
8月から介護保険施設などの
食費・部屋代の負担軽減
基準が変わります
　介護老人福祉施設や介護老人保
健施設、介護療養型医療施設、
ショートステイを利用する人の食
費・部屋代は、本人の負担が原則
ですが、低所得の人は食費・部屋
代の負担が軽減されます。
　自宅で暮らす人や保険料を負担
する人、老齢年金を受給している
人との公平性を高めるため、非課
税年金（遺族年金・障害年金）の収
入を含めて食費・部屋代の負担段
階を判定します。
※  軽減を受けるには申請が必要です。
問 保険課　☎53-8451家屋調査にご協力ください

　平成28年中に完成した新増築家
屋や取り壊した家屋の調査を行っ
ています。この調査は平成29年度
の固定資産税・都市計画税の課税
の基礎となるものです。
　調査希望日や家屋の状況など、下
記までご連絡ください。
　調査のため係員が訪れた際は、立
会いなどのご協力をお願いします。

問 税務課　☎53-8415

平成28年度国民年金保険料
免除等申請受付は
7月1日から
　経済的な理由で保険料の支払い
が難しい場合、申請により保険料
の支払いを免除・猶予する制度が
あります。
　保険料が未納の状態で障害や死
亡といった不慮の事態が発生する
と、障害年金や遺族年金がもらえ
ない場合がありますのでご注意く
ださい。
問 七尾年金事務所　☎53-6511
　 市民課　　　　　☎53-8417

国民健康保険
■納税通知書を
　 7月15日㈮に送付します
　加入者のいる世帯主あてに送付
します。世帯主が国民健康保険以
外の保険に加入していても、ほか
の家族が国民健康保険に加入して
いる場合は、世帯主が納税義務者
となります。
問 税務課　☎53-8414

■国民健康保険税の改正
　国の税制改正に基づいて平成28
年度から次のとおり改正します。
①賦課限度額の引き上げ
　（　）は平成27年度からの増額分
　・医療分52万円（ 1万円）
　・支援金分17万円（ 1万円）
　・介護分16万円（ 2万円）
②  所得が低い世帯への保険税の軽
減措置の拡大
　 2割軽減および 5割軽減の対
象となる世帯の軽減判定所得を
引き上げました。
　  　手続きは必要なく、該当する
世帯は保険税が軽減されます。
　  　ただし、所得の申告をしてい
ない人がいる場合は軽減を受け
られません。申告が必要です。

詳細は納税通知書をご覧ください。
■  職場の健康保険に加入したとき
は、国民健康保険をやめる届出
が必要です
○必要な物
　・職場で新しくもらった保険証
　・国民健康保険証
　・  世帯主および国民健康保険を
やめる人のマイナンバーカー
ドまたは通知カード

　・窓口に来る人の身元確認書類
　・印鑑
○窓口
　・保険課（ミナ．クル 2階）
　・  田鶴浜、中島、能登島行政サー
ビスコーナー

問 保険課　☎53-8420

後期高齢者医療制度
保険料の通知・保険証の郵送
■平成28年度保険料決定通知書
　 7月15日㈮に送付します。通知
書には、支払い方法（年金天引き、
口座振替、納付書払）や納期限など
が記載されています。
　期限内の納付をお願いします。

　保険料率は 2年ごとに見直
されますが、平成28年度、29年
度の保険料率は据え置きとな
りました。
　賦課限度額は、57万円です。

■新しい保険証の郵送
　現在お持ちの保険証の有効期限
は、 7月31日です。 8月 1日から
使用できる新しい保険証を、 7月
末までに簡易書留でお届けします。
・  新しい保険証を受け取ったら、
内容を確認してください。

・  古い保険証は、 8月になってか
ら破棄してください。

・  「限度額適用・標準負担額減額
認定証」をお持ちで、 8月以降
も引き続き要件に当てはまる人
には、保険証に同封します。
問 保険課　☎53-8988

県民一斉防災訓練
（シェイクアウトいしかわ）実施
　大地震が発生したときに、地震
の揺れから身を守るため、各自が
どう行動すればよいかを考える訓
練です。
　屋外スピーカーで流れる訓練開
始の合図に合わせて「しゃがむ、隠
れる、じっとする」といった安全行
動を約 1分間とってください。
■日時　 7 月 8 日㈮　11：00
問 防災交通課　☎53-6880

