固定資産税第3期

税務課資産税係 ☎内線296・297番
国民健康保険税第3期
介護保険料第3期

税務課市民税係 ☎内線306・393番
介護保険課管理係 ☎内線462番

区分の認定を受ける必要は
ありません︶
手
※続き方法など詳細は︑お
問い合わせください︒
社会福祉課障害福祉係
☎内線 ・ 番

小型家電リサイクル
について
市では︑ご家庭の小型電気
ます︒限りある資源をリサイ

要と認められた支援が受けら

帳︶をお持ちでなくても︑必

帳・精神障害者保健福祉手

帳︵身体障害者手帳・療育手

ク氷紋の駅

ポーツセンター︑オホーツ

滑支所・渚滑出張所・ス

回収場所 紋別市役所・上渚

市民課国保年金係 ☎内線 番
北見年金事務所 ☎０１５７︵ ︶９６３５番

歳からの国民年金任意加入

受付窓口 北見年金事務所︑
市役所国保年金係
納付方法 原則口座振替
必要なもの 年金手帳︑預
貯金通帳︑口座届出印
ご存知ですか？付加年金
国 民 年 金 の 第１ 号 被 保 険
者や任意加入被保険者の方
は定額保険料に付加保険料
︵月額 円︶をプラスして
納めることで︑老齢基礎年
金に付加年金を上乗せして
受け取ることができます︒
○付加年金の特徴
・届出により自由に加入でき︑
やめることができます︒
・定額保険料を納付した月
分のみ付加保険料を納付
することができます︒
・納付した保険料は全額社
会保険料控除となります︒
・国民年金基金に加入中の
方は加入できません︒
・保険料が免除されている
方は加入できません︒
・ 第３ 号 被 保 険 者 の 方 は 加
入できません︒
受付窓口 北見年金事務所︑
市役所国保年金係
必要なもの 年金手帳︑
印鑑

25

お知らせ
障害者総合支援法の
対象疾病拡大
平成 年７月から﹁障害福
祉サービス等︵障害者・障害
児は︑障害福祉サービス・相
談支援・補装具及び日常生活
から へ拡大しました︒

クルしてみませんか︒

用具︶﹂の対象となる疾病が︑ 製品を次の拠点で回収してい
対象となる方は︑障害者手

れます︒

小型 家 電 回 収ボッ
クスの投 入口︵ ㎝ ×㎝︶
に
入る︑大 き さの電 気 製 品 と

対象品目

各施設の開館時間にご利用
※
ください︒

新たに対象となる疾病
アイカルディ症候群︑ウィ
三尖弁閉鎖症︑シトステロー

付属のケーブル類

ルソン病︑筋ジストロフィー︑
ル血症など他 疾病
手続き

情報端末類の機器は︑必ず
※
情報を削除してください︒

環境生活課廃棄物対策係

・対象疾病に罹患しているこ
とがわかる証明書︵診断書

☎内線 番

○ 歳未満の方の任意加入
保険料の未納などにより︑
年金を受け取る権利がない
場合や年金額が少ない場合︑
歳以降に国民年金に任意
加入し保険料を納付するこ
とで︑年金を受け取る権利
を得たり︑年金額を増やし
たりすることができます︒
任意加入ができる方は次の
要件をすべて満たす方です︒
・国内に住所のある 歳以
上 歳未満の方
・老齢基礎年金の繰上げ支
給を受けていない方
・ 歳から 歳までの年金
保険料の納付月数が 月
未満の方
・厚生年金や共済年金など
に加入していない方
○ 歳以上 歳未満の方の
特例任意加入
昭 和 年４ 月１ 日 以 前 生
まれで︑ 歳まで加入して
も年金を受け取る権利がな
い方で︑ 歳になるまでの
期間で権利が得られる場合
は︑権利が得られるまで加
入期間を延長できます︒

