年

金

国民年金の加入と保険料
歳以上 歳未満の人は、国民年
金に加入し保険料を納めることが義
務です。国民年金の加入者のことを
「被保険者」といい、保険料の納め
方により３つの種別に分かれます。
◉第１号被保険者
加入する人 自営業・学生など（
歳～ 歳）
加入・変更手続き 住所地の市町村
保険料の納め方 日本年金機構から
の納付書で納付。
※保険料（月額）１万５２５０円
◉第２号被保険者
加入する人 会社員・公務員（ 歳
～ 歳）
加入・変更手続き 勤務先が年金事
務所に届け出を行います。
保険料の納め方 給与や賞与から職
場の年金制度保険料を納付。国民年
金保険料の納付は不要。
◉第３号被保険者
加入する人 会社員・公務員に扶養
されている配偶者（ 歳～ 歳）
加入・変更手続き 配偶者の勤務先
が年金事務所に届け出を行います。
保険料の納め方 第３号被保険者の

社会福祉
人権擁護委員の委嘱
人権擁護委員は、国民に保障され
ている基本的人権を擁護し、自由人
権思想の普及高揚を図ることを目的
に全国の市町村に配置されていま
す。このたび、山岡良佳治氏が４月
１日付けで法務大臣から委嘱されま
したのでお知らせします。
問保健福祉課社会福祉係

特設人権心配ごと相談所開設
全国人権擁護委員連合会では、人
権擁護委員法の施行日である６月１
日を「人権擁護委員の日」と定め、
全国各地でこの日を中心に人権擁護
委員制度の周知と人権思想の普及促
進に努めています。
雄武町では、特設人権心配ごと相
談所を開設しますので、人権問題で
お悩みの人は気軽にご相談くださ
い。相談無料、秘密は厳守します。
日時 ６月２日㈪
時～ 時

金

届け出により、自分で保険料を納め
る必要はありません。
※昭和 年４月以降の届け出忘れの
期間は、すべて承認してもらえるこ
とになっています。詳しくは、北見
年金事務所お客様相談室まで。
☎０１５７‐３３‐６００７
問住民生活課戸籍住民係

税
町税の納付方法
今月は固定資産税（都市計画税）
第１期分の納期です。固定資産税の
納付書は５月 日㈪発送予定です。
また、軽自動車税の納期限は４月
日でしたが、納付はお済みですか。
今月は、役場出納窓口または金融
機関などに出向かずに税金を納付す
る方法について紹介します。
◉口座振替
金融機関があなたの指定した預金
口座から自動的に町税を振り替えて
納付する制度。納付のために金融機
関などに出向く必要がなく、納期限
を過ぎることもありません。大変便
利で安心な制度です。
口座振替のできる税目 町道民税、
固定資産税（都市計画税）
、国 民 健
康保険税、軽自動車税
取扱金融機関 北見信用金庫雄武支

場所 役場庁舎別館中会議室
相談員 三浦 健一（末広町１区）
目黒 菊代（幸町）
山岡良佳治（末広町２区）
問保健福祉課社会福祉係
５月は赤十字社員増強運動期間
赤十字は、国民一人ひとりからの
善意の赤十字事業資金（社費・寄付
金）とボランティア活動によって支
えられています。
個人や法人など、赤十字事業の趣
旨を理解していただいた人で、毎年
一定額（５００円以上）の社費（会
費）を納入していただける人（赤十
字社員）を募集しています。
赤十字に奉仕する地区協賛委員が
自宅に伺いますので、加入について
ご協力をお願いします。集まった社
費は、災害救護活動や国際活動など
多岐にわたる事業に活用されます。
問保健福祉課社会福祉係
民生委員児童委員活動強化週間
５月 日～ 日は、民生委員児童
委員活動強化週間です。
民生委員児童委員は、地域の誰も
が幸せで安心した生活を送れるよう
に応援しています。町内すべての地
区に担当委員がおりますので、在宅
生活に関すること、暮らし、家族関
係、育児・教育のことなど、何か心
配ごとがありましたらご相談くださ

