
18あばしりあばしり広
報

講座・お知らせ

楽しい夏休みを過ごすために

7月のお知らせ

＜小・中学生のみなさんへ＞
●決まりを守り、規則正しい生活を送
りましょう。
●外出するときは、行き先や帰宅時刻
を家の人に知らせましょう。
●外泊は原則禁止とします。
●危険な場所や、空き家での遊びはや
めましょう。
●花火は大人と行いましょう。ルール
を守り、人に迷惑をかけないように気
をつけましょう。
●子どもだけで海・川・湖に行かない
ようにしましょう。
●プールや遊泳が許可された海水浴場
以外では泳いではいけません。
●知らない人には、ついて行かないよ
うにしましょう。

　　　　　－いかのおすし－
　　ついて　　いかない
　　　　　　　のらない
　　　　　　　おおきな声を出す
　　　　　　　すぐにげる
　　　　　　　しらせる

●交通ルールを守り、事故にあわない
ように気をつけましょう。
●カラオケボックスやゲームセンター、
ボーリング場、インターネットカフェ
への入場は、保護者同伴以外は禁止と
します。
●飲酒・喫煙・薬物等の誘いは絶対に
断りましょう。
＜高校生のみなさんへ＞
●アルバイトをする場合は、保護者の
許可を得て学校に届けましょう。
●保護者に無断で外泊をしてはいけま
せん。必ず許可をもらいましょう。
●お祭りなどの特別な行事の時でも、
21時までには帰宅しましょう。
●21時以降のカラオケボックスへの入
店は、保護者同伴とします。
●飲酒・喫煙・薬物等の誘いは絶対に
断りましょう。
●高校生であることを自覚し、生活心

得に従って行動しましょう。
＜地域のみなさんへ＞　
　子どもたちの健全な育成のために、
問題行動に接したら、その場で声をか
け、注意をするとともに、学校および
関係機関へ連絡してください。
＜お子さんをお持ちの方へ＞
　根気よく日常の対話を大切にして、
適切な助言と愛情のこもった指導に努
めてください。
問い合わせ／網走市小中高等学校生活
指導連絡協議会事務局（西小学校）
☎43-2715　　　　

　市の墓地・墓園で現在、使用許可を
受けている使用者が死亡した場合、網
走市墓園条例で、使用権の承継が義務
付けられており、届出が必要です。
　また、墓園の使用権は他人に譲渡し
たり、転貸することはできません。
　なお、使用許可を受けている方が死
亡し、相続人または親族等で祭祀をつ
かさどる方がいないとき、あるいは使
用者の住所が10年以上明らかでないと
きは使用権が消滅しますのでご注意く
ださい。
届出に必要な書類
●使用権承継許可申請書　
●現在交付されている使用許可証　
●現在の使用者の死亡が確認でき、
新・旧使用者の続柄がわかる戸（除）籍
謄（抄）本　
●新使用者の住民票（本籍が記載され
ているもの）
問い合わせ／生活環境課環境対策係
（内線340・405）

　北海道行政書士会では、会員により、
無料相談会を開催し、官公署への手続
きのほか、市民の皆さんの色々な悩み
についてご相談に応じます。
日時／7月20日　10時30分～15時30
分
場所／網走市役所3階会議室
主催／北海道行政書士会網走支部
問い合わせ／北海道行政書士会網走支
部　近藤　☎0152-75-6123
※7月以降も、オホーツク管内の各市

町村で相談会を実施予定です。詳しく
はお問い合わせください。

　6月1日から全ての住宅で住宅用火災
警報器の設置が義務化になりました。
火災の早期発見・早期避難に住宅用火
災警報器は非常に効果的です。
　あなたと大切な家族の命を守るため、
住宅用火災警報器を早期に設置しま
しょう。
問い合わせ／網走消防署警防課予防調
査係　☎43-9417
※悪質な訪問販売には十分注意してく
ださい。
※消防職員が住宅用火災警報器の斡旋、
販売をすることはありません。

日時／ 7月9日　10時～
場所／網走消防署南出張所
内容
●防火パレード～幼年消防クラブ員に
よる鼓笛演奏
●ふれあい広場～消防体験コーナー等
※天候によっては、中止することがあ
ります。
問い合わせ／網走消防署警防課予防調
査係　☎43-9417

　紋別海上保安部では、マリンレジャ
ーなどの海に親しむ機会の多いこの時
期に、一般に広く海上保安業務の理解
を深めていただくために、能取岬灯台
一般公開を行います。
日時／ 7月30日　10時～ 15時
場所／能取岬灯台
問い合わせ／紋別海上保安部交通課
☎0158-27-5250

　市役所の庁舎前駐車場と5条側のス
ロープの改修工事を行います。
　皆様にはご迷惑とご不便をおかけし
ますが、ご理解とご協力をお願いいた
します。
　工事期間は7月1日～ 8月末の予定で
す。
問い合わせ／総務課庶務係（内線245）

