
農業委員・農地利用最適化
推進委員募集
　平成28年 4 月に農業委員会等に
関する法律が改正され、農業委員
の選出方法が推薦・公募制に変わ
りました。また、農地利用最適化
推進委員が新設されました。農業
に関心のある人は、ぜひご応募く
ださい。

【農業委員】
■業務　
　  農地の権利移動の許認可や農地
転用許可にかかる意見決定、農業
の担い手への農地集積・集約化、
遊休農地の発生防止・解消など。
■募集人数　19人
■応募資格
　  農業に関する学識と見識があり、
農業委員会が所掌する事項の職
務を適切に行うことができる人。
■任期　平成29年 7 月24日～
　　　　平成32年 7 月23日
■報酬　市の規定によって支給

【農地利用最適化推進委員】
■業務　
　  農業委員と連携し、担当区域内
の遊休農地の発生防止・解消に
向けたパトロールや農業の担い
手への農地集積などの農地利用
最適化の推進活動。

■募集人数　22人（区域ごとに募集）
■応募資格
　  農地利用の最適化推進に熱意と
見識があり、担当する区域内で
推進活動ができる人。

■任期　平成29年 7 月24日～
　　　　平成32年 7 月23日
■報酬　市の規定によって支給

【応募方法】
　 4月24日㈪までに、申し込み用
紙を持参してください。
　申し込み用紙は農業委員会事務
局で配布するほか、市ホームペー
ジからもダウンロードできます。
問 七尾市農業委員会事務局
　 ☎53-8440

4月から新たに
4コミュニティセンターが始動
　コミュニティセンターの数は合
計で13になりました。
■新規に設置された地区
地区名 電話番号
袖ケ江地区 52-1369
徳田地区 57-1252
和倉地区 62-2084
北大呑地区 59-1124

・名称は、七尾市○○地区コミュ
  ニティセンターとなります。
・電話番号は公民館と同じです。
問 地域づくり支援課
　 ☎53-8633

七尾市総合計画審議会委員を募集
　平成31年度から10年間のまちづ
くりの指針となる新しい「七尾市
総合計画」を策定します。策定に
あたり、広く市民の参加を得るた
め審議会の委員を募集します。
■募集人数　 4 人程度
■応募資格
　・満18歳以上の市民
　・平日昼間の会議に出席できる人
■任期　平成29年 6 月 1 日～
　　　　平成31年 5 月31日（予定）
■報酬　市の規定によって支給
■応募方法
　  次の 2点を持参か郵送、ファク
ス、電子メールのいずれかで提
出してください。

　①応募用紙
　②  作文（400字程度、様式不問）

テーマ「これからの七尾市の
まちづくりについて」

■応募用紙の設置場所
　・本庁舎 4階　企画財政課
　・行政サービスコーナー
　　  （田鶴浜・中島・能登島地区

のコミュニティセンター内）
　市ホームページからもダウン
　ロードできます。
■申込期限　 4月28日㈮
　（郵送の場合は当日消印有効）
問 企画財政課　☎53-1117

固定資産の価格などの縦覧
■日時　 5 月 1 日㈪まで
　　　　（土・日、祝日除く）
　　　　 8：30 ～ 17：15
■場所　本庁舎 1階　税務課
■必要なもの
　・印鑑
　・  本人確認ができる公的証明書
類（運転免許証など）

　・  納税者の代理人が縦覧する場
合は委任状

※平成29年度固定資産税・都市計　　
　画税の納付書や課税明細書など
　は、 4月上旬に発送します。
問 税務課　☎53-8415

手話奉仕員養成講座
受講者募集
　七尾市や中能登町に住んでいる
人が対象の手話講座です。
【入門編】
　あいさつや自己紹介など初歩的
な手話を学びます。
■日時　 6 月20日～ 11月28日
　　　　（毎週火曜日、全23回）
　　　　19：00 ～ 21：00
■場所　ラピア鹿島（中能登町）
■定員　20人
■費用　  5,240円（テキスト代、ろ

うあ石川購読代）
■申込期限　 6 月13日㈫
問 福祉課　☎53-8464

【基礎編】
　入門編修了者が対象。日常会話
や耳の聞こえない人とのコミュニ
ケーションを楽しみましょう。
■日時　 4 月28日～ 12月15日
　　　　（毎週金曜日、全30回）
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　第23研修室
■定員　20人
■費用　5,900円
　　　　  （ろうあ石川と日本聴力

