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5月のお知らせ

子育てサポートセンター
協力・両方会員養成講習

　子育てサポートセンターでは、登録
会員による子育て支援活動を行ってお
り、協力会員・両方会員として活動す
るために必要な養成講習を開催します。
地域の子育て支援のため、多くの皆さ
んの参加をお待ちしています。
日時／ 5月21日･22日、10時～ 14時30分
場所／市内保育園および総合福祉セン
ター大集会室
内容／事業説明、保育体験、乳幼児の
事故防止・食生活などの講座
対象／協力会員・両方会員としての活
動を目指す20歳以上の市民
参加料／無料
申込方法／電話でお申し込みください。
当日、託児をご希望の方は、お申し込
み時にその旨お伝えください。
申込・問合先／網走市社会福祉協議会
内　網走市子育てサポートセンター
「あおぞら」☎43-2472

保険・年金・税

国民年金任意加入制度

　国民年金は、原則20歳～ 60歳まで
の40年間納めることで満額の基礎年金
を受けられます（平成21年度は792,100
円）。保険料の納付免除期間や、やむを
得ない事情により納められなかった期

間がある場合、また国民年金の未加入
期間がある場合などで満額の年金額を
受けることができない方は、本人の申
出により任意で国民年金に加入し年金
額を増額することができます。ただし、
厚生年金保険や共済組合に加入中の方
は任意加入できません。
加入要件／①国内に居住する60歳以上
65歳未満の方　②老齢基礎年金の繰上
げ支給を受けていない方　③20歳から
60歳までの年金保険料納付月数が480
ヵ月未満の方
の3つの条件をすべて満たすことが必
要で、加入できる月数は65歳までの最
大60 ヶ月（5年間）です。60 ヶ月納付し
た場合は約99,000円の増額になります。
※海外に住む20歳以上65歳未満の方、
60歳未満で既に老齢年金を受給してい
る方も任意加入できます。なお、昭和
40年4月1日以前に生まれた方で65歳ま
でに受給権を達成できない方は特例で
70歳まで加入できます。
加入手続／市役所国民年金係または北
見社会保険事務所で加入手続きできま
す。保険料の支払は原則として口座振
替です。手続きの際は、預貯金通帳・
通帳印をご用意ください。
問合先／保険年金課国民年金係
 （内線229）
北見社会保険事務所☎0157-25-9635

国民年金保険料の学生納付特例制度

　この制度は、所得が無い、または少
ない学生の方が、将来、年金を受け取

ることができなくなることや、不慮の
事故などにより障がいが残った場合の
障害基礎年金を受けることができなく
なることなどを防止するため、申請に
より保険料が10年間猶予される制度で
す。申請は毎年度必要です。承認には
所得制限などの基準がありますので、
詳しくはお問い合わせください。
窓口での申請／①年金手帳または納付
案内書　②学生証または在学証明書　
③印鑑（本人申請の場合不要）　④本
人以外が申請する場合は申請者の身分
証明書、をご用意の上、住民登録をし
ている市町村窓口や社会保険事務所で
手続きしてください。
郵送による申請／平成20年度に既に承
認を受けている方で引き続き同じ学校
に在学される方は、社会保険庁から4
月上旬に郵送された学生納付特例申請
書「ハガキ」に、必要事項を記入の上
返送することで、平成21年度の申請を
行うことができます。返送は早めにお
願いします。
承認期間の年金／年金の受給資格期間
に算入されますが年金額には反映され
ません。10年以内であれば古い期間か
ら順に納めることができます（追納）。
追納した場合、年金額は通常に納めた
場合と同様に反映されます。なお、承
認後3年度以降に追納する場合は当時
の保険料に加算額が上乗せされます。
問合先／北見社会保険事務所

☎0157-25-9635

５月は、市税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納入整理月間です。
　市税および国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を滞納している方は、市役所出納窓口か市内金融機関で至急納めてく
ださい。また、文書や電話で何度も催告を受けているにもかかわらずそのまま放置している方は、他の納税者との不公平を
無くすため、財産や給与の差し押さえを実施しますので、特別な事情のある方は早めに納税相談を受けてください。

　　　固定資産税・都市計画税の第１期５月は　　　　　　　　　　　　　　　です　　　及 び 軽 自 動 車 税 の 納 期
納 入通知書／納入通知書は今月中旬に各納期分
をまとめて送付しますので、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。

納  入 窓 口／市役所出納窓口のほか、次の場所
でも取り扱っ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ろうきん　⑤郵便局（簡易郵便局含む）
　⑥農協・漁協

夜間納入及び相談窓口の開設
期間／５月25日～ 31日（27日を除く）の17時30分～20時
　　　※30日・31日は９時～20時
場所／税務課納税係窓口
　　　（午後6時以降は庁舎南5条側入口よりお入りください）

