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入札期間／ 1月27日～ 1月29日
※1月6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。
※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
てご確認ください。
問い合わせ／税務課納税係（内線332･
309）

　平成23年分給与所得の源泉徴収票等
法定調書の提出期限は1月31日です。
必ず期限内に提出してください。
調書等提出先／●合計表・源泉徴収票・
支払調書＝網走税務署　●退職所得の
特別徴収票・給与支払報告書（総括表
と個人別明細書）＝網走市役所
※調書等は、紙による提出のほかイン
ターネットを利用したe-Tax（国税電
子申告・納税システム）やeLTAX（地
方税ポータルシステム）でも提出でき
ます。詳細はお問い合わせください。
問い合わせ／●網走税務署管理運営部
門☎43-9140　●網走市税務課市民税
係（内線261・277）

　平成24年度で網走市が発注する建設
工事・設計測量・物品購入・役務提供
等の契約に係る競争入札等に参加を希
望される方は、次により申請書を提出
してください。
受付期間／ 2月1日～ 14日 9時～ 11時

30分・13時～ 17時（閉庁日は除く）
提出書類／網走市独自様式による。各
担当課で配布するほか、ホームページ
からもダウンロードできます。なお、
郵送による提出は受け付けません。
資格有効期間／平成24年度の1年間
提出・問い合わせ
●建設工事・設計測量等／都市開発課
庶務係（内線253）
●物品購入等／財政課管財係（内線
242）

　野生鳥獣の中には、農林水産業や人
畜への被害を引き起こす動物もおり、
猟友会の会員は、狩猟期間中は野生動
物の個体数調整の一環として、狩猟期
間外のときは有害鳥獣捕獲（駆除）の
形で、農林水産業の方々や一般市民の
生活環境を守るための社会貢献に協力
させていただいています。ついては、
狩猟免許の取得を目指す方を対象に講
習を開催しますので、希望される方は
1月21日までにお申し込みください。
日時／ 1月29日　9時～ 17時
場所／呼人コミュニティセンター
受講料／①第1種、第2種＝7,500円
②網、わな＝5,000円（①、②を同時
受講する場合は10,000円かかります）
申し込み／社団法人　北海道猟友会網
走支部　佐藤翼（☎48-2743）、末澤勉
（☎46-2291）
※受講を希望される市民の方に受講料
の助成を行っています。詳細は網走市
鳥獣被害防止対策協議会(事務局：網
走市農政課耕地林務係　内線373)にお
問い合わせください。

講座・お知らせ

1月は、国民健康保険料および後期高齢者医療保険料の第7期の納期です。
●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。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。

●納税（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労金  ⑤郵便局（簡易郵便局含む）  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。

夜間納入窓口のお知らせ　　
日時／ 1月31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。
 問い合わせ／税務課納税係（内線309・337）

要介護認定者の所得税控除

狩猟免許試験予備講習のご案内

償却資産の申告をお忘れなく

インターネット公売のお知らせ

　介護保険の要介護認定を受けている
65歳以上の方は、障害者手帳を所有さ
れていなくても、その状態により所得
税・住民税の障害者控除・特別障害者
控除を受けることができます。
　確定申告に必要な「障害者控除対象
者認定書」の発行を希望される方は、
申請者の印鑑を用意し、申請してくだ
さい。認定書は後日送付します。
申請・問い合わせ／社会福祉課障がい
福祉係（内線410）

　市内で事業を行っている方は、個人・
法人・団体を問わず償却資産の申告が
必要ですので、必ず1月31日までに申
告を行ってください。
※償却資産とは、土地・家屋以外の事
業の用に供することができる資産で、
所得税や法人税の申告の際に「減価償
却費」や「減価償却額」として算入さ
れているものを指します。
申告・問い合わせ／税務課固定資産税
係（内線225･353）

　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。申込方法や、入札
方法、落札後の注意事項などの詳細は、
「Yahoo! オークション－官公庁オーク
ション」のウェブサイトでご確認くだ
さい。
参加申込期間／ 1月6日～ 1月20日（参
加申込者のみ入札に参加できます。）
※1月11日の14時～ 16時に市役所本庁
舎3階厚生室で下見会を開催します。

平成23年分給与所得の源泉徴収票等の提出

競争入札参加資格申請の受付

1月のお知らせ
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　年始の期間は通常と異なる日程で収
集業務を行いますので、ご協力をよろ
しくお願いします。
●一般ごみ・資源物収集業務／ 1月3
日まで収集業務を休み、4日から平常
どおり収集します。（ごみは収集日当日
に朝8時30分までに出してください。）
●八坂ごみ処分場／ 1月3日まで業務
を休み、4日から平常どおり（午前9時
から午後4時まで）開門します。
※12月31日は受入業務を休みますので
ご注意ください。
問い合わせ／生活環境課清掃リサイク
ル係（内線233・297）

