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8月のお知らせ

　内臓脂肪の面積が100㎠以上の方は
生活習慣病や脳梗塞などのリスクが高
いと言われています。普段見ることの
ない内臓脂肪・皮下脂肪の状態を実際
に図や数値で見てみませんか？自分の
内臓脂肪の状態などを把握し、病気の
予防に役立てましょう。
日時／ 8月27日 9時～ 11時30分（30分
ごとの受付）
対象／ 20歳以上の網走市民（妊娠の
可能性のある方は検査できません。）
内容／腹部CT撮影（検査に要する時間
は準備を含めて5分程度です。結果は、
検査後10分～ 20分でお渡しできます。
保健師が結果の説明をします。）
場所／保健センター（CT検診車）
料金／ 1,500円　定員／ 50人（要予約）
申込期間／ 8月3日～ 20日（定員になり
次第締め切ります。）
申込･問合先／保健センター☎43-8450

　ヘリカルＣＴは通常の胸部レントゲ
ン撮影では写らない小さな病変を見つ
けることができ、肺がんの早期発見に
非常に有効です。タバコを吸う方、咳
や痰がでる方などにお勧めします。
対象／40歳以上の市民（6月にミニドッ
クの肺がん検診を受診した方は受けら
れません。）
日時／8月27日 7時30分～8時30分（30
分ごとの受付）　場所／保健センター
料金／ 4,000円（喀痰検査の実施は別
途1,000円）　定員／ 30人（要予約）
申込期間／ 8月3日～ 8月20日（定員に

なり次第締め切ります。）
申込･問合先／保健センター☎43-8450

　障害基礎年金は、国民年金加入中の
病気・けがによる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）の症状が、障害年金支給範囲の
状態にある場合に支給される年金です。
障がいの程度／障害等級表の1級また
は2級障がいの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
化した場合は支給されません。
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
等された期間が必要です。
初診日が20歳未満の時の病気・けがで
障がいになった場合／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。

お腹の脂肪を測りませんか？

※20歳到達時に障害認定日請求をする
場合、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
る場合が多いなど、大変複雑な制度で
す。請求の際は係までご相談ください。
問合先／保険年金課国民年金係
 （内線229）

早割制度でお得／口座振替で当月末振
替の「早割制度」を利用すると、月々
の保険料が50円割り引かれます。
※既に翌月末振替で納付している方も
再度の申し込みが必要です。
前納振替はさらにお得／口座振替での
1年分・半年分の保険料前納は、納付書
前納よりも割引額が高くお得です。
申込方法／年金手帳または納付書・預
貯金通帳・届出印を持って、金融機関
や郵便局または社会保険事務所までお
申し込みください。
※前納制度は納付期限があるため、現
時点で利用可能な方法は「9月～翌年3
月」までの半年前納です。8月上旬ま
でにお申し込みされた方が対象です。
問合先／北見社会保険事務所
 ☎0157-25-9635

納 入通知書／納税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、納期内に納入しましょう。紛失した場
合は、税務課納税係で再交付を受けてから納入し
てください。

納 入窓口／市役所出納窓口のほか、次の場所でも取
り扱いしていますのでご利用ください。

　　①市内各銀行　②信用金庫　③信用組合
　　④労働金庫　⑤郵便局（簡易郵便局含む）
　　⑥農協・漁協

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。

日 駐　車　場　所 時　間

13日
北７西３ 網走支庁前 10：00～12：00
港　　町 網走漁業協同組合前 13：10～14：00
南６東４ 網走市役所裏 14：10～16：00

14日

新 町 ２ 網走開発建設部前 10：00～12：00
三　　眺 網走刑務所前 13：10～13：50
南２西４ 網走消防本部前 14：10～14：50
潮 見 ４ 東部耕地出張所 15：10～16：00

15日 駒場北５ コープさっぽろ網走店前 10：00～13：00
駒場北５ コープさっぽろ網走店前 14：00～16：00

献血車ひまわり号　～8月の巡回日程～

ヘリカルＣＴ肺がん検診

保険・年金・税

国民年金保険料の納付は
便利でお得な口座振替で

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、納入方法について早めにご相談く
ださい。

口座振替をご利用ください
　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、金融機関または市役所税務課窓
口に、通帳と銀行印をご持参のうえ、お早めに手続き
をしてください。

問合先／税務課納税係（内線224・332）

障害基礎年金について
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　不妊治療のうち治療費が高額な体外
受精および顕微授精について、治療費
の一部を助成しています。
対象者／次のすべてに該当する方
●網走市に住所があること。●法律上
の夫婦であること。●北海道知事が指
定する医療機関で治療を受けた方。
●夫婦の前年（1月から5月までの間に
申請があった場合は、前々年）の合計
所得額が730万円未満であること。
※指定医療機関は、各都府県が医療機
関として指定していれば、道外の医療
機関でも助成の対象となります。
助成の額および期間／1年度当たり5万
円（北海道特定不妊治療費助成事業に
より受けられる金額を控除した額）を
限度とし、通算5年間助成します。
申込･問合先／保健センター☎43-8450