60

480

455

など︶を持参し︑サービス
の利用を申請してください︒
・障害支援区分の認定や支給
決定などの手続き後︑必要
と認められたサービスを利
用できます︒︵訓練系・就

60

231

400

60

70

27

332

労系サービス等は障害支援
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9

30

65

40

151

65

20

65

30

60

65

70

171

市役所 代表 ☎
（24）
2111番
都市建築課住宅管理担当
☎内線433・395番
住宅使用料
駐車場使用料

222

278

市民課医療給付係
☎内線321・467番

9月25日
（金）
後期高齢者医療保険料
第3期

号などを尋ねる不審な連絡
を受けた事例が確認されて

い方への影響を緩和するため

率の引上げに際し︑所得の低
の警察署︵または警察相談

臨時給付金対策室や最寄り

た場合等は︑迷わず市役所

廃家電や粗大ごみなど
の処分について

法﹂でリサイクルが義務付

◎平成 年度消費生活相談状況 不審に思い相談したため︑被害
はありませんでした︒
通信販売では︑インターネッ
ト利用に関する相談が半数を占
めています︒﹁覚えのないサイ
ト利用料の請求が来た﹂﹁動画
再生マークをクリックで登録完
了となり︑高額請求された﹂等
の相談がありました︒
その他の相談では︑新聞販売
員の勧誘方法に関する相談︑自
動車購入後の販売店の対応に関
する相談︑食品に関する相談︑
電気工事に関する相談︑購入商
品の不具合︑家族の借金問題等
の相談がありました︒
年々︑悪質な勧誘等が増えて
きているため︑十分な注意が必
要です︒
平 成 年 度 相 談 受 付は 件
で︑前 年 度より８件の減 少 とな
りました︒︵前年 件︶
相談形態別では︑前年と比
べ︑訪問販売が数件増加してい
る他は︑横ばいまたは減少して
います︒
相談者の年代別では︑ 代以
上の相談が増加しており︑複数
の業者が役回りを分担し︑パン
フレットを送り付けたり電話で
勧誘したりして︑実体不明の金
融商品などを買わせる﹁劇場型
勧誘﹂といわれる特殊詐欺に関
する相談が増えています︒
株・国債等の証券購入などで
は﹁権利を譲って︑名前を貸し
て﹂等の内容で電話が来たが︑
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臨時福祉給付金のご案内

に﹁臨時福祉給付金﹂事業を
専用電話︵♯９１１０︶に

います︒不審な連絡を受け

実施していますので︑対象と
ご連絡ください︒

平成 年４月からの消費税

思われる方は左記により申請
☎内線 ・ 番

臨時給付金対策室

月４日︵水︶ま

してください︒
受付期間
で８時 分〜 時 分︵土
日祝日は除く︶

申請先 紋別市役所１階保健
ご家庭のごみは︑市の許可
を受けていないに業者が収集

福祉部社会福祉課︑渚滑出
張所︑上渚滑支所
する事は認められていません︒
また︑許可業者が戸別に訪

詳
※細は︑広報もんべつ７︑
８月号︑ホームページをご
問することはありません︒

テ
※レビ・冷蔵庫・冷凍庫・
エアコン・洗濯機・衣類乾

・市町村や厚生労働省などが

けられていますので︑お問

※譲渡価格は、当人同士の話し合いで決めていただきますようお願いします。

『きっとくる 見えないカーブの向こうから』

・紡ぎ機 ・織機 ・地球儀

におい袋

覧ください︒
●﹁ 臨 時 福 祉 給 付 金 ﹂をよそ
おった﹁ 振り込め詐 欺 ﹂にご

ＡＴＭ︵銀行・コンビニな

い合わせください︒

燥機は︑﹁家電リサイクル

どの現金自動支払機︶の操

環境生活課廃棄物対策係

◎交通安全祈願グッズの寄贈について

・足踏みオルガン ・簡易水洗トイレ ・座卓（紫檀）
・長椅子用テーブル ・青タタミ ・融雪機
・薪ストーブ台 ・座敷アンマ機 ・業務用掃除機
・座敷テーブル ・自転車用ヘルメット
とう
・折りたたみパイプベッド ・籐製回転イス（一人用）
・和洋箪笥 ・食器棚

平成２７年交通安全年間スローガン

注意ください︒

作をお願いすることや︑手

☎内線 番

【運動の重点】
○早朝街頭指導
○全座席シートベルト着用推進
・高齢者の交通事故防止 ○飲酒運転の根絶
○夕暮れ時の子ども
☆これからの季節は、産業活動や秋のレクリエーションが活
発になり、交通事故の多発が懸念されます。
ドライバーの皆さんは、安全運転に十分努めましょう！！

108

70

今年掛け忘れの方はいませんか？
年間１人５００円で、最高１００万円の見舞金！
・金
額 １人 500円（年額）
・有効期間 加入日から平成28年3月31日
・申込場所 市役所交通安全係・上渚滑支所・渚滑出張所

476

数料などの振込みを求める

◎平成27年度 交通災害共済加入受付中！！

登録品（8月21日現在）

『豊子きもの着付け教室』様より交通安全に願いを込めた
『におい袋』２５０個、市内の『田村初江』様より『交通安
全手毬』２００個を寄贈していただきました。
街頭啓発活動で活用させていただきます。ありがとうござ
います。

交通安全手毬

ことは絶対にありません︒
・ＡＴＭを自分で操作して︑
他人からお金を振り込んで
もらうことは絶対にできま
せん︒
・最近︑他市町村において︑

◎秋の全国交通安全運動が始まります！
9月21日（月）〜30日（水）

116

一般
違反
初回

30

26

26

市民
17日(木)13：30〜14：30 会館
25日(金)14：30〜16：30
優良

17

471

278

時
場所
9日(水)13：30〜14：00

日
6日(日)10：00〜10：30
25日(金)13：30〜14：00
6日(日)11：00〜12：00
9日(水)14：30〜16：30
17日(木)15：00〜17：00
区分

