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6月のお知らせ

　プレママクラブ（母親学級）やハロ
ーベビークラブ（両親学級）で、妊娠・
出産・赤ちゃんのことを、仲間と一緒
に学んでみませんか？
プレママクラブ／①7月9日＝自己紹
介･グループトーク「みんなに聞いてみ
よう」･妊娠中の栄養　②7月16日＝母
乳育児･お産のしくみ･妊婦体操　③7
月24日＝歯の健康･先輩ママとの交流
会･赤ちゃんとの生活･絵本の話
※時間はいずれも13時～ 15時30分
ハローベビークラブ／ 7月30日　19時
～ 21時（パパの妊婦体験・おふろレッ
スン・夫婦＆赤ちゃんへの手紙）
対象／初めて出産する方（平成21年10
月～12月に出産予定の方）
場所／保健センター
持ち物／母子手帳
参加料／プレママクラブ＝500円、ハ

保険・年金・税

国民年金特別障害給付金制度

ローベビークラブ＝400円
申込期限／ 7月3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

－児童手当を受給している方－
　6月1日現在での受給世帯の状況によ
り、受給資格の有無を決定しますので、
現在、児童手当を受給している方は全
員現況届が必要です。今後送付する案
内書をご覧の上、必要書類を添えて期
間内（6月11日～ 6月30日）に必ず手
続きを済ませてください。
届出に必要な添付書類等／①申請者が
厚生年金等の被用者年金加入者の場合
は、健康保険被保険者証等の写し（カー
ドの場合は申請者本人名義のカードお
よび18歳未満の子ども全員分のカー
ド）
②申請者が平成21年1月2日以降に網走

プレママクラブ・ハローベビークラブ 市に転入した場合は、前住地の市区町
村長が発行する平成21年度（平成20年
分）の児童手当用所得課税証明書
③その他必要に応じた書類
※現況届が提出されない場合は6月分
以降の手当は受給できません。公務員
の方の現況届手続きは、勤務先に直接
ご確認ください。
－児童手当を受給していない方－
　申請により支給対象となる場合があ
ります。所得制限などで受給資格が得
られなかった方や、出生・転入時等に
申請手続きをされていなかった方など
で、現在、小学校6年生までの児童を
養育している方は、前年の所得や扶養
親族等の人数によって支給の対象とな
る場合があります。次の表を参考に申
請してください。（手当は申請日の翌
月からの支給です。）

○児童手当制度の内容

支給の対
象となる
方

平成9年４月２日以降に生まれ
た小学校６年生までの児童を
養育している方で、前年の所
得が下記の所得制限限度額未
満の方

支給金額
（月額）

３歳未満　　一律10，000円
３歳以上
　第１・２子　　　5，000円
　第３子以降　　10，000円

○所得制限限度額
扶　養
親族数

自営業者等
（国民年金加入者）

サラリーマン等
（厚生年金等加入者）

０人 ４６０万円 ５３２万円
１人 ４９８万円 ５７０万円
２人 ５３６万円 ６０８万円
３人 ５７４万円 ６４６万円
４人 ６１２万円 ６８４万円
５人 ６５０万円 ７２２万円

※ 所得には、老人扶養・医療費控除等の一定の控除
があります。詳細はお問い合わせください。

届出・問合先／児童家庭課児童福祉係
 （内線260）

６月は市道民税第１期の納期です
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

　納税は、便利で確実な口座振替をご利用ください。
　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。

　 問合先／税務課納税係　（内線224・332）

児童手当現況届けの提出を

　国民年金特別障害給付金制度は、国
民年金制度の発展途中で生じた特別な
事情を考慮し、障害基礎年金等を受給
していない障がい者の方へ給付金の支
給を行う制度です。
対象者／次に該当する方で、任意加入
していなかった期間中に生じた疾病が、
現在、障害基礎年金の1・2級相当の障
害状態にある方
①平成3年3月以前の、国民年金任意加

