
詳細は 問の連絡先にお問い合わせください。

自衛官候補生（男子）・
陸上自衛隊高等工科学校生徒（男子）募集
【自衛官候補生】
■試験日　11月18日㈮（筆記試験・面接）、11月19日㈯（身体検査のみ）
■応募資格　18歳以上27歳未満の男子
【陸上自衛隊高等工科学校生徒】
高等工科学校は、陸上自衛官を養成し、教育する全寮制の男子校です。
■試験期日　一般：平成29年 1 月21日㈯
　　　　　　　　　  1 次試験合格者は、 2次試験（口述試験・身体検査）を

実施します。
　　　　　　推薦：  平成29年 1 月 7 日㈯～ 9日（月・祝）の間の指定する

1日
■応募資格　15歳以上17歳未満の男子で中学校卒業者（見込みを含む）
【陸上自衛隊高等工科学校生徒説明会】
■日時　11月27日㈰　①10：00 ～　②13：00 ～（各90分程度）
■場所　七尾地方合同庁舎（ハローワーク七尾） 2階
■対象　受験希望者（保護者を含む）、教員 ほか
■内容　  学校の概要、待遇、卒業後の進路、卒業生の体験談、質疑応答ほか
問 自衛隊石川地方協力本部 七尾出張所　☎53-1691

事業主の皆さん
労働保険の加入はお済みですか
　労働保険（労災保険・雇用保険）
は、労働者が仕事中や通勤中に事
故にあったり、失業したりしたとき
に保険給付が受けられる制度です。
　従業員を 1人でも雇用している
事業主は、原則労働保険に加入し
なければなりません。
　加入していない事業主は、早急
に手続きをお願いします。
問 七尾労働基準監督署
　 ☎52-3294
　 七尾公共職業安定所
　 ☎52-3255

ルールを守って
STOP THE 不法電波
　電波は、テレビやラジオ、携帯電
話、警察や消防の無線局など、さま
ざまな無線通信に利用されていま
す。しかし、これらの通信を妨害
する不法無線局も多くあります。
無線機器を利用する人は電波の
ルールを守りましょう。
問 総務省北陸総合通信局
　 ☎076-233-4441

2017年版「石川県民手帳」
絶賛発売中
　過去 5年間の毎日の天気や郷土
の主な催し、石川県の自然と産業、
各市町の見どころなど県内の統計
情報が満載の使いやすい手帳です。
　購入希望の人は、お早めにお求
めください。
■価格　 1 冊450円
■販売先
　･総務課（本庁 3階）
　･田鶴浜コミュニティセンター
　･中島コミュニティセンター
　･能登島コミュニティセンター
　･カーマホームセンター
　･コメリホ－ムセンター
　･明文堂書店
問 総務課　☎53-1111

受賞おめでとうございます
平成28年度七尾市自治功労者
表彰の受賞者（敬称略）
■永年勤続　七尾市議会議員
　10年表彰
　久保吉彦、岡部俊行、木下敬夫
■永年勤続　七尾市農業委員会委員
　20年表彰 
　福田浩
■永年勤続　七尾市選挙管理委員会委員
　20年表彰 
　岩田武雄
■永年勤続　七尾市町会長
　15年以上退任表彰
　大林敏夫
　10年表彰 
　柴垣勇一
■永年勤続　七尾市スポーツ推進委員
　10年表彰　
　宮西好子、石田志をり
■永年勤続　七尾市交通安全推進隊員
　10年表彰　
　村本孝一郎、垣内壽弘、中島透、
　高橋春雄、吉田博英、保科学

問 総務課　☎53-1111

裁判員制度
名簿記載通知を発送します
　平成29年の裁判員候補者名簿に
登録された人に、11月中旬に裁判
所から通知を送ります。
　通知が届いた人は、平成29年 2
月ごろから 1年間、裁判員に選ば
れる可能性があります。この段階
では具体的な事件の裁判員候補者
に選ばれたわけではありません。
　裁判員制度にご理解とご協力を
お願いします。
問 金沢地方裁判所
　 ☎076-262-4432

のと里山空港ふるさとタクシー
運行区間が変わりました
　10月1日㈯から、能登島内と空港
区間のふるさとタクシーが廃止に
なりました。その他の市内地域の
運行は変更ありません。空港を利
用する際は気を付けてください。
問 観光交流課　☎53-8424