お墓の承継手続きをしていますか

くらしと事業の法律手続相談会

住宅用火災警報器の設置義務化

幼年消防クラブとふれあい広場

能取岬灯台の一般公開

工事のお知らせ
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報情
国民年金保険料免除申請について

　国民年金は、日本国内に住所のある
20歳以上60歳未満の全ての方が加入 
する制度です。保険料の納付を続ける
ことで、老後の老齢基礎年金だけでな
く、万が一の時の障害基礎年金や遺族
基礎年金が受け取れます。
　老齢基礎年金の受給権を得るために
は、原則として25年間保険料を納める
などの資格期間が必要です。保険料を
納めることが困難な場合、前年の所得
等により申請をして承認されると、保
険料が免除または猶予（30歳未満の若
年者のみ）される制度がありますので、
未納にせず手続きをしましょう。平成
23年度（平成23年7月～平成24年6月）
分は7月1日から、平成22年度（平成22
年7月～平成23年6月）分は7月末まで
受け付けています（学生の場合は、学生
納付特例の規定が優先するため、一般
の免除を受けることはできません）。
【免除区分一覧】

　全額免除と若年者納付猶予に限り、
前年度に継続申請が承認されている場
合には、改めて申請書を提出する必要
はありません。ただし、失業や災害等
を理由とした全額免除と若年者納付猶
予、もしくは一部納付の場合は、毎年
の申請が必要です（制度内容について
は、下記の表でご確認ください）。
　なお、申請手続きは、国民年金係で
受け付けています。
※免除・猶予が承認された期間は、受
給資格期間に算入されます。
※10年以内であれば、後から保険料を
追納することができます（3年度目か
らは、当時の保険料に加算がつきます）。
※承認期間の周期は、7月から翌年の6
月まで（学生納付特例のみ4月から翌
年の3月まで）です。
※若年者納付猶予は、30歳未満の方が
対象です（平成27年6月までの時限措
置となっています）。

※2人世帯と4人世帯の夫婦は、夫か 
妻のどちらかにのみ所得がある世帯の
場合、4人世帯の子供は16歳未満の場
合です。
※社会保険料控除などの控除額は個人
により異なるため、この表はあくまで
目安です。
問い合わせ／保険年金課国民年金係
（内線229・371）

　国民年金基金は、老後に受け取る国
民年金（老齢基礎年金）の不足分を補
うための上乗せ年金として創設された
公的な年金です。
　詳しくは北海道国民年金基金までお
問い合わせください。
問い合わせ／北海道国民年金基金
フリーダイヤル　0120-65-4192

　網走市では、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」を実施します。詳細は「Yahoo! オー
クション－官公庁オークション」の
ウェブサイトなどでご確認ください。
参加申込／ 7月8日～ 7月22日（申し 
込みした方のみ入札に参加できます。）
※7月8日の14時～ 16時に市役所3階小
会議室で下見会を行います。　
入札期間／ 7月29日～ 7月31日
※7月8日から、網走市インターネット
公売のウェブサイト（http://koubai.
auctions.yahoo.co.jp/hok_abashiri_city）
で閲覧できます。 
問い合わせ／税務課納税係
（内線332･309）
※なお、公売情報の公開の時期が近づ
きましたら、網走市ホームページ新着
情報にてご確認いただけます。

●納税（付）通知書／固定資産税・都市
計画税の納税通知書は5月中旬に各納
期分をまとめて送付しています。国民
健康保険料・後期高齢者医療保険料の
納付通知書は7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網走市内の各銀行 　  
②網走信用金庫 
③釧路信用組合　  ④ろうきん  
⑤郵便局（簡易郵便局含む）  
⑥農協・漁協

●納税相談を行っています／都合によ
り納期に納めることができない場合
は、そのまま放置せず納税方法につい
て早めにご相談ください。（相談窓口
は税務課納税係に設置しています）
●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。

夜間納入窓口のお知らせ
日時／ 8月1日　17時30分～ 20時　
場所／税務課納税係
※各種証明書の発行はできません。
※ 18時以降は南5条側入口（裏口）
　からお入りください。　

今年度の
月額保険料

老齢基礎年金を
受けるとき

保険料の追納
（後払い） 承認期間の周期等

全額免除 ０円 年金額に2分の1が反映 10年以内であれば、
あとから保険料を
追納することがで
きます。
※３年度目からは、
当時の保険料に加
算がつきます。

７月から翌年の６月まで
注）若年者納付猶予
は、30歳未満の方が
対象です（平成27年
６月までの時限措置）

４分の３免除 3,760円 年金額に8分の5が反映
半額免除 7,510円 年金額に4分の3が反映

４分の１免除 11,270円 年金額に8分の7が反映
若年者納付猶予 0円

年金額に反映されません
学生納付特例 0円 ４月から翌年の３月まで

○免除となる前年所得の目安（平成23年度）
単位：万円、括弧内は収入

世帯構成 全額免除
一　部　納　付

3/4免除 半額免除 1/4免除

4人世帯
(夫婦･子ども2人)

162
(257)

230
(354)

282
(420)

335
(486)

2人世帯
(夫婦のみ)

92
(157)

142
(229)

195
(304)

247
(376)

単身世帯 57
(122)

93
(158)

141
(227)

189
(296)

国民年金基金について

インターネット公売のお知らせ

◎免除となる前年所得（収入）のめや
す（平成23年度）

7月は固定資産税・都市計画税第2期
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料第1期の納期です

問い合わせ／税務課納税係（内線309・337）
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