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　特定疾患治療研究事業は、原因が不
明で治療方法が確立していない、いわ
ゆる難病について、治療の確立などを
目指すとともに患者の医療費を助成す
る取り組みで、この度、対象疾患に次
の11疾患が追加されました。
　該当する方は医療費の助成などを受
けられる場合がありますので、詳しく
は網走保健所へお問い合わせください。
疾患番号・疾患名
●46＝家族性高コレステロール血症
●47＝脊髄性筋萎縮症
●48＝球脊髄性筋萎縮症
●49＝慢性炎症性脱髄性多発性神経炎
●50＝肥大型心筋症
●51＝拘束型心筋症
●52＝ミトコンドリア病
●53＝リンパ脈管筋腫症
●54＝重症多形滲出性紅班
●55＝黄色靱帯骨化症
●56＝間脳下垂体機能障害
問合先／網走保健所保健予防係
 ☎41-0695

　滞納者から差し押さえた財産（動産）
のインターネット公売を3月に実施し
ます。インターネット公売は法律に基
づいて行われるため、一般のインター
ネットオークションと異なる点や特別
な注意事項があります。手続きなどの

2月のお知らせ

月末日までにお申し込みください。
申込方法
口座振替の場合＝各金融機関・年金事
務所で受け付けています。基礎年金番
号がわかるもの、預貯金通帳、届出印
をご用意の上、手続きしてください。
クレジットカードの場合＝年金事務所
で受け付けています。基礎年金番号の
わかるもの、クレジットカードをご用
意の上、手続きしてください。
※既に前納を選択している場合は、再
度の申し込みは不要ですが、変更があ
れば届け出が必要です。
問合先／北見年金事務所
 ☎0157-25-9635

　この春、網走市の小・中学校に入学
するお子さんがいるご家庭に「入学指
定通知書」を送付しました。入学指定
通知書は、入学の際に指定された学校
へ提出するものですので、内容を確認
の上、大切に保管しておいてください。
　この通知書は1月8日現在の住民登録
に基づき入学する学校を指定し、1月
末までに住民登録上の世帯主に届くよ
う送付したものですが、まだ届いてい
ない場合は至急お問い合わせください。
小学校入学／平成15年4月2日から平成
16年4月1日までに生まれた方
中学校入学／平成9年4月2日から平成
10年4月1日までに生まれた方
問合先／管理課学務係（内線286）

詳細は「Yahoo!オークション-官公庁
オークション」のウェブサイトに掲載
のガイドライン・物件詳細画面などで
ご確認ください。
　網走市インターネット公売のサイト
は2月16日から閲覧できます。
●http://koubai.auction.yahoo.co.jp/
hok_abashiri_city
参加申込期間／2月16日～ 3月1日
下見会日時／2月16日 14時～ 16時、網
走市本庁舎議会棟会議室
入札期間／ 3月5日～ 8日
問合先／税務課納税係（内線224・337）

　保険料を1年前納（4月～翌年3月分）、
または6カ月前納（4月～ 9月分・10月
～翌年3月分）により支払うと保険料
が割引されます。
平成21年度の例（１年分）

現金・
クレジットカード

月々 175,920円
前納6カ月分 174,500円
前納1年分 172,800円

口座振替
月 （々早割※） 175,320円
前納6カ月分 173,920円
前納1年分 172,230円

※「早割」は、通常翌月末に引き落と
される保険料を当月末に引き落とすこ
とで月額50円が割り引きされる制度で
す。このほか、納付書を使用して申し
込み月から年度末までの分を前納する
こともできます。
引落日・納付期限／1年前納＝4月末日、
6カ月前納＝4月末日および10月末日、
申込期限／1年前納および上期6カ月前
納（4月～ 9月分）は2月26日までに、下
期6カ月前納（10月～翌年3月分）は8
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２月は国民健康保険料・後期高齢者医療保険料第８期の納期です
納 入通知書／納税通知書は各納期分をまとめて送付
していますので、汚したり、紛失したりしないよう
注意し、納期内に納入しましょう。紛失した場合は、
税務課窓口で再交付を受けてから納入してください。

納 入窓口／市役所出納窓口のほか、次の場所でも取
り扱いをしていますのでご利用ください。

　　①市内各銀行　②信用金庫　③信用組合
　　④労働金庫　⑤郵便局（簡易郵便局含む）
　　⑥農協・漁協

口座振替をご利用ください
　市税および国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の
納付は、便利で確実な口座振替をご利用ください。
　一度手続きすると、あなたの口座から自動的に納める
ことができ大変便利です。ご利用される方は、金融機関
または市役所税務課窓口に、通帳と銀行印をご持参の上、
お早めに手続きをしてください。

　その他、納入方法の相談など、お気軽にお問い合わせ
ください。
　 問合先／税務課納税係（内線224・332）

インターネット公売の実施

保険・年金・税

入学指定通知は届きましたか？

子育て・教育

国民年金保険料の割引制度
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　保護者以外が接種者に同伴する場合
は委任状が必要です。詳細はお問い合
わせください。
　ポリオ・BCGの申込期間は2月1日
から定員になるまでです。予約後に都
合が悪くなった場合はご連絡ください。