入対象者であった学生
②昭和61年3月以前の国民年金任意加
入対象者だった、厚生年金保険等に加
入している方の配偶者
申請書受付／現住所地の市区町村役場
※障害認定事務は、過去の状況を確認
する必要があるなど時間がかかる場合
があります。個々のケースにもよりま
すが、支給の決定までに数カ月が必要
ですので、あらかじめご了承ください。
支給が決定された後は、請求書の受け
付け月の翌月まで溯って支給されます。
また、収入や年金受給の状況によって
支給が制限されることがあります。
問合先／北見社会保険事務所
 ☎0157-25-9632
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　高血圧や高脂血症、糖尿病などの生
活習慣病は、それぞれが独立した病気
ではなく、肥満、特に内臓に脂肪が蓄
積した肥満（内臓脂肪型肥満）が原因
であることがわかってきました。この
ように、内臓脂肪型肥満によりさまざ
まな病気が引き起こされやすい状態を、
「メタボリックシンドローム」といい
ます。内蔵脂肪の効果的な減量、望ま
しい食生活、日常生活で気をつけるこ
となど、お気軽にご相談ください。
日時／ 6月15日　9時～11時･13時～15時
場所／保健センター
※1人30分～1時間程度の相談です。都
合のよい時間を電話でお知らせくださ
い。過去に受診した健診結果や病院で
の検査データなどがあればお持ちくだ
さい。栄養相談は、食事を作られる方
の同伴もお勧めします。ご家族の方の
来所でも結構です。ご希望の方には、
血圧測定・体脂肪測定、栄養所要量の
計算なども行います。
申込・問合先／保健センター☎43-8450

　次の検診・健康診査は一年を通じて
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。
乳がん検診／乳がんは早期に発見され
れば十分に完治することができます。
定期的に専門医の検診を受けて早期発
見に心掛けましょう。
問合先／保健センター☎43-8450

　歯の衛生週間（6月4日～10日）にあ
わせて無料歯科検診を行います。この
機会に歯の再点検をしてみませんか？
日時／ 6月6日　13時～ 15時（予約不要、
12時30分開場）
場所／保健センター　
持ち物／就学前のお子さんは母子手帳
をお持ちください。
内容／無料歯科検診・歯科相談・歯磨
き指導・フッ素塗布（無料）・唾液検査
（小学生以上の希望者）・飲み込み検査
（65歳以上の希望者）
●6月4日～10日まで保健センター、11
日～14日までエコーセンターにて、小
学生から募集した歯の健康に関する図
画・ポスターの展示を行っています。
問合先／保健センター☎43-8450

　特定疾患医療受給者証、またはウイ
ルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症
患者対策医療受給者証をお持ちの方に、
網走市以外の道内医療機関へ通院する
際の交通費の一部を助成しています。
　申請方法などの詳細は個別にお知ら
せしますので、助成を希望される方は
ご連絡ください。
助成額／通院する医療機関所在地まで
の往復鉄道運賃の半額
回数／毎年度12回を限度

対象者／患者本人、および介助が必要
な患者に付き添う家族
問合先／保健センター☎43-8450

　耳や言葉の不自由な方が救急車や消
防車の要請をする際には、正確に情報
が伝わるようファックスで通報するこ
とができます。番号は、電話での通報
と同じ「119番」です。
　ご自分の住所・氏名などをあらかじ
め記載した用紙を用意しておくことで
素早く通報ができますし、より正確に
通報するため、イラストなどを用いた
専用の用紙も用意していますのでご利
用ください。
　用紙は、障がい福祉係窓口・網走消
防署・エコーセンターで配布しています。
問合先／社会福祉課障がい福祉係
 （内線410）

　各社から出版されている、文部科学
省検定済みの教科書を展示します。
期間／ 6月19日～ 7月8日
展示会場／網走地方教育研修センター
および市立図書館（閉館日を除く）
展示教科書／①小学校用（平成21年度
～平成22年度で使用）　②中学校用（平
成18年度～平成21年度で使用）　③高
等学校用（平成22年度で使用）
※市立図書館の展示は小中学校用のみ
問合先／管理課学務係（内線286）

報情
メタボリックシンドローム
の予防に健康・栄養相談を

子育て・教育
各種検診・健康診査

無料歯科検診

特定疾患等患者通院費の助成

福　祉

ファックス119番のご利用を

平成21年度教科書展示会

種　　類 対　　象　　者 内　　　　　容 料　　　金
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
乳がん検診 30歳以上の女性（2年に一度の受診）視触診･マンモグラフィ 1,500円 2,000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。
※乳がん検診は、厚生病院とミニドック検診のどちらかで受けることができます。
　厚生病院で受けられる方は、事前に厚生病院（☎43-3157）へ予約してから保健センターへご連絡ください。


