
18 2021年は当別町150周年

催　

し

生　

活

募　

集

教
養
・
資
格

子
育
て

そ
の
他

 放課後留守家庭の児童に対する
遊びや生活指導等。保育士等の有
資格者や経験者を優遇します。
▼勤務期間　随時採用～翌年 3
月 31日（更新制度有り）
▼募集人数　1名
▼勤務先　当別子どもプレイハウ
ス（当別小学校内）
▼勤務時間　平日：放課後～ 19
時、土曜および長期休業期間：8
時～ 19 時のうち週 28 時間 45
分以内（※日曜・祝日は除く）

■子どもプレイハウス指導員

　通常学級に在籍する特別な支援
が必要な児童・生徒に対する学習
支援等
▼勤務期間　9 月 1 日～翌年 3
月 31日（更新制度有り）
▼応募資格　教員免許を有する方

■特別支援教育支援員

 学校管理業務（校地内清掃業務、
環境整備業務、施設設備維持管理
業務等）
▼勤務期間　9 月 1 日～翌年 3
月 31日（更新制度有り）
▼応募資格　普通自動車運転免許
を取得している方
▼募集人数　若干名
▼勤務先　町内の小・中学校
▼勤務時間　週29時間以内
▼報酬（月額）
　116,000 円～ 141,300 円
▼通勤・期末手当
町の規定による
▼社会保険　原則、健康保険、厚
生年金、雇用保険に加入します。
▼応募書類　履歴書、本人の住民
票、運転免許証の写し
▼募集期限　8月 17日（火）
▼申込み・問合せ　町教委学
校教育課学校教育係（☎ 23 －
2689）

■学校管理人

会計年度任用職員会計年度任用職員をを募集募集しますします

調 査調 査
令和 3年社会生活基本調査
を実施します

　北海道では、1日のうちどれく
らいの時間を仕事、家事、地域で
の活動に費やしているか調査し、
仕事と生活の調和の推進、少子高
齢化対策のなどの政策に必要な基
本資料を得るために、社会生活基
本調査を実施します。
　9月上旬から調査員が訪問し始
めますので、調査の趣旨をご理解
いただき、ご協力お願いします。
▼問合せ
　北海道総合政策部計画局統計課
　（☎011－ 204－ 5144）

会計年度任用職員とは…
　地方公務員法に基づき、１会計年度内を任期として任用する非常勤職員です。地方公務員として当別町に勤務
していただきます。会計年度任用職員から正規職員への登用制度はありません。
 ※報酬は、採用されるまでの職歴などによって、規定の範囲内で支給します。　
 ※期末手当は、支給対象となる場合、７月と１月に支給します。
                                                                                  ▼問合せ　総務課人事係  （☎ 23－ 2330）

▼報酬（月額）　109,400 円
▼通勤・期末手当
町の規程による
▼社会保険　原則、健康保険、厚
生年金、雇用保険に加入します。
▼応募書類　履歴書、本人の住民
票、資格を証明する書類の写し（保
有者のみ）
▼募集期限　随時受付
▼申込み・問合せ　町教委子ども
未来課子育てサポート係（ゆとろ
内・☎25－ 2658）

▼募集人数　若干名
▼勤務先　町内の小・中学校
▼勤務時間　週29時間以内
▼報酬（月額）
　136,400 円～ 141,300 円
▼通勤・期末手当
　町の規定による
▼社会保険　原則、健康保険、厚
生年金、雇用保険に加入します。
▼応募書類　履歴書、本人の住民
票、教員免許状の写し、運転免許
証の写し（保有者のみ）
▼募集期限　8月 17日（火）
▼申込み・問合せ　町教委学
校教育課学校教育係（☎ 23 －
2689）
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　新型コロナウイルス感染症の影
響を踏まえ、有効期間の満了日を
12月 31日（金）まで延長します。
また、更新申請期間は 9月下旬
から 12月 28日（火）までの予
定です。1月に受診の予定がある
方はお早めに手続き願います。
　対象となる受給者証は「特定医
療費（指定難病）受給者証」と「肝
炎治療特別促進事業受給者証（※
B型慢性肝疾患に対する核酸ア
ナログ治療）」です。
　なお、感染防止の観点から、原
則郵送による申請とさせていただ
きます（※当別町役場での出張窓
口は行いません）。
▼問合せ　江別保健所
　（☎011－383－ 2111）

特 定 疾 患特 定 疾 患
医療受給者証の有効期間
延長と更新申請について

提 出提 出
児童扶養手当「現況届」
の提出は8月31日まで

　児童扶養手当を受給している方
は、引き続き手当を受けることが
できるかを判断する「現況届」を
提出する必要があります。現在、
手当を受給している方には、8月
上旬に「現況届」を送付しますの
で、期限までに提出してください。
所得制限により手当が支給されて
いない方も提出ください。
▼現況届の提出がない場合
・手当を継続して受給できなくな
　ります。
・2年で資格を喪失し、さかのぼ
　って受給できなくなります。
▼提出期限　8月 31日（火）
▼提出先・問合せ　保健福祉
課福祉係（ゆとろ内・☎ 23 －
3019）