店、
稚内信用金庫雄武支店、
北オホー
ツク農業協同組合、雄武漁業協同組
合、郵便局またはゆうちょ銀行
手続き 各金融機関と役場に備え付
けの申込書に必要事項を記入し、預
金口座に使用している印鑑を押して
提出するだけで完了です。口座振替
は各税目納期限の１カ月前までに手
続きを行うことが必要です。また、
納付書発送後に口座振替にする場合
には、納付書も持参してください。
◉戸別訪問
仕事上の都合で役場や金融機関に
時間内に納付しに行くことができな
い、体調がすぐれなくて納付場所ま
での移動が困難な場合など、連絡い
ただければ担当者が伺い、その場で
納付することができますので、お気
軽にご連絡ください。
問税財管理課収納係
６月２日㈪は自動車税の納期
自動車税は、毎年４月１日現在の
運輸支局の登録に基づいて課税され
る道税です。納期限は６月２日㈪で
す の で、 必 ず 納 期 限 ま で に 納 め ま
しょう。
納税通知書は５月７日㈬に発送済
みですが、住所変更した人や通知書
が届かない人はご連絡ください。
事情があって納期限までに納めら
れない、一度に納められないなどの
相談についてはご連絡ください。

験

い。民生委員児童委員には守秘義務
があり、相談内容や身の上などの個
人の秘密がほかに漏れることはあり
ません。子どものことを専門に担当
し活動する
「主任児童委員」
もいます。
問保健福祉課社会福祉係

試
調理師試験

願書の配布・提出先 保健所
願書受付 ５月 日㈪～ 日㈮
試験日時 ８月 日㈭
時 分～
時（受付
時 分～ 時）
試験地 北見市
受験資格 高等学校の入学資格を有
する人で、多数人に対し飲食物を調
理して供与する施設などで２年以上
調理業務に従事した人。パート・ア
ルバイトの場合は週４日以上かつ１
日６時間以上勤務する場合に限る。
問紋別保健所健康増進係
☎０１５８‐２３‐３１０８

保

健
こころの健康相談
紋別保健所では、本年度も広域紋
別病院精神科医師によるこころの健

防

問紋別道税事務所納税係
☎０１５８‐２４‐２６２６

消
救急救命士による病院実習
現在、雄武消防には７人の救急救
命士が救急業務に従事しています。
救急救命士が救急現場で行える救
命処置は、医師の具体的な指示のも
とに実施されています。そのため、
医学的知識や技術の向上を図ること
を目的として、医師の管理・指導の
もと、雄武町国保病院での実習を今
月から実施します。
救急救命士の活動を広く知ってい
ただくとともに病院実習へのご理解
とご協力をお願いします。
病院実習内容 血圧測定などのバイ
タル測定、ＣＴ画像・レントゲン撮
影 な ど の 見 学、 入 院 病 棟 に お け る
ナーシングケア、点滴など
問雄武町国保病院、消防署雄武支署

康相談を実施します。
「家族が元気
なく沈み込んでいる」
「最近、夜眠
ることができない」などの心配事が
ありましたら、
ぜひご活用ください。
日時 奇数月の第２月曜 時～ 時
５月 日、 月 日、 月 日、
月 日、 年 月 日、 月 日
※１週間前までに予約が必要です。
場所 紋別保健所
問紋別保健所精神保健福祉係
☎０１５８‐２３‐３１０８
日本脳炎予防接種

北海道全域は、日本脳炎の定期予
防接種を行う必要がない地域に指定
されているため、本町でも予防接種
を実施する予定はありません。
指定期間 本年４月～ 年３月まで
※予防接種を行う必要のない地域
は、年度ごとに指定されています。
※医療機関で個別接種を希望する人
はご相談ください。
問保健福祉課保健係

４月号広報紙に合わせて配布した
「 平成 年度保存版 雄武町特定健
診等健康診査のお知らせ」の内容に
一部訂正がありましたのでおわびす
るとともに、
次のとおり訂正します。
（正）平成 年１月 日㈯・ 日㈰
（誤）平成 年１月 日㈯・ 日㈰
問保健福祉課保健係

特定健診等健康診査日程の訂正
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