電話加入権の公売予定
日時／ 5月20日、13時30分
場 所／西庁舎２階会議室　※公売直前に中止になる場合があ
ります。詳細は担当係までお問い合わせください。

問合先／税務課納税係（内線309・337）
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報情
各種予防接種の実施

麻しん風しん３期・４期追加接種

　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。

　昨年4月から、中学1年生および高校3
年生相当の方を対象に、3期・4期とし
て追加接種を行っています。これは年
数の経過とともに免疫の無くなる方が
いると判明したこと、免疫のできにく
い方が接種者の5％程度いることが判
明したためで、平成19年からの全国的
な麻しん発生の原因にもなっています。
　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
合もあります。昨年からは、入学の際
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。
　3期・4期の対象者は、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。
●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）
接種期間／平成21年4月1日～平成22年
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。
　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。

日時／ 6月16日、12時45分～ 13時45分
対象／生後3ヵ月～ 6ヵ月未満の乳児
場所／保健センター
定員／ 1日60人　持ち物／母子手帳
申込期間／ 5月1日から定員になるまで
です。予約された方で都合が悪くなっ

た場合はご連絡ください。
申込・問合先／保健センター☎43-8450

対象／ 40歳以上の市民（子宮がん検診
は20歳以上、乳がん検診は30歳以上、
前立腺がん検診は50歳以上）
場所／保健センター
申込期間／ 5月1日～ 5月25日
定員／ 1日180人（定員になり次第締
め切ります。）
●今年度40歳の方は胃がん検診が無料
です。●生保・市民税非課税世帯の方
は、申込時に申し出た場合、市国保加
入者と同一料金です。●子宮がん・乳
がん検診は2年に1回の検診ですので、
20年度に受けた方は今年度は受けられ
ません。

健　診　内　容 検　診　料
国保加入者 その他保険

①

胃がん検診 無　料 1,800円
肺がん検診 無　料 600円
大腸がん検診 無　料 1,000円
前立腺がん健診 1,000円 1,000円
エキノコックス症検査 無　料 無　料

②

肺炎ウイルス検査 無　料 無　料

子宮がん健診 頸部細胞検査 無　料 1,800円
超音波検査 500円 500円

乳がん検診 1,500円 2,000円
日程・受付時間
①は6月18日～ 23日
　6時・7時・8時・9時・10時
②は6月28日・29日
8時半・9時半・10時半・13時・14時
申込・問合先　保健センター☎43-8450

　市国保加入の40歳以上の方、後期高
齢者医療制度の加入者を対象に健診を
行います。希望される方は保健センタ
ー（☎43-8450）へお申し込みください。
検査内容／問診・身体計測・血圧測定・
検尿・診察・血液検査
日程・受付時間／ 6月18日～ 23日、6時・
7時・8時・9時・10時
料金／無料　場所／保健センター
申込期間／ 5月1日～ 5月25日
定員／ 1日150人（定員になり次第締め
切ります。）
●国保特定健診は「特定健康診査受診
券」が必要です。健診当日に保険証と

あわせてご持参ください。●保健セン
ターのほか契約医療機関で受診するこ
ともできます。●65歳以上の方には生
活機能評価を実施します。●健診は1
人につき年1回限りです。毎年同じ時期
に受診してください。●生活保護を受
給している40歳以上の方は、国保特定
健診と同様の健診を保健センターで受
けることができます。申込後に送付す
る書類をご持参ください。
問合先／国保に加入している方＝保険
年金課国保係（内線228）　後期高齢者
医療制度に加入している方＝保険年金
課医療給付係（内線232）

　ヘリカルＣＴは従来の胸部レントゲ
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
や痰がでる方などにお勧めします。
対象／ 40歳以上の市民
日時／ 6月7日、8時・9時（30分ごと
の受け付け）　場所／保健センター
料金／ 4,000円（喀痰検査は別途1,000
円）
定員／ 30人（要申込。定員になり次第
締め切ります。）　申込期限／ 5月25日
申込・問合先／保健センター☎43-8450

　育児は山あり谷あり。子育てに疲れ
てついイライラ。そんなことはありま
せんか？子育てについて仲間と一緒に
お話しをしましょう。
日時／ 6月18日・24日・7月2日、13時～
15時（12時45分～ 13時受付）
場所／保健センター　定員／ 20人
対象／生後3～ 7ヵ月ころまでの赤ちゃ
んのいる方
内容／おしゃべりタイム・赤ちゃんと
のふれあい遊び・健康のチェックポイ
ントなど
申込期間／ 5月1日～ 6月11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

ＢＣＧ予防接種

春のミニドック検診

国保特定健診・後期高齢者健診

ヘリカルＣＴ肺がん検診

子育て・教育

のびのび育児教室