11

行政の職員を名乗り口座番

◎9月運転免許証更新時講習日程表

26

45

暮らしの 情報箱
市役所 代表 ☎
（24）
2111番

暮らしの 情報箱

市役所 代表 ☎
（24）
2111番

医療に関する「市民公開講座」
「札幌医科大学」と「広域紋別病院」の共催による
市民向け公開講座です。気軽にご参加ください。
日 時 ９月10日（木）18時30分から
場 所 文化会館ホール
テーマ 心血管系疾患とがん
講演①「心疾患の診断、治療について
〜加齢と心臓病〜」
札幌医科大学
特任助教 西田 絢一 氏
講演②「悪性腫瘍に対する診断、治療、
予防の大切さについて」
札幌医科大学
特任助教 池田 博 氏
申込み 不要
広域紋別病院総務課
☎（24）3111番

平成27年10月１日

国勢調査を実施します！
国勢調査は、日本に住んでいるすべての人及び世帯が
対象です。
平成 27 年国勢調査は、日本の未来を考えるために欠く
ことのできない最新の人口・世帯の実態を明らかにする
重要な調査です。
調査結果は、
さまざまな法令で使われるほか、社会福祉、
雇用対策、生活環境の整備など、私たちの暮らしのた
めに役立てられます。
９月 10 日から、調査員が世帯を訪問します。
平成 27 年国勢調査では、これまでの調査員への調査
票の提出による回答、郵送による調査票の提出による
回答に加え、パソコン、スマートフォンによるオンライン回
答が可能となります。
統計法では、統計調査によって集められた個人情報は、
統計以外の目的に使用することや外部に漏らすことが固
く禁じられており、担当職員や調査員にも厳格に守秘義
務が課せられており、秘密の保護が徹底されています
ので、ご安心ください。
国勢調査について、「国勢調査
2015キャンペーンサイト」
をご覧ください。
http://kokusei2015.stat.go.jp/

♪もんべつの
未来を育てる
国勢調査♪

企画調整課統計係内
平成27年国勢調査紋別市実施本部事務局
☎内線432番
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Ｕ・
Ｉターンを希望される方の
相談をお受けします
市Ｕターン情報センターは、２人の相談員を配置し、
「地元紋別に戻って仕事に就きたい」「紋別に移り住
み働きたい」などのＵ・Ｉターンを希望するご本人を
はじめ、ご家族やご友人、知人の方々からの相談をお
受けしています。
相談員は、相談された内容をもとに、受け入れ先の
事業所等との就業のマッチングを図るなど、Ｕ・Ｉ
ターンの実現に向けてお手伝いをしています。平日の
通常相談は、常時お受けしていますので、ぜひご利用
ください。
なお、相談員が不在の場合もありますので、事前の
ご連絡をお願いします。
相談日時 月〜金曜日８時45分〜17時
相談場所 市役所３階商工労働課内（希望の方は自宅
訪問も可能です）
商工労働課労政係内Ｕターン情報センター
☎内線251番

男女共同参画
〜女性が職場で活躍するためのワーク・ライフ・バランス〜

女性が家事・育児と仕事を両立させるには、
パートナー
の協力が不可欠となります。
そこで今回は、
これから父親
になる方や、
現在、
育児中の男性へ、
共働き夫婦のワーク・
ライフ・バランス向上のためのヒントをご紹介します。
①夫婦の役割分担を考える
１日のスケジュールの中で、
ご飯作り、掃除、洗濯、保
育園への送り迎えなど、
おおまかな時間帯別の役割分
担を決めておくことで、
家事・育児の負担が偏らないよう
にしましょう。
②いざという時に助けてくれる人を探しておく
延長保育をしても、
どうしても送り迎えの時間と勤務
時間の調整がつかない時や、子どもが病気やけがをし
た時などの突発的な事態に備えておきましょう。
③子どもを病院に連れていく
子どもが病気やけがをして通院する時のために、病
院に持っていくものをチェックしておきましょう。
【例】診察券、健康保険証、母子健康手帳、
タオル、
ポ
ケットティッシュ、
ビニール袋、紙おむつ、飲んでいる薬な
ど。嘔吐や下痢などの症状がある場合は、着替えも用
意しておくと安心です。
（出典：
「父親のワーク・ライフ・バランス」ハンドブック）
この機会に、
パートナーとの協力体制について相談して
みてはいかがでしょうか。
女性応援ポータルサイト

検索

企画調整課（市民協働・交流担当）
☎内線272・337番

