後期高齢者医療保険料
第5期

委員会において入所の適否
が判定されます︒
費 用 入所に係る費用は︑

の方で︑環境上の理由及び経

も各種の介護保険サービス

を受けている方は︑入所後

市民課国保年金係 ☎内線 番
北見年金事務所 ☎０１５７︵ ︶６００７番

年金の意義や役割を正しく

﹁ねんきん月間﹂は公的

月は﹁ねんきん月間﹂です

り︑翌年中に支給される年

ず提出してください︒この

を記入し提出期限までに必

付されますので︑必要事項

金にかかる所得税の源泉徴

申告書を提出することによ
います︒

もし提出を忘れますと︑

収税額が決まります︒

の年金記録や年金受給見込

各種控除が受けられず所得

日は︑ご自身

み額を確認し老後の生活設

税の源泉徴収税額が多くな

月下旬から

月

﹁扶養親族等申告書﹂が送

上旬に日本年金機構から

方には︑

課税対象となる受給者の

税されません︶

︵障害年金・遺族年金は課

います︒

所得税の課税対象とされて

意ください︒扶養親族等が

で申告書は必ず期限までに

万円

﹁扶養親族等申告書﹂が送

歳未満で年金額

歳以上で年金額

以上の方

・

以上の方

する年金は︑雑所得として ・

老齢や退職を支給事由と 付される方

れます

扶養親族等申告書が送付さ 提出してください︒

の確認をお願いします︒

の年金記録や年金番号など 基礎控除等を受けられるの

ぜひ︑この機会にご自分 いない場合にも︑ご自身の

ます︒

く﹁年金の日﹂となってい る場合がありますのでご注

計に思いを巡らせていただ

また

月

を高めることを目的として

33

認識し︑年金制度への意識

231

入所者ご本人またはその扶
養義務者の負担能力に応じ
て負担していただきます︒

済的理由により︑ご家庭で生

を利用することができます︒

年末調整説明会を
開催します
各事業所及び事業主を対象

時から

月 日︵木︶

に年末調整説明会を開催しま
す︒

日 時

・１回目

時から

その他 年末調整関係用紙が

11

お知らせ
養護老人ホームの
ご案内

活することが困難な方が入所

介護保険課高齢者福祉係

その他 要支援・要介護認定

し︑安心した生活を送るため

☎内線 ・ 番

養護老人ホームは 歳以上

の施設です︒特に必要と認め
られるときは︑ 歳未満の方
も入所できます︒
施設概要
名 称 社会福祉法人慈愛会
養護老人ホーム安養園
所在地 大山町１丁目 番地
の２
名

・２回目

入所定員

居 室 全室個室︑ご夫婦で

場 所 市民会館小ホール
ら送付される年末調整関係

①市役所介護保険課高齢者福

不足する場合は︑説明会場

書類

祉係にお問い合わせいただ

紋別税務署

☎内線 ・ 番

税務課市民税係

す︒

及び紋別税務署で配布しま

手続きの流れ

売店︵週２回︶

その他 床屋︵月概ね６回︶︑ 持参するもの 紋別税務署か

利用できる居室有

394

き︑入所要件を確認します︒
②養護老人ホームの施設見学
をします︒
③申請書類を市役所へ提出し
ます︒

万円

108

158

65

65

273

☎︵ ︶２１９１番

11

65

④紋別市老人ホーム入所判定
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30

65

34

11

10

100

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

14 10 19

306

介護保険課管理係 ☎内線462番
11月25日
市民課医療給付係
（水）
☎内線321・467番
介護保険料第5期

11

238

23

税務課市民税係 ☎内線306・393番
国民健康保険税第5期

市役所 代表 ☎
（24）
2111番

国勢調査へのご協力
ありがとうございました
●皆様の調査票は、厳重な管理の下集計されます。
●平成 28 年２月には速報結果として日本の最新の
人口・世帯数が明らかになります。
国勢調査については、総務省統計局のホームページ
「国勢調査e-ガイド」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

るため︑注意が必要です︒
◎
﹁マイナンバー制度に便乗
本年 月に番号が通知さ
した不審な電話や勧誘にご
れ︑年明け１月より個人番号
注意ください ﹂
本年 月よりマイナンバー カード交付申請が開始されま