不用品活用銀行
■ゆずります
　  洋タンス、和タンス、食器棚、座
椅子、衣装ケース、柔道着（高校
生）、七尾みなとまつり用ゆかた
（女性用）、いこう（着物掛け）、女
子用オーバー（140cm）、バーベ
キューセット（1 . 2 m×0 . 6 m）、
介護用ベッド（リクライニング付）、
新潮社世界文学全集（全40巻）、臼
（やや小さめ）・きね・せいろ
■ゆずってください
　  流し台（右側シンク、 1 m×
0 . 5 m× 0 . 8 m）、普通タイヤ
（145R12）、大人用自転車 3台、
双子用ベビーカー、チャイルド
シート（新生児用）、学習机、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
健康器具

※電気製品は取り扱いできません。
※登録期限は 6カ月です。
※  次の場合は必ず環境課まで連絡
してください。

　・交渉の成立または不成立。
　・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

平成28年熊本地震義援金
　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人のご芳名
　（敬称省略・順不同）
　吉田長寿会
　駅コンサート・松本佐智子
問 福祉課　☎53-8463

平成28年鳥取県中部地震
災害義援金受付
■受付期限　11月25日㈮
　 8：30 ～ 17：15（土日祝日除く)
■受付場所
　  福祉課、税務課、健康推進課、田
鶴浜・中島・能登島地区のコ
ミュニティセンター

問 福祉課　☎53-8463

石川県原子力防災訓練実施
　原子力災害に関する住民の防災
意識の高揚と防災業務関係者の防
災技能向上を図り、原子力災害の
対応体制を検証するために実施し
ます。
■日時　11月20日㈰
　　　　 8：00 ～ 14：30
■場所　市役所本庁　ほか
■主な参加機関
　国、県、市、自衛隊　など。
　詳細は、市ホームページでお知
らせします。
　訓練にご理解をいただき、市民の
皆さんのご協力をお願いします。
【注意事項】
・  訓練会場は、駐車場の利用など
に制限があります。

・  屋外スピーカーの訓練通報や防
災関係機関の車両の通行、ヘリ
コプターの運航による騒音が発
生します。

・  午前 9時ごろ、携帯電話を用い
た緊急速報メールで訓練の開催
情報を発信します。

　  市内にいて、緊急速報メール対
応の携帯電話を持っている場合
に限り配信されます。

問 防災交通課　☎53-6880

河川でのサケ採捕は禁止
　河川でのサケ（鮭）の採捕は、水産
資源保護法で禁止されています。
　サケが河川に帰ってくるのは、
市民の皆さんがきれいな河川環境
を実現するために努力してきた結
果です。
　北の海から長い旅を経て、産卵
のために生まれた河川に戻ってき
た貴重なサケです。採捕せず、温
かく見守りましょう。
問 里山里海振興課　☎53-5010

土地や家屋の登記名義人が
亡くなったときの手続き
　土地や家屋の登記名義人が、亡
くなった時は、法務局で所有権移
転登記（登記名義人の変更）の手続
きが必要です。年内に手続きを完
了した場合、翌年度から新しい登
記名義人に固定資産税が課税され
ます。
　 1月 1日を過ぎても、この手続
きをしていないときは、相続人の
中から相続人代表者（市からの納
税通知書などを受け取る人）を決
定し「相続人代表者指定届」を提出
してください。この届出は、法務
局での手続きや相続税の課税に関
係ありません。
問 税務課　☎53-8415

税を考える週間
　毎年11月11日から11月17日まで
は「税を考える週間」です。この機
会に、税の仕組みや必要性を考え
てみませんか。
　期間中は小・中学生の「税につ
いての作品（標語・書道）」の展示
や各種説明会を行います。
【小・中学生「税についての作品」
展示】
■内容　標語、書道
■期間　11月 7 日㈪～ 11月17日㈭
■場所　パトリア 2階
【記帳説明会】
■日時　11月10日㈭
　　　　13：30 ～ 15：30
■場所　七尾税務署
【年末調整説明会】
■日時　11月16日㈬
　　　　10：00 ～ 12：00
　　　　13：30 ～ 15：30
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　視聴覚室
問 七尾税務署　☎52-9336
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