下水道排水設備工事責任技術者
認定試験
■日時　10月19日㈬
　　　　13：30 ～ 15：45
■場所　石川県地場産業振興センター
■申込期間　
　 7月25日㈪～ 8月 5日㈮
■実施機関　石川県下水道協会
問 上下水道課　☎53-8466

第4回七尾まだら総踊り大会
　七尾まだらを一緒に踊りません
か。どなたでも参加できます。
■日時　 7 月17日㈰
　　　　16：30 ～ 18：00
■場所　御祓川大通り
　　　　（七尾まだら石碑前）
■服装　自由
■申込方法
　  官製はがきに団体名、代表者氏
名、住所、電話番号を記入して
投函してください。

■申込先
　〒926-0031　古府町ロ部90番地
　杉田安生　あて
■申込期限　 7 月11日㈪
問 七尾まだら保存会
　 ☎52-1513（杉田）

平成28年度調理師試験
準備講習会
■対象者　調理師試験願書を提出した人
■日時　  8 月22日㈪、23日㈫、

29日㈪、30日㈫
9：30 ～ 15：30

■場所　羽咋勤労者総合福祉センター
■受講料　29,500円（教材含む）
問 石川県調理師会羽咋支部（山田）
　 ☎080-2957-5550

平成28年度七尾市職員
採用試験
■採用予定人数

職種 採用予定人数

消防士
　 6人程度
※  うち救急救命士
1人程度

行政（初級） 　 1人程度
保育士 　 3人程度

【 1次試験】
■日時　 9 月18日㈰　 9：00 ～
■場所
　消防士　七尾鹿島消防本部
　消防士以外　七尾市役所
■申込期間
　 8月 1日㈪～ 8月19日㈮
■申込書類などの入手方法
　①郵便請求
　　返信用切手（120円）と封筒
　　（角型 2号）を同封して請求
　②  市ホームページからダウンロード
　③秘書人事課（市役所 3階）
詳細はお問い合わせください。
問 秘書人事課　☎53-8465

石川県警察官採用募集
■区分　警察官B・女性警察官B
■受験資格
　  昭和60年 4 月 2 日から平成11年
4 月 1 日までに生まれた人

　  （大学卒業および平成29年 3 月
までに大学卒業見込みの人を
除く）

■受付期間
　 8月 1日㈪～ 8月30日㈫
■第 1次試験
　筆記試験　 9月18日㈰
　体力試験　10月 1 日㈯
■第 2次試験　10月下旬
■最終合格発表　11月上旬
問 石川県警察本部 ☎076-225-0110
　 七尾警察署 ☎53-0110

「男女共同参画社会」を
テーマとした「川柳」募集
■テーマ
○  男女がともに支えあい、お互い
を思いやることの大切さをア
ピールしたもの

○  家庭・地域・学校・職場での男
女共同参画をアピールしたもの

■応募内容　川柳（五七五調）
■応募資格
　  市民または、市内に通学・通勤
している人

■応募用紙
　  公民館、フォーラム七尾、総務課
に用紙があります。また、市ホー
ムページからダウンロードでき
ます。

■応募期限　 8 月12日㈮
■応募方法
　  応募用紙に記入し郵送または持
参、ファクスやメールで応募し
てください。

問 総務課　人権・男女共同参画室
　 ☎53-1112　ファクス54-8117
　Email:danjo@city.nanao.lg.jp

第12回七尾市民親睦ゴルフ大会
初心者、レディース大歓迎
　夏の風を感じながら、仲間とさ
わやかな汗を流しませんか。
■日時　  7 月18日（月・祝）

8：28スタート
■場所　和倉ゴルフ倶楽部
■募集人数　80人（先着順）
■参加資格　
　市内に在住または勤めている人
■参加費　3,000円
　別途プレー料金　7,380円
　セルフプレー（ビジター）
■競技方法
　18ホールズストロークプレー
■申込期限　 7 月10日㈰
問 七尾市ゴルフ協会事務局
　 （エビアンゴルフ倶楽部内）
　 ☎57-3636

早朝太極拳
　早朝、気持ちよく太極拳をしま
せんか。年齢や性別、経験を問わ
ずどなたでも参加できます。
■日時　
　 7月10日㈰～ 9月25日㈰
　毎週日曜日 7：30 ～ 8 ：00
■場所　七尾マリンパーク
　　　　（能登食祭市場横）
問   七尾市太極拳協会（中村）
☎53-0300
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