　1月6日から受付を開始し、収集業務
を行います。円滑な処理作業のため、
冬期間は収集車の通路・便槽上の除雪
などにご協力ください。
問い合わせ／生活環境課清掃リサイク
ル係（内線233・297）

　9日の祝日は資源物を収集しますの
で、9日が収集日の地区は、当日の朝8
時30分までに出してください。
問い合わせ／生活環境課清掃リサイク
ル係（内線233・297）

●ボックスを使用する方みんなで除雪
に協力しましょう。除雪機を使用する
際は、資源物用ネットを巻き込まない
ようにご注意ください。
●路上駐車は除雪だけではなく、ごみ
収集の妨げにもなります。ごみステー
ションに収集車が近づけず、スムーズ
に作業ができなくなりますので、路上
駐車は絶対にやめましょう。
●冬期間は強風の日が多いため、ごみ
や資源物が散乱しやすくなります。収
集日の前日や、収集後に出すことはや
めましょう。
●吹雪や大雪の時は、収集作業ができ
ないことがありますので、次回の収集

日に出すようにしてください。
●ルール違反のごみは収集されません。
収集されないごみが散乱の原因になり、
雪に埋もれてしまうこともあります。
「家庭ごみの分け方・出し方ガイドブッ
ク」を参考に適正に出しましょう。
問い合わせ／生活環境課清掃リサイク
ル係（内線233・297）

　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／2月16日、22日、29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
のいる親　
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／ 1月10日～ 2月9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

　離乳食は「食べる」ことの基礎をつ
くる大切な時期です。料理の苦手な方
でも簡単に作れて、素材の味を生かし
たメニューを紹介します。
日時／ 2月9日　12時30分～ 15時
場所／保健センター
対象／平成23年5月～平成23年9月生ま
れの赤ちゃんの親
内容／調理実習や試食および講話があ
ります。「初期コース」か「中・後期コー
ス」のどちらかを選択してください。
持ち物／エプロン・バンダナ・ハンド
タオル　調理実習費／ 200円
申込期間／ 1月10日～ 2月2日（定員（25
人）になりしだい締め切ります。）
※託児希望者は申し込み時にお伝えく
ださい。（託児は対象のお子さんのみ）
申し込み・問い合わせ／保健センター
☎43-8450

　平成24年度から新たに入園を希望す
る園児を募集します。なお、現在入園
している園児については、園を通じて
継続の意向を確認します。
受付期間／ 1月13日～ 31日

募集状況
保 育 所 名 定員 募集園児

市立すずらん保育園
（新町1丁目9番13号） 60人

1歳児～
5歳児
まで
若干名

市立たんぽぽ保育園
（北7条西5丁目1番地1） 90人
市立ひまわり保育園
（駒場北4丁目2番18号） 60人

生後57日
目～ 5歳
児まで
若干名

法人立潮見保育園
（潮見8丁目4番11号） 60人

※ひまわり保育園の2歳児および5歳児
は、現状で定員に達しているため、募
集はありません。つくし保育園は平成
24年3月31日で閉園となりますので募
集はありません。
入園基準／児童の保護者のいずれもが、
次の各号のいずれかに該当すること。
①昼間、居宅外で労働している　②昼
間、居宅内で日常の家事以外の労働を
している　③妊娠中または出産後であ
る　④病気・負傷・心身に障がいがあ
る　⑤同居の親族を常時介護している 
⑥災害に遭いその復旧にあたっている
保育料／入園する児童の世帯全員の課
税状況により決定します。ただし住宅
借入金等特別控除・配当控除・外国税
額控除の各種所得控除は対象外です。
その他／希望者多数の場合は選考を行
い入園者を決定します。申込書などの
詳細はお問い合わせください。
申し込み・問い合わせ／子育て支援課
こども家庭係（内線365・260・231）

　国民年金は、お互いに支え合うこと
で、老後に限らず不慮の事故など万が
一の事態にも備える制度です。20歳に
なったら、忘れずに国民年金の加入手
続きをしましょう。
手続き・問い合わせ
●保険年金課国民年金係（内線229）　
●北見年金事務所　☎0157-25-9635

保険・年金・税

20歳になったら国民年金加入の手続きを

平成24年度保育所入園児の募集

年始のし尿処理

子育て・教育

のびのび育児教室

環　境

年始のごみ・資源物収集

ナチュラルベビークッキング

祝日の資源物収集について

冬期間のごみ・資源物の出し方
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