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者は、応募の時期によります。）
応募・問い合わせ／管理課学務係
（内線286）

　この春、網走市の小・中学校に入学
するお子さんがいるご家庭に「入学指
定通知書」を送付しました。入学の際、
指定の学校へ提出するものですので、
内容を確認し大切に保管してください。
　この通知書は1月6日現在の住民登録
に基づき入学する学校を指定し、1月
末までに住民登録上の世帯主に送付し
ましたが、まだ届いていない場合には、
至急お問い合わせください。
小学校入学／平成17年4月2日から平成
18年4月1日までに生まれた方
中学校入学／平成11年4月2日から平成
12年4月1日までに生まれた方
問い合わせ／管理課学務係（内線335）

　し尿処理のお申し込みは随時受け付
けています。受付から汲み取りまで2
週間ほどかかる場合がありますので、
余裕をもってお申し込みください。
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）

　雪の季節は暖かい時期と違い、以下
の点に注意とご協力をお願いします。
●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）

　固定資産税は毎年1月1日現在の状況
により課税が決定されるもので、倉庫
や車庫なども対象になります。
　平成23年中に建物を新築・増築・解
体などをした場合は、必ず係まで届け
出をしてください。建築課への届け出
が必要のないものであっても該当とな
る場合がありますので、詳しくはお問
い合わせください。
届け出･問い合わせ／税務課固定資産
税係（内線225・353）

2月は、国民健康保険料および後期高齢者医療保険料の第 8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／ 2月29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）

奨学金・入学準備金の貸付制度

　経済的な理由で就学が困難な学生に、
奨学金・入学準備金をお貸しします。
応募資格／次の要件を全て満たし、か
つ保護者またはこれに代わるべき方が
網走市民である方
①高等学校、高等専門学校、大学また
は専修学校の在学者および入学予定者
②経済的理由で修学が困難であること
③学業に優れ、かつ健康であること
※他の奨学金制度で貸付けを受けてい
る方、または新たに受ける予定のある
方については、対象外です。
専修学校の要件／設置者が国、地方公
共団体、または学校法人（準学校法人
を含む）で修業年限が高等課程で3年
以上、専門課程で2年以上であること。
奨学金等の額　
奨学金（月額）／①高校・高専・高等課
程の専修学校生＝9,000円　②大学・専
門課程の専修学校生＝18,000円
入学準備金／①高校・高専・高等課程
の専修学校生＝60,000円　②大学・専
門課程の専修学校生＝120,000円
※奨学金と入学準備金（入学する時に
一回のみ貸与）を併せて申込みするこ
ともでき、いずれも無利子です。
返済期間／卒業の1年後から10年以内
募集期間／●1次募集＝2月13日～ 3月
19日　●2次募集＝3月21日以降随時
応募方法／市内各中学校・高等学校ま
たは教育委員会備え付けの願書および
添付書類に必要事項を記入のうえ、提
出してください。
決定時期と貸与時期／1次募集で奨学
生として決定した方には、在学学校長
を通じ4月上旬に「奨学生決定通知」を
交付します。また、初回分の貸付は4
月上旬の予定です。（2次募集での決定
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報情
　現在、定期の麻しん風しん予防接種
を実施していますが、定期の期間に接
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される方
は、保健センターまでご連絡ください。
助成対象

▼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
助成の金額／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）状に高速でエッ
クス線を360度連続回転して胸部を撮
影することで、従来の胸部エックス線
撮影では映らない小さな病変も見つけ
ることができます。
日時／3月6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
円で一緒に受けられます。）
●ペースメーカーが入っている方は受
けられません。
●5年以内に肺がんの手術をされてい
る方は受けられません。
●タバコを吸う方、咳や痰が出る方に
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け
てください。ヘリカルCT検診を受け
た方は、今年度ミニドックの肺がん検
診を受けることはできません。
申込期間／ 2月1日～ 28日（定員（50人）
になり次第締め切ります）
問い合わせ／保健センター☎43-8450

　さまざまな生活習慣病に大きく関係
している内臓脂肪（内臓の周りに付着
した脂肪）の状態を実際に図や数値で
見て、ご自身の病気の予防に役立てて
みませんか。
日時／3月6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）
内容／腹部のCT撮影（検査時間は準
備を含め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）
料金／ 1,000円
申込期間／ 2月1日～ 28日（定員（30人）
になり次第締め切ります。）
問い合わせ／保健センター☎43-8450

日時／ 2月27日　9時～ 15時
対象／大腸がん無料クーポン券対象の
方（平成23年度にミニドックまたは職
場などで大腸がん検診を受診していな
い方に限ります）

　生年月日

昭和45年4月2日～昭和46年4月1日

昭和40年4月2日～昭和41年4月1日

昭和35年4月2日～昭和36年4月1日

昭和30年4月2日～昭和31年4月1日

昭和25年4月2日～昭和26年4月1日

※上記の生年月日の方で、クーポンを
お持ちでない方は保健センターまでご
連絡ください。
場所／保健センター
申込期間／ 2月1日～ 16日

▽内容は便潜血検査（便に血液が混
じっていないかをみる検査）です。

▽事前に便を採取する容器を郵便でお
届けします。当日までに2日分の便を
容器に採取していただきます。

▽当日は9時から15時までの間に保健
センターまでお越しください。簡単な
問診の後、容器をお預かりします。
申し込み・問い合わせ／保健センター
☎43-8450

　料理の基礎から応用まで、包丁を
握ったことがなくても丁寧にお教えし
ます。ぜひチャレンジしてみませんか。
日時／2月23日　10時～ 13時
対象／男性　参加料／ 1人500円
場所／保健センター調理室
持ち物／エプロン､三角巾､おしぼり
定員／ 30人　申込期限／ 2月21日まで
予定メニュー／中華丼、ほうれん草の
白和え、じゃが芋とふのりの味噌汁、
ヨーグルトサラダ　
主催／網走市食生活改善協議会
問い合わせ／保健センター☎43-8450

　網走保健所では、自殺対策強化月間
に向けて、ギャンブルやアルコール依
存症などのこころの健康問題や、多重
債務などの法的な問題に関する合同相
談会を実施します。（相談は無料。保健
師、弁護士が個別に相談に応じます。）
日時／ 3月11日　13時～ 16時30分
場所／エコーセンター
申込期間／ 2月1日～ 2月29日　平日
9時～ 17時（必ず電話などによる予約
をお願いします）
申し込み・問い合わせ／網走保健所
☎41-0697　　　

　子育て家庭に対する総合的な支援お
よび安心して子育てができる環境づく
り推進の拠点として、平成24年4月1日
から新たに開設する「網走市地域子育
て支援センター　どんぐり」を広く市
民の皆さんに親しんでもらえるよう施
設見学会を開催します。
日時／2月18日・19日　10時～ 13時
場所／網走市地域子育て支援センター
どんぐり（北10条西3丁目）
対象／網走市民
その他／当日お越しいただいたお子さ
んに手作りの「キャラクターメダル」
をプレゼントします。
問い合わせ／子育て支援課こども家庭
係（内線364・365）

男性の料理教室

こころの健康と法律に関する合同相談会

子育て・教育

内臓脂肪測定

ヘリカルCT肺がん検診

地域子育て支援センター
「どんぐり」施設見学会

大腸がん無料クーポンを
お持ちの方へ検診のご案内

任意麻しん風しん混合予防接種の助成
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