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し尿処理のお知らせ

処理時期／市街地区は毎月第3月曜日
の週を除く週、郊外地区は、毎月第3
月曜日の週です。
申込時の注意／期日を厳守し日程に余
裕をもってお申し込みください。郊外
地区は6月17日が期日です。期日後の
申し込みは、翌月の処理となります。
処理手数料
下水道処理区域内／ 400㍑まで5,250円、
400㍑を超える50㍑につき520円
下水道処理区域外／ 400㍑まで2,620円、
400㍑を超える50㍑につき260円
手数料納付／市街地区は翌月の集金納
付、郊外地区は納付書での自主納付で
す。手数料は速やかに納付願います。
処理手数料の減免制度／一定の要件を
満たす世帯へ手数料の減免を実施して
います。詳細はお問い合わせください。
問い合わせ／生活環境課清掃リサイク
ル係（内線233・297）

　枝にかけるトラップの一例を紹介し
ます。

【注意事項】
○そばに人が近づかないように注意書
きをしましょう。　
○トラップを仕掛ける際は、人の避難
するルートを確保しましょう。　
○誘因液は多めに入れましょう。　
○トラップは一週間くらいで回収しま
しょう。　
○トラップの設置・回収は、蜂が活発
に活動しない夜間あるいは早朝に行い
ましょう。
問い合わせ／生活環境課環境対策係
（内線340・405）

6月のお知らせ

　付加年金に加入し、定額の国民年金
保険料と一緒に付加保険料を納めると、
老齢基礎年金を受けるときに、上乗せ
分が受給できます。（国民年金基金に
加入している方は、加入できません。）
付加保険料額／月額400円
付加年金額／ 200円×納付月数
手続き／市役所国民年金係窓口で申請
すると、申請月の分から加入できます。
※老齢基礎年金を受給してから2年目
で、付加保険料として納めた分と同額
の付加年金を受給できます。（3年目以
降も付加年金は受給できます。）
問い合わせ／保険年金課国民年金係
（内線229）

　国民年金の任意加入期間に加入しな
かったことにより障害基礎年金等を受
けられない障がい者の方に対して、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
がい状態にある方。
①平成3年3月以前の国民年金任意加入
対象であった学生
②昭和61年3月以前に国民年金任意加
入者であった厚生年金保険等に加入し
ている方の配偶者
受付／現住所地の市区町村役場
※障がい認定事務は、過去の状況を確
認する必要があるなど、非常に時間が
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
カ月必要となりますので、あらかじめ
ご了承ください。支給が決定された後
は、請求書の受付月の翌月分まで溯っ
て支給されます。
※収入や年金受給の状況により支給が
制限されることがあります。
問い合わせ／北見年金事務所
（☎0157-25-9635）

　住所が変わる場合は、年金事務所へ
変更届を提出しなければなりません。
未届けのままだと、年金に関する重要
な書類が届かない場合がありますので、
忘れずに提出してください。
　支払金融機関を変更したい時も、届
出が必要です。（届出用紙は市役所国
民年金係窓口に備え付けてあります。）
問い合わせ／北見年金事務所
（☎0157-25-9635）

　6月1日の「人権擁護委員の日」を中
心に全国一斉に「特設なんでも相談所」
が設置され、網走市でも相談所を開設
します。
　家庭内や近隣関係の身近な問題、不
動産や金銭問題、いじめや差別など、
日ごろのお悩みをお気軽にご相談くだ
さい。人権擁護委員が相談に応じます。
（相談は無料で、秘密は守られます。）
日時／ 6月1日　13時～ 16時
場所／市役所2階市民相談室
問い合わせ／釧路地方法務局北見支局
（☎0157-23-6166）

保険・年金・税

付加年金について

講座・お知らせ

特設なんでも相談所の開設

スズメバチトラップで蜂を退治しよう!

国民年金特別障害給付金制度

国民年金の変更届出を忘れずに

ひも（または針金）で
木の枝などにかけます。

各面に切れ込み（2～3
cm程度）を作り、内側
に押し込みます。

ペットボトル（2ℓ）

誘因液（日本酒：酢：砂糖=
300㎖ :100㎖ :100～150g)を
入れると樹液のにおいが
します。

6月は市道民税の第1期の納期です
納税通知書／納税通知書は各納期分
をまとめて送付しています。汚したり、
紛失したりしないよう注意し、納期内
に納めましょう。
納付場所／網走信用金庫「市役所出
張所窓口」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網走信用金庫 
③釧路信用組合　④ろうきん  
⑤郵便局（簡易郵便局も含む）  
⑥農協・漁協

口座振替のご案内／納税は、便利で
確実な口座振替をご利用ください。
　ご利用を希望される方は、金融機関
または市役所税務課窓口に、預金通
帳と銀行印をお持ちになって、お早め
に手続きをしてください。

