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処理時期／市街地区は毎月第3月曜日
の週を除く毎週、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18日が期日です。期日を過
ぎた申し込みは翌月の処理になります。
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。
手数料は速やかに納付してください。
処理手数料の減免制度／一定の要件を
満たす世帯（生活保護者・高齢者世帯・
身体障がい者・母子家庭など）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。
問合先／生活環境課清掃リサイクル係
 （内線233）

　21日･22日･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に
なっている地区は次の収集日に出して
ください。
問合先／生活環境課清掃リサイクル係 
 （内線233）

　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1日＝自己紹
介･グループトーク「みんなに聞いてみ
よう」･妊娠中の栄養　②10月8日＝母
乳育児･お産のしくみ･妊婦体操　③10
月15日＝歯の健康･先輩ママとの交流
会･赤ちゃんとの生活･絵本の話
※時間はいずれも13時～ 15時30分
ハローベビークラブ／ 10月29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）
対象／初めて出産する方（平成22年1
月～ 3月に出産予定の方）
場所／保健センター
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＝400円
申込期限／ 9月25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

　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？子育てについて仲間と一緒に
お話しをしましょう。
日時／ 10月22日･28日･11月5日　13時
30分～15時30分（13時15分～13時30分
受付）

9月のお知らせ

環　境

プレママクラブ・ハローベビークラブ

場所／保健センター
定員／ 20人
対象／生後3～7カ月ころまでの赤ちゃ
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・健康のチェックポイ
ントなど
申込期間／ 9月1日～ 10月15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

　平成23年5月31日までに住宅用火災
警報器を設置することが義務づけられ
ました。設置対象箇所は寝室で、2階に
寝室がある場合は避難経路となる階段
室へも設置しなければなりません。
　購入を促進し生命の安全を確保しよ
うと、在宅生活の高齢者世帯へ購入費
用の一部を助成しますので、ご希望の
方は機器購入時の領収書を添えて申請
してください。（1世帯1回限り。）
対象世帯／次のすべてに該当する世帯
①市内の自己所有住宅に機器を設置し、
居住する65歳以上の高齢者のみの世帯
②申請する年度の前年度市民税が非課
税の世帯（転入者については前住地の
市町村民税が非課税の世帯）
対象機種／煙感知式のもの
助成額／購入価格の半額（5,000円上限。
100円未満の端数は切り捨て。）
※訪問販売の中には一部悪質なものも
ありますので、十分にご注意ください。
申請・問合先／介護福祉課高齢者福祉係 
 （内線288）

子育て・教育

福　祉

のびのび育児教室

火災警報器購入費用の助成

し尿処理について

祝日は資源物収集は休みです

納 入通知書／固定資産税・都市計画税の納入通知書は5月中
旬に、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の納入通
知書は7月中旬に各納期分をまとめて送付していますの
で、汚したり、紛失したりしないよう注意し、納期内に納
入しましょう。

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

9月は、固定資産税・都市計画税の第3期、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料第3期の納期です
納 税相談を行っています／都合により納期内に納める
ことができない方、または分割納付を希望される方
は、納入方法について早めにご相談ください。

口 座振替のお願い／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、預金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）
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　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
日時／ 10月18日 7時30分～ 9時（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／9月1日～30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

　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。
対象／生後3カ月～ 6カ月未満の乳児
日時／ 10月20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
申込期間／ 9月1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。

　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年からの全国的
な麻しん発生の原因にもなっています。
　麻しんは感染力が強いため、発生時
には学校閉鎖などの措置がとられる場
合もあります。昨年からは、入学の際
に接種証明書の提出を求める学校も見
られるようになってきました。接種期
間を過ぎると有料になりますので、お
早めに接種することをお勧めします。
　3期・4期の対象者で、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

　筋力アップ運動や生活習慣病予防の
ための運動を組み合わせて楽しく体を
動かします。家庭でも気軽に取り組め
る運動を皆で一緒に行いませんか？桜
井准教授（東京農大）の運動プログラ
ムに基づき、保健師が個別に運動指導
を行います。1人ではなかなか運動で
きないと思っている皆さん、ぜひご参
加ください。申し込みは随時受付中です。
対象／ 40歳～ 65歳の市民（血圧の高
い方、心臓疾患・腰痛・膝関節痛のあ
る方、その他医師から運動を禁止され
ている方はご遠慮ください。治療中の
疾患がある方は主治医に相談の上、参
加願います。）
開催期間／平成22年3月まで、月2回～3
回の開催。詳細な開催日時はお問い合
わせいただくか、市ホームページで確
認してください。
場所／保健センター　定員／ 40人
参加費／スポーツ保険料として2,000円
持ち物／運動が可能な服装、運動靴、
タオル、飲み物
申込・問合先／保健センター☎43-8450

　市国保加入の40歳以上の方、後期高
齢者医療制度の加入者を対象に健診を
行います。希望される方は保健センタ
ー（☎43-8450）へお申し込みください。
検査内容／問診・身体計測・血圧測定・

検尿・診察・血液検査
日程・受付時間／ 10月23日～ 27日、6
時・7時・8時・9時・10時
料金／無料　場所／保健センター
申込期間／ 9月1日～ 30日
定員／ 1日150人（定員になり次第締め
切ります。）
●国保特定健診は「特定健康診査受診
券」が必要です。健診当日に保険証と
あわせてご持参ください。●ミニドッ
ク検診と同日程ですので、対象の方は
がん検診も一緒に受けることができま
す。●保健センターのほか契約医療機
関で受診することもできます。●65歳
以上の方には生活機能評価を実施しま
す。●健診は1人につき年1回限りです。
毎年同じ時期に受診してください。●

生活保護を受給している40歳以上の方
は、国保特定健診と同様の健診を保健
センターで受けることができます。申
込後に送付する書類をご持参ください。
問合先／国保に加入している方＝保険
年金課国保係（内線228）　後期高齢者
医療制度に加入している方＝保険年金
課医療給付係（内線232）

　経済的な理由などで国民年金の保険
料を納めることが困難な場合などには
保険料の免除制度があります。このた
び、基礎年金について国が負担する割
合が増加し、保険料の免除が認められ
た期間について将来に受け取る年金の
額が増額されました。
　免除制度・手続きなどの詳細はお問
い合わせください。
問合先／保険年金課国民年金係（内線229）

　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。
　基金の詳細はお問い合わせください。
問合先／北海道国民年金基金
 ☎0120-65-4192

報情
ヘリカルＣＴ肺がん検診

各種予防接種の実施

ＢＣＧ予防接種

麻しん風しん３期・４期追加接種

健康運動教室へ参加しませんか

国保特定健診・後期高齢者健診

保険・年金・税

基礎年金の国庫負担割合が1/2へ

国民年金基金をご存知ですか