　道立心身障害者総合相談所による巡
回相談が開催されます。希望される方
は8月20日までにお申し込みください。
相談日時／ 9月29日･30日 9時～ 16時
場所／総合福祉センター
相談内容／身体障がい者および知的障
がい者の医学的・心理学的・職能的判
定、補装具の処方および適合判定、療
育手帳の新規交付および再判定、その
他の専門的相談など
申込・問合先／社会福祉課障がい福祉係
 （内線410）

　社会福祉協議会では、地域にあるさ
まざまな問題や課題を地域の中で解決
するための取り組みを支援するため、
助成（ふれあい事業２次募集）を行い
ます。助成を希望される方は募集期間
内に申請してください。助成対象団体
（者）・助成額は選考委員会にて決定し
ます。
申請該当者／市内に所在する自主的で
公益的な市民活動を行う任意団体また
は個人
申請該当事業／①社会的に援護や支援
が必要な方へ活動を行う団体を結成す
る取り組み　②社会的に援護や支援が

必要な方への活動　③地域で実践する
社会福祉の推進を目的とした研修会や
勉強会の開催
※公費で賄われている事業は対象外
事業実施期間／平成22年3月31日まで
申請方法／ 8月1日～ 31日の間に、所
定の申請書に必要書類を添えて申請し
てください。申請書は市民活動セン
ターに備えているほか、網走市社会福
祉協議会のホームページからもダウン
ロードできます。
申請・問合先／網走市市民活動センター
内　網走市社会福祉協議会地域福祉係
 ☎61-4822

　北見睦会ひとり親等自立支援セン
ターの相談員が、お母さんの就労･保
育･育児･養育費などの悩みや不安につ
いて、個別に相談に応じます。相談は
無料で秘密は厳守されますので、相談
を希望される方は8月7日までにお気軽
にお申し込みください。
日時／ 8月9日 10時～ 17時（相談希望
時間帯はご希望にかなうよう調整しま
す。申込時にお知らせください。）
場所／エコーセンター会議室Ａ
申込・問合先／北見睦会ひとり親等自
立支援センター☎0157-23-4195

　保護者以外が接種者に同伴する場合
は委任状が必要です。詳細はお問い合
わせください。
　BCG・ポリオの申込期間は8月3日
から定員になるまでです。予約後に都
合が悪くなった場合はご連絡ください。

対象／生後3カ月～ 6カ月未満の乳児
日時／ 9月15日 12時45分～ 13時45分
場所／保健センター
定員／ 1日60人　持ち物／母子手帳

対象／生後3カ月～90カ月未満の乳幼児

日時／ 9月17日・28日の12時45分～ 13
時45分　場所／保健センター
定員／ 1日60人　持ち物／母子手帳
受け方／6週間以上の間隔をおいて2回
飲みます。2カ月おきに年間を通して行
いますので、「みんなの健康」で日時を
確認し、予約してください。

ポリオ追加接種の勧め
　昭和50～52年生まれの方のポリオ免
疫保有率が低いことがわかっています。
極めてまれですが感染する可能性があ
りますので、追加接種をお勧めします。
対象／昭和50年～ 52年生まれの方
日時／定期ポリオ予防接種と同様
料金／ 3,500円　定員／ 10人
接種回数／ 1回

　昨年4月から、中学1年生および高校3
年生相当の方を対象に、3期・4期とし
て追加接種を行っています。これは年
数の経過とともに免疫の無くなる方が
いると判明したこと、免疫のできにく
い方が接種者の5％程度いることが判
明したためで、平成19年度からの全国
的な麻しん発生の原因にもなっていま
す。接種期限を過ぎると有料になりま
すので、早めに接種することをお勧め
します。
　3期・4期の対象者は、保護者が同伴
できない場合は同意書が必要です。詳
細はお問い合わせください。
●2期対象：小学校入学1年前（平成15
年4月2日～平成16年4月1日生まれの幼児）
●3期対象：中学1年生（平成8年4月2
日～平成9年4月1日生まれの生徒）　
●4期対象：高校3年生相当（平成3年4
月2日～平成4年4月1日生まれの方）
接種期限／平成22年3月31日
接種料金／無料
接種ワクチン／麻しん風しん混合ワク
チンが基本ですが、罹（り）患していな
い方の単独ワクチンの接種もできます。
実施方法／ワクチンの接種および罹患
の有無を確認の上、｢みんなの健康｣「市
ホームページ」にある指定医療機関で
受けてください。
網走厚生病院で3期・4期を接種される
方は、直接病院にご確認ください。
申込･問合先／保健センター☎43-8450

報情
特定不妊治療費の助成

ＢＣＧ予防接種

心身障がい者巡回相談

住みよい地域づくりへの支援

母子家庭のお母さんのための相談会

各種予防接種の実施

健　康

ポリオ（小児まひ）予防接種

麻しん風しん3期・4期追加接種