障害新聞の購読代）
■申込期限　 4 月21日㈮
問 七尾市社会福祉協議会
　 ☎52-2099

詳細は 問の連絡先にお問い合わせください。

市営住宅入居者と補欠者を募集
■募集住宅
　【七尾地区】
　・奥原住宅　　・和倉住宅
　・古府住宅　　・古府シルバー
　・後畠住宅　　・後畠シルバー
　・万行住宅　　
　・万行シルバー、障がい者向け
　【田鶴浜地区】
　・相馬住宅　　・大津住宅
　・馬場住宅
　【中島地区】
　・中島住宅　　・要貝住宅
　・代本住宅
　【能登島地区】
　・舘山住宅
※  空室がない住宅にも応募できま
す。その場合、補欠者として登
録され、空きが出ると順に入居
できます。

■家賃など
　・  9,900円～ 54,000円の範囲で
所得に応じて決まります。

　・別途駐車料金がかかります。
　・  入居時に家賃 3カ月分の敷金
が必要です。

■申込期限　 4 月19日㈬
問 都市建築課　☎53-8429

電柱にカラスの巣を
見つけたらご連絡を
　カラスは針金やハンガーなどを
使って巣を作ることがあり、電線
に触れると停電の原因になること
があります。
　電柱や鉄塔の上にカラスの巣を
見つけた場合はご連絡ください。

問   北陸電力㈱ネットワークサービ
スセンター　☎0120-837119

　 環境課　☎53-8421

子ども医療費助成制度
　中学生までの子どもの医療費を
助成しています。なお、小中学生
の通院分医療費は月1,000円の自
己負担があります。
■場所　ミナ．クル 2階
　　　　子育て支援課
■日時　平日　  8 ：30 ～ 18：30
　　　　土曜日  8 ：30 ～ 17：15
　※郵送でも申請できます。
■必要なもの
　・子どもの保険証
　・保護者名義の通帳
　・  領収書原本（診療月の翌月か
ら 1年以内のもの）

　・  マイナンバー書類（対象児と
保護者とその配偶者の分）

　・申請する保護者の本人確認書類
※  前年所得を確認するため、所得
証明書の提出をお願いする場合
があります。

問 子育て支援課　☎53-8419

ゆーりんピック2017美術展
出品作品を募集
　高齢者が創作した作品を展示す
ることで、文化活動を促進し、生き
がいづくりにつなげます。
　テーマは自由、60歳以上のアマ
チュアの人ならどなたでも出品で
きます。優秀な作品は全国健康福
祉祭に出品されます。
■出品点数
　  1 人 1 作品（出品者が創作し、未
発表のもの）
■募集作品
　  日本画・洋画・彫刻・工芸・書・
写真（規格の詳細はお問い合わ
せください）
■展示期間　 5 月19日㈮～21日㈰
■展示場所　石川県庁舎19階
　　　　　　展望ロビー
■申込方法　  美術展出品申込書を

福祉課へ提出
■申込期限　 4 月21日㈮
問 福祉課　☎53-8463

児童扶養手当が4月から減額
　平成28年全国消費者物価指数が
下がったことから、児童扶養手当
額が 0 . 1 ％減額されます。
■手当の額

子ども 平成29年
4 月分から

平成29年
3 月分まで

1人目 9,980円～
 42,290円

9,990円～
 42,330円

2 人目 5,000円～
 9,990円

5,000円～
 10,000円

3 人目
以降

3,000円～
 5,990円

3,000円～
 6,000円

■児童扶養手当とは
　  ひとり親家庭などの生活安定と
自立促進、子どもの福祉増進を
図ることを目的に支給される手
当です。

問 子育て支援課　☎53-8445

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）、ぶらさがり健康器、
チャイルドシート（新生児用）、
シルバーカー、七尾みなとまつ
り用ゆかた（女性用）、チャイル
ドシート（1歳児用）、ひまわり保
育園制服・体操服（上下、110～
120cm）、山王小学校制服スカート
（高学年用）、中学生制服上着
（185cm男子）
※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、環境課に連絡が必要
　です。
　・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
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