　8 月から 9 月末まで、交付窓
口の混雑が予想されるため、マイ
ナンバーカードの新規交付を予約
制とします。交付を希望される方
は前日までに電話で予約してくだ
さい。混み合っている場合は、希
望の日時で予約が取れない場合が
ありますので、電話の前に複数の
候補日をご用意ください。
　また、9月末までの毎週火曜日
および木曜日（※祝日は除く）は、
交付窓口を 19時まで延長してい
ますのでご利用ください。
　なお、予約時間に来庁されない
場合、予約はキャンセルとなりま
すのでご注意ください。
▼問合せ　住民課戸籍年金係
　（☎23－　2463）

マイナンバーカードマイナンバーカード
新規交付の際は
事前にご予約ください
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国 民 年 金国 民 年 金
読んで得する年金のお話

【年金の支払いは前納がお得！】　
　一定期間の国民年金保険料をま
とめて納める前納制度は、保険料
が割引されます。現金納付・口座
振替どちらも利用できますが、口
座振替による前納はさらに割引
されるのでお得です。６カ月前
納（10～ 3月分）される場合は、
８月末までに手続きが必要です。

　病院や薬局で支払う医療費がひ
と月の自己負担限度額を超えた場
合、支払い後に国保の窓口で手続
きをすることで、超えた額を支給
する「高額療養費制度」がありま
す。あらかじめ「限度額適用認定

限度額適用認定証のご利用を！
高 額 療 養 費高 額 療 養 費

証」の交付を受けて医療機関の窓
口に提示すれば、医療機関ごとに
ひと月の支払額が自己負担限度額
までとなり、多額の費用を立て替
える必要がなくなります。
　７月までに国保の窓口で「限度
額適用認定証」を申請し、交付さ
れている場合、有効期限は７月
31日までです。８月以降入院等
で認定証の交付を希望する方は、
新たに申請が必要です。
※食事代などの保険適用とならな
　い費用は、自己負担になります。
※所得によりひと月の自己負担限
　度額が決定しますが、区分によ
　っては「限度額適用認定証」の
　申請が不要な方もいます。区分
　確認のため、まずは下記担当ま
　でご連絡ください。
▼問合せ　住民課国保・後期高齢
者医療係（☎23－ 2467）

【国民年金保険料の免除等の申請】
　国民年金保険料を未納のままに
しておくと、障害基礎年金や遺族
基礎年金が受けられない場合があ
ります。経済的な理由などで納付
することが困難な場合には、保険
料の納付が免除となる「保険料免
除制度」や猶予となる「納付猶予
（50歳未満）制度」があります。
　申請ができる期間は、申請時点

の２年１カ月前の月分までさかの
ぼって免除申請ができ、現在は令
和４年６月分までの免除申請が受
付できます。免除申請を希望され
る場合は、役場窓口またはお近く
の年金事務所へご相談ください。
▼問合せ　
・住民課戸籍年金係
　（☎23－ 2463）
・札幌北年金事務所
　（☎011－ 717－ 4133）
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　8月 13日（金）から16日（月）
のお盆期間は、粗大ごみの収集・
し尿等の汲取りを休止します。　

お 盆お 盆
「粗大ごみの収集・し尿等汲
取り」をお休みします

　供物をそのままにして帰るとカ
ラスなどによる食い散らかしの被
害が発生し、お墓や墓地が汚れて
しまいます。供物の持ち帰り、墓
地の環境美化にご協力ください。
▼問合せ　環境生活課環境対策係
（☎23 － 2503）

お盆前は混み合いますので、お早
めに申し込みください。
▼問合せ　粗大ごみの収集…粗
大ごみ受付センター（☎ 22 －
2053） 、し尿等の汲取り…㈲当
別清掃社（☎22－ 3056）

　全国的に還付金詐欺が増加して
おり、町内でも役場職員を装った
予兆電話が確認されています。

特 殊 詐 欺特 殊 詐 欺
還付金詐欺にご注意！

▼問合せ
・警察相談（☎ #9110）
・役場消費生活相談窓口
　（☎23 － 3209）

　役場職員が個人宅などに電話を
かけ、ATMで還付の手続きをさ
せることは絶対にありません。ま
た、ATMで還付金を受け取るこ
ともできません。電話での金銭の
話は全て詐欺を疑い、一度電話を
切って警察・役場・家族に相談し
ましょう。

最新の手口
①コロナを理由にATMへ誘導
　「庁舎内での手続きができない
ので、ATMでお金が戻ります。」

②ATM内で通話して指示
「キャッシュカードを入れ、指
示する数字を入力してください。」

③犯人口座へ振込

環 境環 境
供物は必ず持ち帰りましょう

☆当別町ふるさと納税へ
■6月 1日～ 6月 30日納入分
　計4,809人から5,939万円 
　ご寄付いただきました。
※ご寄付いただいた方の氏名等
　は町ホームページに掲載して
　います。

寄付・寄贈

☆当別町社会福祉協議会へ
▼匿名の方より　　　 25万円
▼泉亭 俊徳さんより 　 10 万円
▼ JA北いしかり女性部　当別
　ブロックより　タオル52枚
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