対象／生後3カ月～90カ月未満の乳幼児
日時／ 3月12日・24日・30日の12時45
分～ 13時45分　場所／保健センター
定員／ 1日60人　持ち物／母子手帳
受け方／6週間以上の間隔をおいて2回
飲みます。2カ月おきに年間を通して
行いますので、「みんなの健康」で日時
を確認し、予約してください。

ポリオ追加接種の勧め
　昭和50～52年生まれの方のポリオ免
疫保有率が低いことがわかっています。
極めてまれですが感染する可能性があ
りますので、追加接種をお勧めします。
対象／昭和50年～ 52年生まれの方
日時／定期ポリオ予防接種と同様
料金／ 3,500円　定員／ 10人
接種回数／ 1回

対象／生後3カ月～ 6カ月未満の乳児
日時／ 3月18日 12時45分～ 13時45分
場所／保健センター
定員／ 1日60人　持ち物／母子手帳

　11月までの接種率は3期が60.3％、4
期が68.2％と低迷し、集団発生を防げ
るとされる95％には程遠い状況です。
　麻しんは感染力が強いため、発生時
には学校閉鎖などの措置がとられる場
合もあり、昨年からは、進学の際に接

種証明書の提出を求める学校も見られ
るようになってきました。接種期間を
過ぎると有料になりますので、お早め
に接種することをお勧めします。
　インフルエンザ予防接種を受けた方
は、接種後1週間を経過していれば麻
しん風しん予防接種を受けることがで
きます。
●2期対象：小学校入学1年前（平成15
年4月2日～平成16年4月1日生まれの幼児）
●3期対象：中学1年生（平成8年4月2
日～平成9年4月1日生まれの生徒）　
●4期対象：高校3年生相当（平成3年4
月2日～平成4年4月1日生まれの方）
接種期限／ 3月31日　接種料金／無料
接種ワクチン／麻しん風しん混合ワク
チンが基本ですが、罹(り)患していな
い方の単独ワクチンの接種もできます。
実施方法／ワクチンの接種および罹患
の有無を確認の上、｢みんなの健康｣「市
ホームページ」にある指定医療機関で
受けてください。
　3期・4期の接種希望者は、保護者が
同伴できない場合は同意書が必要です。
詳細はお問い合わせください。
　網走厚生病院で3期・4期を接種され
る方は、直接病院にご確認ください。
申込･問合先／保健センター☎43-8450

　内臓脂肪の面積が100㎠以上の方は
生活習慣病や脳梗塞などのリスクが高
いと言われています。普段見ることの
ない内臓脂肪・皮下脂肪の状態を実際
に図や数値で見てみませんか？自分の
内臓脂肪の状態などを把握し、病気の
予防に役立てましょう。
対象／ 20歳以上の網走市民（妊娠の
可能性のある方は検査できません。）
日時／3月2日 10時～11時30分（30分ご
との受付）
内容／腹部CT撮影（検査に要する時
間は準備を含めて5分程度です。結果
は検査後10分～ 20分でお渡しできま
す。保健師が結果の説明をします。）

場所／保健センター（CT検診車）
料金／1,500円　定員／40人（要予約）
申込期間／ 2月1日～28日（定員になり
次第締め切ります。）
申込･問合先／保健センター☎43-8450

　ヘリカルＣＴは通常の胸部レントゲ
ン撮影では写らない小さな病変を見つ
けることができ、肺がんの早期発見に
非常に有効です。タバコを吸う方、咳
や痰が出る方などにお勧めします。希
望により内臓脂肪測定も併せて実施で
きます（別途1,500円）。
対象／40歳以上の市民（春・秋・冬に
ミニドックの肺がん検診を受診した方
は受けられません。）
日時／3月2日 7時30分～ 9時30分（30
分ごとの受付）
場所／保健センター
料金／4,000円（喀痰検査の実施は別
途1,000円）　定員／40人（要予約）
申込期間／2月1日～ 28日（定員にな
り次第締め切ります。）
申込･問合先／保健センター☎43-8450

　次の検診・健康診査は随時実施して
います。受診を希望される方は、保健
センターで受診券を受け取り、各医療
機関で受診してください。
骨粗鬆症検診／年齢を重ねるにつれて
骨が弱くなるのは骨粗鬆症が原因と言
われています。自分の骨の健康状態を
知り、食生活の改善や運動などで早め
の予防を心掛けましょう。
レディース健康診査／比較的女性に多
い貧血や骨粗鬆症などを予防するため
の健診です。
歯周疾患検診／年齢を重ねるにつれて
歯は失われていきますが、多くの場合、
歯周病が原因だと言われています。歯
周病は痛みもなく、気づかないうちに
進行していきます。早期発見･早期治
療で予防しましょう。
問合先／保健センター☎43-8450
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健　康

各種予防接種の実施

ポリオ（小児まひ）予防接種

BCG予防接種

麻しん風しん3期・4期追加接種

お腹の脂肪を測りませんか？

ヘリカルＣＴ肺がん健診

各種検診・健康診査

種　　類 対　　象　　者 内　　　　　容 国保加入者 その他保険
骨粗鬆症検診 40･45･50･55･60･65･70歳の方 骨密度測定 無　料 500円
レディース健康診査 20 ～ 39歳の女性 診察･血圧測定･尿検査･血液検査･骨密度測定 無　料 1,000円
歯周疾患検診 40･50･60･70歳の方 歯周組織検査 無　料 1,000円
※対象者の年齢は、平成 21 年度中（平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日）に当該年齢になる方を意味しています。


