
あみたん娘ファーストライブ
　高岡市観光大使「あみたん娘」の公式
コスプレイヤーによるファーストライブ
を行います。アイドル、声優、女優などさ
まざまな分野で活躍するあみたん娘レイ
ヤーズと一緒に盛り上がりましょう。
■日時　 3 月20日㈰
　　　　 1部　12：30 ～ 14：10
　　　　 2部　15：30 ～ 17：10
■場所　ウイング・ウイング高岡
■チケット代　
　前売り券　2,500円
　当日券　　3,000円
　 1部・ 2部セット券　5,000円
問 TR@P実行委員会事務局
　 （高岡市観光交流課内）
　 ☎0766-20-1301

自衛官等募集案内
募集種目 資　格 受付期間

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29年 4 月 1 日現在の年齢

～ 5月 6日㈮

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28年 7 月 1 日現在の年齢

～ 4月 8日㈮

※  自衛官候補生男子は、年間を通じて行っております。
問   自衛隊石川地方協力本部　七尾出張所
　 ☎53-1691

小児休日当番医の広域化
　休日（日・祝）の小児の急病は小
児休日当番医が診療します。
　 4月から小児休日当番医が、これま
での市内に加え、羽咋郡市まで広域化
されます。ご理解をお願いします。
■休日当番医の情報
　①休日の新聞（朝刊）に記載
　②  広報ななお『今月の休日医療
情報』に記載

　③七尾市ホームページ
問 健康推進課　☎53-3623

東日本大震災義援金
　被災された人に対し、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。
　市民の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方のご芳名
 （敬称省略・順不同）
・松本　佐智子
・七尾東雲高等学校生徒会
・御祓中学校ボランティア委員会
問 福祉課　☎53-8463

石川TOYP大賞候補者募集
　TOYP大賞は、夢とロマンに燃える活発な活動で、社会貢献を果たす若者
を支援する制度です。石川の未来を担う若者たちを募集します。
■募集期限　 4 月20日㈬
■応募資格　  石川県在住の20歳～ 40歳（男女）で、石川県の発展（地域貢献）

に関し活動する傑出した若者
※詳細は、お問い合わせください。
 石川TOYP大賞 検索
問 公益社団法人七尾青年会議所　☎53-2822

富山県氷見市交流情報
建築士から学ぶまちづくり
「氷見市内の希少動植物お
よび生物雑学」
　富山県建築士会高岡ブロックの
メンバーを講師に迎え、まちづく
りをテーマにさまざまな視点から
講演します。毎月第 3土曜日に開
催予定です。
■日時　 3 月19日㈯
　　　　15：00 ～ 17：00
■場所　氷見市まちづくりバンク
■講師　関　一朗氏
※電話で申し込みください。
問 氷見市まちづくりバンク　
　 ☎0766-73-2173

「100歳体操」体験会
　筋力をつけて、転倒による骨折
を予防しませんか？
■日時　 3 月15日㈫
　　　　11：00 ～ 12：00
■場所　フォーラム七尾
■対象者　おおむね65歳以上の人
■内容　  おもりを使った体操を紹

介します。
※事前に申し込みください。
問 保険課　☎53-8457

七尾市消防団員募集
　あなたの力で、自分たちの町を
守りませんか。
　非常勤の特別職地方公務員とし
て、平成28年 1 月末現在、男性391
人・女性14人の団員たちが、火災
だけではなく、あらゆる災害に対
して、地域を守るために活動して
います。世のため人のために働く
消防団で活動してみませんか。
■仕事内容
・火災・風水害などの災害活動
・予防・警戒・訓練活動など
※  被服（制服、活動服、防寒衣）など
を貸与
※  分団ごとに募集人数が違うため、
詳細はお問い合わせください。

問 七尾鹿島消防本部庶務課
　 ☎53-1015

国民健康保険の異動手続きを忘れずに
　医療保険が変わった時は14日以内に、忘れず手続きをしてください。
・  国民健康保険への加入が遅れると、さかのぼって保険税をまとめて支払
わなければならない場合があります。
・  国民健康保険からの脱退が遅れると、その間に受診した医療費を全額自
己負担しなければならない場合があります。

こんな時 必要なもの

職場の健康保険を脱退し
国民健康保険に加入する時

①健康保険の喪失日が記載された証明書
（加入者全員の氏名と喪失日がわかるもの）
②年金証書
（Ｈ27年 3 月までに年金を受給されている65歳
未満の人で、厚生または共済年金に20年以上、あ
るいは40歳以降に10年以上加入されていた人）

職場の健康保険に加入し
国民健康保険を脱退する時

①新しい健康保険の保険証　
②国民健康保険証　

就学のために市外に住所を移す時
（手続きによって七尾市の保険証
がそのまま使用できます。）

①転出される人の国民健康保険証（加入者全員分）
②在学証明書または学生証
　（学生証の場合は有効期限があるもの）
※在学中は毎年更新手続きが必要です。

上記に加えて、以下のものが必要です。
①印鑑（認印）
②世帯主と異動対象者のマイナンバー（個人番号）カードまたは通知カード
③窓口に来られる方の身元確認書類
※詳細はお問い合わせください。
問 保険課　☎53-8420
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