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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9月16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）

　19、23日の祝日は資源物収集を休み
ます。この日が資源物収集となってい
る地区は、次の収集日に出してくださ
い。
問い合わせ／生活環境課清掃リサイク
ル係（内線233・297）

9月のお知らせ

　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？仲間と子育てについて
お話してみませんか。
日時／10月20日、10月26日、10月31日
13時30分～ 15時30分（受付13時15分
～）　場所／保健センター
対象／生後3～ 7カ月までの赤ちゃん
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、赤ちゃんの健康チェ
ックポイントなど
申込期間／ 9月1日～ 10月13日（定員
（20人）になりしだい締め切ります）
申し込み・問い合わせ／保健センター
☎43－8450

　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／①10月11日＝自己紹
介・「みんなに聞いてみよう」・妊娠中
の栄養　②10月18日＝母乳育児・お産

のしくみ・妊婦体操　③10月24日＝歯
の健康・先輩ママとの交流会
＊時間はいずれも13時～ 15時30分
ハローベビークラブ／ 11月1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24年1
月～ 3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／ 10月5日（定員になりしだ
い締め切ります）
※パパの妊婦体験で、腰や足など痛み
のある方はあらかじめご相談ください。
申し込み・問い合わせ／保健センター
☎43－8450

　網走地方精神保健協会では、精神障
がいを正しく理解し、社会復帰を支援
するボランティアを養成する講座を次
のとおり開講します。
日時／ 10月12日、10月19日、10月26日、
11月1日、11月9日、11月16日　13時30
分～ 16時
場所／保健センター 2階　会議室
対象／網走保健所管内にお住まいで、
精神保健やボランティアに興味のある
方　参加費／無料
講座内容（予定）／医師、精神保健福
祉士、看護師、当事者、ボランティア
による講義・講話および地域活動支援
センターでの実習など（詳細はお問い
合わせください）　
応募方法／保健所、管内の自治体の役
場などに備え付けの申込用紙で下記申
込先まで、郵送、電話、ファックスで
お申し込みください。
申込受付期間／ 9月1日～ 9月30日（定
員（30人）になり次第締め切ります）
申し込み・問い合わせ／〒093-8585　
網走市北7条西3丁目　網走保健所子ど
も・保健推進課　☎0152-41-0698
0152-44-4879

子育て・教育

●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／ 9月30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。

9月は固定資産税・都市計画税第3期
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料第3期の納期です

のびのび育児教室

プレママクラブ・ハローベビークラブ各種教室のお知らせ

し尿処理のお知らせ

祝日の資源物収集

問い合わせ／税務課納税係（内線309・337）

講座・お知らせ

心のボランティア講座
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報情
●秋のミニドック検診
対象／40歳以上の市民（子宮がん検診
は20歳以上の女性、乳がん検診は30歳
以上の女性、前立腺がん検診は50歳以
上の男性、肝炎検査は40歳のみ）
●国保特定健診・後期高齢者健診
対象／ 40歳以上の市国保加入者、後
期高齢者医療加入者
場　所／保健センター
申込期間／ 9月1日～ 9月27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。

▽国保特定健診は受診の時に「特定健
康診査受診券」が必要ですので、健診
当日、保険証と一緒にお持ちください。

▽国保特定健診は、保健センター、契
約医療機関で受診できます。

▽生活保護受給者(40歳以上)の方は、
保健センターで国保特定健診と同様の
健診を受けることができます。

▽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。

▽定員になり次第締め切ります。

▽お一人様年度に1回まで、毎年同じ
時期に受診してください。

▽子宮がん・乳がん検診は、2年に1回
の検診となるため、22年度に受けた方
は今年度受けられません。
※検診内容、料金等は次のとおりです。

健　診　内　容
検　診　料

Ａ Ｂ

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

②
子宮がん
検診

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

検診料／A＝市国保加入者、後期高
齢者医療加入者、70歳以上の方
B＝Ａ以外の方
日程・受付時間
①および国保特定健診・後期高齢者健
診／ 10月13日～ 10月17日　
6時・7時・8時・9時・10時　
②／ 10月25日　
8時30分・9時30分・10時30分・13時・
14時
申し込み・問い合わせ／保健センター
☎43－8450

地場産の鮭を一本丸ごと料理します。
いくらの作り方の実演もあります。
日時／ 10月7日　10時～ 13時
場所／保健センター 2階調理室
対象／一般市民　参加料／ 600円
持ち物／エプロン、三角巾、おしぼり
定員／ 35人　申込期限／ 9月30日
メニュー（予定）／鮭の腹子寿司・鮭の
カレーポトフ・鮭と豆腐のハンバーグ・
白子酢味噌和え
主催／網走市食生活改善協議会
申し込み・問い合わせ／保健センター
☎43－8450

　国民年金保険料の免除（全額免除・
一部免除）、若年者納付猶予、学生納
付特例の承認を受けた期間については、
将来年金を受け取る際、免除を受けず
に保険料を納付したときよりも少ない
額で計算されます。
　これらの期間の免除・猶予された保
険料は、10年以内であればさかのぼっ
て納める（追納）ことが可能です。追
納することで、少なくなった分の年金
額を増やすことができます。
　ただし、免除などの承認を受けた期
間の翌年度から起算して3年度目以降
に追納すると、当時の保険料額に一定
の加算額が上乗せされます。
問い合わせ／北見年金事務所　
☎0157-25-9635　　　　　　　　　　

　

　国民年金保険料は、過去の年度分や
追納分も含めて、その年納めた全額が
社会保険料控除として課税所得から控
除され、税額が軽減されます。
　ご自身の保険料だけでなく、配偶者
や20歳以上のお子様の国民年金保険料
を支払っている場合も、控除の対象に
なります。
　控除を受けるためには、年末調整や
確定申告の際に、保険料を支払ったこ
との証明書類が必要です。国民年金保
険料を納付された方に日本年金機構か
ら送られる『社会保険料控除証明書』
を忘れずに添付してください。
問い合わせ／北見年金事務所
☎0157-25-9635

　捨てるには早すぎる品物を再利用し
てみませんか？
　市で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。
ご希望の方は、会場で品物をご覧にな
り、その場でお申し込みください。
　なお、申し込み多数の場合は、抽選
により決定します。
日時／ 10月2日　10時～ 13時
場所／環境展会場（北コミュニティセ
ンター）
対象／網走市内在住者で、ご自分で品
物を運べる方
展示品／使用可能なタンス、イスなど
の家具類や自転車など。
申込方法／直接来場し、その場でお申
し込みください（お一人様、2点まで）
抽選は、13時から開始し、抽選時に会
場にいない場合は無効とします。品物
の引き渡しは、抽選後随時行いますの
で、15時までに搬出してください。
問い合わせ／生活環境課清掃リサイク
ル係（内線233・297）

鮭丸ごと料理教室

環　境

リユース展を開催します

保険・年金・税

国民年金保険料の追納について

各種検診のお知らせ 納めた国民年金保険料は
社会保険料控除の対象です
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