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平成23年度入校前適性相談

　国立北海道障害者職業能力開発校で
は障がいを持つ求職中または今後就労
を希望される方を対象に、就労に向け
た教育・技能訓練を実施しています。
　入校を希望される方については、入
校前適性相談を実施しますので、気軽
にお問い合わせください。
実施期間／平成24年3月15日まで
問い合わせ／〒073-0115　砂川市焼山
60番地　国立北海道障害者職業能力
開発校　
☎0125-52-2774　0125-52-9177

　児童扶養手当・特別児童扶養手当を
受給している方は、8月分以降の手当
額の決定に必要ですので、現況届を提
出してください。2年以上届出がない
と、時効により支払いを受けられなく
なりますのでご注意ください。
●児童扶養手当／次の要件に当てはま
る児童を監護し、公的年金を受給して
いない父もしくは母などが対象です。
※児童が18歳に達する年度末まで（中
程度以上の障がいを有する場合は、20
歳の誕生日まで）
受付期間／ 8月8日～ 31日
●特別児童扶養手当／身体や精神に障
がいのある20歳未満の児童を養育して
いる父母などに支給されます。（障が
いの程度が身体障害者手帳1～ 3級、4

8月のお知らせ

級の一部、療育手帳A･Bの一部などが
該当します）
受付期間／ 8月11日～ 9月9日

児 童 扶 養 手 当 月 額

児童
1人

全部支給 一部支給

41,550円 9,810円～ 41,540円

第２子の児童については5,000円、第３子以降
の児童については3,000円を加算した額です。

特 別 児 童 扶 養 手 当 月 額

児童
1人

１級 ２級

50,550円 33,670円

申し込み・問い合わせ／子育て支援課
こども家庭係（内線260）

　障害基礎年金は、国民年金加入中の
病気・けがによる障がいの症状が、医
療機関初診日を基準に1年6カ月を経過
した日、またはその期間内に症状が固
定した日（障害認定日）以降で、支給
対象に該当する状態にある時に受ける
ことができる年金です。
障がいの程度／等級表の1級または2級
に該当する場合に支給されます。
※身体障害者手帳に記載された等級と
は異なります。65歳を過ぎて症状が悪
化してからは請求はできません。
必要な保険料納付要件／初診日が20歳
未満である場合を除き、初診日を基準
として一定期間以上の納付または免除
などがあった期間が必要です。
20歳前が初診日の病気・けがによる障
がいの場合／ 20歳の時点で障害等級

表に定める状態にあれば支給されます。
保険料納付要件を満たす必要はありま
せんが、一定額の所得がある場合は支
給額が制限されます。
※20歳到達時に請求する場合は、20歳
から3カ月以内の症状を記載した医療
機関発行の診断書が必要です。
　障害年金は、状況により扱いが異な
る場合が多く大変複雑な制度です。
　請求の際は係までお問い合わせくだ
さい。
問い合わせ／保険年金課国民年金係
（内線229）

　保険料の納め忘れで大切な受給権を
失うことがないように、日本年金機構
が委託した事業者（日立キャピタル債
権回収（平成22年10月～））から、電
話などでの案内を行っています。
●当事業者は、一般競争入札で決定さ
れています。　●事業者が閲覧できる
情報は納付案内に必要な未納情報に限
られています。　●個人情報の保護に
ついては、「行政機関の保有する個人情
報の保護に関する法律」等により厳格
な管理体制をとっています。　●電話
による納付案内で、個人情報を聞き出
すことはありません。　●厚生労働省
発行の納付書以外でお支払いを受ける
ことはありません。　●夜間・休日も
納付案内を行っています。
※電話での納付確認については、行き
違いになる場合もありますのでご了承
ください。
問い合わせ／北見年金事務所
☎0157-25-9635

子育て・教育 保険・年金・税

障害基礎年金について児童扶養手当・特別児童扶養手当
現況届の提出をお忘れなく

納税（付）通知書／納税（付）通知書は各納期分をまと
めて既に送付しています。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。紛失した場合は、税
務課納税係で再交付を受けてから納めてください。
納付場所／網走信金「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／都合により納期内に納めるこ
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おります。
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。ご利用される方は、金融機関または税務
課窓口に預金通帳と銀行印をご持参し、お早目に手続き
をしてください。  
 問い合わせ／税務課納税係（内線309・337）

8月は、市道民税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の第2期の納期です。
～忘れずに納めましょう～

日時／ 8月31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。夜間納入窓口のお知らせ

国民年金保険料の納付案内
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　現在定期の麻しん風しん予防接種を
実施していますが、定期期間に接種で
きなかった方に、麻しん風しん混合予
防接種の助成事業を始めましたので、
助成対象者で、接種を希望する方は、
保健センターまでご連絡ください。
助成対象者

▽平成12年4月2日～平成17年4月1日生
まれで定期接種ができなかった方

▽平成7年4月2日～平成10年4月1日生
まれで定期接種ができなかった方

▽平成2年4月2日～平成5年4月1日生ま
れで定期接種ができなかった方
助成金額／任意接種費用のうち、5,000
円を助成　助成回数／ 1回
接種場所／網走市内の指定医療機関
助成の受け方／接種の前に保健センタ
ーにご連絡ください。助成券と予診票
を交付します。接種料から助成金額を
控除した自己負担額を接種の際、直接
医療機関にお支払いください。
問い合わせ／保健センター☎43-8450