今月の夜間納入窓口
日時／6月30日　17時30分～ 20時　
場所／税務課納税係
※ 18時以降は南5条側入口（裏口）か
らお入りください。　

問い合わせ／税務課納税係（内線 309・337）
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リユース展示フェアの開催●ミニドック検診＝40歳以上の市民が
対象です。
※前立腺がん検診は50歳以上の男性
●国保特定健診・後期高齢者健診＝40
歳以上の市国保加入者、後期高齢者医
療加入者が対象です。
申込期間／ともに6月1日～ 24日

▽国保特定健診・後期高齢者健診の内
容は問診・身体計測・血圧測定・検尿・
診察・血液検査です。（料金は無料・
対象者はがん検診も一緒に受診可）

▽国保特定健診は受診のときに「特定
健康診査受診券」が必要です。健診当
日、保険証と一緒にお持ちください。

▽今年度40歳の方は、胃がん検診が無
料です。

▽肺がん検診・ヘリカルCT検診は年
度に1回どちらかの受診となります。

▽生保、市民税非課税世帯の方は、申
し込み時に申し出た場合、70歳以上の
方と同一料金になります。

▽定員は1時間に10人です。

▽受診はお一人様年に1回までです。
※ミニドック検診の検診内容、料金な
どは次のとおりとなっています。　

検　診　内　容
検　診　料
Ａ Ｂ

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
前立腺がん検診 1,000円 1,000円

エキノコックス症検査 無　料 無　料
肝炎ウイルス検査 無　料 無　料

検診料／●Ａ：市国保加入者、後期高
齢者医療保険加入者、70歳以上の方
●Ｂ：Ａ以外の方
日時／ 7月6日　7時30分・8時30分　
場所／網走厚生病院
申し込み・問い合わせ／保健センター
☎43-8450　　　　　

　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7日＝自己紹
介・「みんなに聞いてみよう」・妊娠中
の栄養　②7月15日＝母乳育児・お産
のしくみ・妊婦体操　
③7月21日＝歯の健康・先輩ママとの
交流会・絵本の話（いずれも13時～
15時30分）
ハローベビークラブ／①7月28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（ハ
ローベビークラブのみの参加も可）
場所／保健センター
対象／初めて出産する方（平成23年
10月～ 12月に出産予定の方）
持ち物／母子手帳
参加料／プレママクラブ＝500円、ハ
ローベビークラブ＝300円
申込期間／ 7月4日まで（定員になり
次第締め切ります。）
※パパの妊婦体験で、腰や足などに痛
みのある方はご相談ください。
申し込み・問い合わせ／保健センター
（☎43-8450）

　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17日～ 7月6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23年度～平成26年度
で使用）　
②中学校用（平成24年度～平成27年度
で使用）　
③高等学校用（平成24年度で使用）
※市立図書館の展示は小中学校用のみ
です。
問い合わせ／管理課学務係（内線286）

　市では、収集した粗大ごみの中から、
再利用できるものを展示し、希望する
市民の皆さんに無料で提供します。（申
込多数の場合は抽選となりますのでご
了承ください。）
対象／市内在住で、自分で品物の引き
取り搬出が可能な方
展示品／使用可能なタンス、イス、机
などの家具類や自転車など
場所／やすらぎの宿　Ｂ＆Ｂあばしり
（旧サイクリングターミナル）　
展示日／ 6月5日　10時～ 13時
※抽選は13時から行います。抽選時に
会場にいない場合は無効となりますの
でご注意ください。
申込方法／直接来場し、その場でお申
込みください。なお、1人につき2点ま
での申し込みとなります。
決定・引渡／引き渡しは、抽選後随時
行います。なお、当日の15時までに搬
出していただきます。
【食用廃油の回収】
　500㎖以上の食用廃油を持参された
方に粗品（数量限定）を差し上げます。
ペットボトルなどの容器に入れてお持
ちください。
問い合わせ／生活環境課清掃リサイク
ル係（内線233・297）

　生ごみの減量化を進めるために、電
動生ごみ処理機の購入費用の一部（1
台につき2万円を限度とします）を助
成しています。
※助成台数に限りがあります。
問い合わせ／生活環境課清掃リサイク
ル係（内線233・297）

平成23年度教科書展示会

ミニドック検診
国保特定健診・後期高齢者健診

電動生ごみ処理機の助成について

プレママクラブ・ハローベビークラブ

子育て・教育
エコピーからのお願い
○牛乳などの飲料用の紙パックを出すときは、他の紙類を
　入れずに、紐でしばって出してください。
○ペットボトルを出すときは、中身を捨て軽く洗って
　から、中が見える袋に入れて出してください。
○洗剤の容器、卵や豆腐などのプラスチックケースは、
　一般ごみとして出してください。

不明な点は係までお問い合わせください。
　　　　　問い合わせ／生活環境課清掃リサイクル係（内線233・297）
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