の番号が通知されていること すが︑総務省・市役所等が電

ながら運転の例：タバコを取る、ＣＤを交換する、電話を置
く等の行為
※もちろん運転中の通話やメールは違反です！運転中の携帯
電話、スマホ、喫煙は必ず脇見運転や片手運転を伴います
ので、重大事故に繋がります。これらの行為は、必ず車を
停車させてからゆっくり行いましょう！
一瞬の油断が重大事故に！！！！

に関連して︑﹁口座番号を教 話や家庭を訪問し︑手続きを

☆ながら運転は危険！！

えて欲しい﹂﹁個人情報の調 促したり︑個人情報の調査・

北海道では交通事故で困っている方のために、紋別市での
巡回相談を実施しています。
《相談無料》
・相談日 11月25日（水）９時〜12時、13時〜14時
紋別市役所１階市民相談室
◎相談は予約制の為、11月18日（水）までに市役所交通安全
係までご連絡ください。

査﹂などといった不審な電話 預貯金口座・資産状況を尋ね

☆北海道交通事故相談所をご利用ください

に関する相談が︑全国的に寄 たり︑マイナンバー確定通知

【運動の重点】
○子供や高齢者歩行者の交通事故防止 ○飲酒運転の根絶
○冬道路面に伴うスリップ事故防止
○交差点の事故防止
◎この時季は、冬型特有の交通事故の発生が懸念されます。
ドライバーの皆様は、十分な減速と安全運転に努めましょう。

などといった内容のメールを

☆冬の交通安全運動が始まります！
11/11（水）〜11/20（金）

せられています︒

《万一、交通事故にあったら2万円〜100万円支給》
○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

マイナンバー制度は税や社 個別に送信する事はありませ

初回

☆平成27年度 交通災害共済加入受付中！

会保障︵年金・雇用保険・医 んので︑電話・訪問等があっ

違反

療保険・福祉分野の給付等︶ た場合は︑絶対に対応はせず

一般

時
場所
10日(火)13：30〜14：00
26日(木)13：30〜14：00
20日(金)13：30〜14：30 市民
18日(水)14：30〜16：30 会館

企画調整課（市民協働・交流担当）
☎内線272・337番

を取り扱うことから︑還付金 に︑家族や周りの人︑警察︑

優良

日
8日(日)10：00〜10：30
18日(水)13：30〜14：00
8日(日)11：00〜12：00
10日(火)14：30〜16：30
26日(木)14：30〜16：30
20日(金)15：00〜17：00

内閣府では、
毎年11月12日から25日までを
「女性に対す
る暴力をなくす運動」の週間としています。紋別市におい
ても、
女性への暴力の防止及び根絶のために、
次のような
啓発活動を行いますので、
ぜひお立ち寄りください。
①ＤＶ
（ドメスティック・バイオレンス）
に関するパネル展と
パープルリボンツリーの展示
期 間 11月12日
（木）
〜25日
（水）
場 所 保健センター１階
ＤＶに関するパネル・パンフレットを設置しています。
皆さんの手で、
ツリーにパープルリボンを飾ってもらい
ます。
②関係図書の特集コーナーの設置
期 間 11月12日
（木）
〜25日
（水）
場 所 図書館２階特集コーナー
ＤＶ及び男女共同参画関係図書を紹介しています。
休館日 11月16日
（月）
・23日
（月・祝）

詐欺や架空請求等の特殊詐欺 もしくは消費者センターに相

区分

女性に対する暴力をなくす運動

が中心に発生すると想定され 談してください︒

◎11月運転免許証更新時講習日程表

暮らしの 情報箱

10

!!

10

登録品（10月22日現在）
・紡ぎ機 ・織機 ・レーザーディスクカラオケセット
・足踏みオルガン・簡易水洗トイレ・長椅子用テー
ブル・座卓（紫檀）・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・和洋ダンス・食器棚・婦
人用自転車（空気入付）・六帖用絨毯・ＦＦ式床暖
ストーブ・エレクトーン・「ゆみこ」名入りハン
ガー・打掛

※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。
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