　らせん（ヘリカル）状にエックス線
を360度連続回転して胸部を撮影する
ことで、従来では映らなかった小さな
病変も見つけることができます。
日時／ 8月25日　7時30分～ 12時
（30分ごとの受付です。）
対象／ 40歳以上の市民
料金／ 4,000円（喀痰検査、内臓脂肪
測定についても、それぞれ別途1,000
円で一緒に測定できます。）
●ペースメーカーが入っている方は受
けられません。　●タバコを吸う方、
咳や痰がでる方にお勧めします。
●年度に1回、「肺がん検診」「ヘリカ
ルＣＴ検診」のどちらかを選んで受診
してください。ヘリカルCT検診を受
診した方は、今年度ミニドックの肺が
ん検診は受診できません。
申込期間／ 8月1日から8月18日まで
（定員（50人）になり次第締め切り）
問い合わせ／保健センター☎43-8450

　さまざまな生活習慣病に関わってい

る内臓脂肪（内臓の周りに付着した脂
肪）の状態を図や数値で見て、病気の
予防に役立ててみませんか。
日時／ 8月25日　7時30分～ 12時
（30分ごとの受付です）
対象／ 20歳以上の市民（現在妊娠の
可能性のない方）　料金／ 1,000円
内容／腹部のCT撮影（時間は準備を
含めて5分程度です。結果は、検査の10
～ 20分後に保健師から説明します。）
場所／保健センター（CT検診車）
申込期間／8月1日から8月18日まで（定
員（30人）になり次第締め切り）
問い合わせ／保健センター☎43-8450

　日本のがん死亡原因1位である肺が
んについて講演会を行います。肺がん
は進行するまで自覚症状がないことが
多く、検診で早期発見することで肺が
んによる死亡を減らすことができます。
日時／ 8月20日　14時～ 15時
場所／エコーセンター 2階　大会議室
講師／KKR　札幌医療センター　腫
瘍センター長　磯部宏　氏
申込期限／ 8月15日まで（参加無料）
申し込み・問い合わせ／保健センター
☎43-8450

　歯や入れ歯の手入れ、歯周疾患予防
など、実習を交えてお話します。歯科
衛生士が個別に相談に応じます。
日時／ 8月23日　9時～ 11時・13時～
15時（1人30分～ 1時間程度の相談で
す。ご都合のよい時間を電話でお知ら
せください。）　場所／保健センター
※可能であれば、ご家庭で使用の歯ブ
ラシ、歯磨き粉をお持ちください。
問い合わせ／保健センター☎43-8450

　高齢者の健康維持と交流の機会を作
るため、次のとおりスポーツ大会を開
催します。各大会とも8月19日までに
お申し込みください。
対象／ 60歳（昭和27年１月１日まで

に生まれた方）以上の網走市民
参加料／無料　
※昼食は各自でご用意ください。各老
人クラブに申込書を送付しています。
申し込みの重複にご注意ください。
●第15回網走市シルバーパークゴルフ大会
日時／ 9月1日　8時～ 14時（予定）
場所／レイクサイドパーク・のとろ　
パークゴルフ場　競技内容／ 36ホー
ルストロークプレイ・個人戦
●第40回網走市高齢者ゲートボール大会
日時／ 9月9日　8時～ 15時（予定）
場所／ライオンズクラブゲートボール
コート（総合体育館駐車場横）
競技内容／ 1チーム5名以上の団体戦
競技時間／ 30分
申し込み・問い合わせ／介護福祉課高
齢者福祉係（内線288・411）

　料理体験を通して正しい食生活への
認識を深めてもらおうと、栄養バラン
スに配慮し手軽にできるメニューの料
理教室を開催します。男性の方も気軽
にご参加ください。
日時／ 9月8日　10時～ 13時
対象／ 60歳（昭和27年１月１日まで
に生まれた方）以上の市民
場所／保健センター 2階調理室
申込期限／ 8月26日（定員（30人）に
なり次第締め切り）　参加料／ 300円
持ち物／エプロン・おしぼり・三角巾
申し込み・問い合わせ／介護福祉課高
齢者福祉係（内線288・411）

　手話中級者（2年程度の経験）の方
を対象に、手話講座を開催します。
日時／ 8月25日～ 11月24日までの毎週
木曜日（全13回）　19時～ 21時
会場／エコーセンター 2000　
対象／●網走市に在住し、13回の受講
ができる見込みのある方　
●手話の学習経験があり、手話技術の
向上を目指す方。　定員／ 10人
受講料／無料（テキスト（「手話教室
基礎（改訂版）」）の代金1,470円は実
費負担です）　申込期限／ 8月15日
問い合わせ／社会福祉課障がい福祉係
（内線410）

講演「肺がんで困らないために」

任意麻しん風しん混合
予防接種の助成について

歯科相談

シルバー料理教室の開催

ヘリカルCT肺がん検診

手話中級講座

内臓脂肪測定

福　祉

高齢者スポーツ大会の開催
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