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　マイナンバーカードが健康保険
証として利用できるオンライン資
格確認が、一部の医療機関や薬局
で始まりました。薬剤や特定健診
情報が閲覧できるので、初めて受
診する医療機関でも適切な治療を
受けることができます。
　利用するにはマイナポータルで
事前登録が必要です。対応してい
る医療機関等は、マイナ受付ス
テッカーやポスターが掲示されて
います。

対応医療機関マイナ受付ステッカー

　なお、対応していない医療機関
等では、今までどおり健康保険証
が必要ですのでご注意ください。

▼問合せ　▼問合せ　
　住民課国保・後期高齢者医療係
　（☎ 23－ 2467）

健康保険証として利用できるようになりました！健康保険証として利用できるようになりました！
マ イ ナ ン バ ー カ ー ドマ イ ナ ン バ ー カ ー ド

▼受付期間▼受付期間　令和 4年 1月 17日（月）～令和 4年 2月 10日（木）
　　　　　　※土・日・祝日は除く
▼受付時間▼受付時間　9時～ 11時、13時 15分～ 16時 15分
▼場所▼場所　役場 1階 住民課戸籍年金係窓口
▼内容▼内容　①　本人確認を行い、申請書の作成およびカード用の顔写真
　　　　　　の撮影から申請完了までをサポートします。
　　　　②　①を利用して申請した方に、後日本人宛にカードを本人
　　　　　　限定受取郵便で郵送します。
▼必要書類等▼必要書類等　・個人番号通知カード　・本人確認書類（免許証等）
　　　　　　　・住民基本台帳カード（※お持ちの方のみ）

▼申込み・問合せ▼申込み・問合せ　住民課戸籍年金係（☎ 23－ 2463）

<注意事項><注意事項>　お電話での事前予約が必要です。顔写真の撮影があ
　　　　　　　 るため、申請者本人が窓口にお越しください。

【任意加入制度】
　老齢基礎年金は、20歳から 60
歳になるまでの 40 年間保険料を
納めなければ、満額の年金を受け
取ることができません。納め忘れ
などで 40 年に満たない場合は、
60 歳から 65 歳になるまでの間
に任意加入して納めることで、満
額に近づけることができます。加
入するには条件がありますので、
問合せください。
　なお、海外在住の日本国籍を持
つ 20 歳以上 65 歳未満の方も任
意加入できます。

国 民 年 金国 民 年 金

読んで得する年金のお話読んで得する年金のお話

【追納制度】
　国民年金保険料の免除（全額・
一部・法定）、納付猶予（50歳未
満）、学生納付特例の承認を受け
た期間がある場合、全額納めた方
と比べ、老齢基礎年金の受け取り
額が少なくなります。10 年以内
であれば、さかのぼって納める（追
納）ことができます。

▼問合せ▼問合せ
・役場住民課戸籍年金係
　（☎ 23－ 2463）
・札幌北年金事務所
　（☎ 011 － 717 － 4115）

広　告



152021 年 12 月号

医療費通知をご確認ください！医療費通知をご確認ください！
国 保 ・ 後 期 高

当別町国民健康保険 北海道後期高齢者医療保険
診療月 発送月 診療月 発送月

令和3年1月～10月分 令和4年1月上旬 令和3年1月～9月分 令和4年1月上旬

令和3年11月～12月分 令和4年3月上旬 令和3年10月～12月分 令和4年2月下旬

▼問合せ▼問合せ　住民課国保・後期高齢者医療係（☎ 23－ 2467）

　「当別町国民健康保険」および
「北海道後期高齢者医療保険」で
は、被保険者の皆さんに「医療費
通知」を送付しています。
　医療費通知は、日ごろの健康管
理や保険医療機関等での受診履歴

の確認に役立つほか、確定申告で
医療費控除をする際に添付するこ
とで「医療費控除の明細書」の記
入を簡略化することができます。
　発送については、年 2 回、以
下の時期に行います。

齢 者 医 療 納 税

12月は町税滞納整理強調月間2月は町税滞納整理強調月間

　町では町税滞納額の縮小と収納
率の向上を目指し、12月を「町
税滞納整理強調月間」とし、税収
の確保に努めます。税は私たちが
安心して健康な暮らしをするうえ
で、非常に大切な財源です。町税
の滞納が続くと、地方税法に基づ
く延滞金が加算されます。また、
納付の催告をしているにも関わら
ず滞納を続ける方には、税負担の
公平性を確保するため、地方税法
に基づく滞納処分（財産調査・差
押）を実施します。
▼問合せ▼問合せ　税務課納税係
　（☎ 23－ 2341）

日にち日にち 時間時間 場所場所 会議名会議名 内容等内容等
12月 7日（火） 13：00 議場 第 4回定例会 報告等
12月 8日（水） 13：00 議場 総務文教常任委員会 所管事務調査等
12月 9日（木） 13：00 議場 産業厚生常任委員会 所管事務調査等
12月 10日（金）10：00 議場 第 4回定例会 一般質問
12月 13日（月）10：00 議場 第 4回定例会 一般質問
12月 14日（火）10：00 議場 第 4回定例会 議案審議

議 会議 会
当別町議会　12月定例会関係日程のお知らせ当別町議会　12月定例会関係日程のお知らせ

▼問合せ▼問合せ　議会事務局総務係（☎ 23－ 3247）

　議会開催中は、ライブ中継をインターネットにより配信しています。
日程は変更する場合もありますので、町議会ホームページでご確認ください。

障 が い
遠隔手話通訳用タブレット遠隔手話通訳用タブレット
をご利用くださいをご利用ください

　聴覚障がいのある方が窓口で手
続きする際に、テレビ電話を通し
て手話通訳を受けることができま
す。役場戸籍年金係およびゆとろ
障がい支援係窓口に設置していま
すので、利用される際は職員にお
声かけください。
▼問合せ▼問合せ　介護課障がい支援係　
（ゆとろ内・☎ 25－ 2665）
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　これまで予防接種を受ける機会
のなかった年代の男性へ風しんの
抗体検査と予防接種を実施してい
ます。今年度が助成の最終年度で
すので、来年 3 月末までに予防
接種が受けられるよう、2月中ま
でには抗体検査を受けるようにし
ましょう。
▼料金▼料金　無料　
※クーポンをお持ちでない場合は
　有料です。クーポン券がお手元
　にない場合は、健康推進係まで
　ご連絡ください。
※令和 4年 3月 31 日（木）まで
　に予防接種が受けられない場合
　は、自己負担となります。
▼受診方法　▼受診方法　
① 当別町の発行するクーポン券
　を使い、健康診断の機会や医療
　機関で抗体検査を受けます。
② ①の抗体検査結果が基準値よ
　り低い場合、予防接種を実施し
　ます。
▼対象▼対象　昭和 37 年 4月 2日～昭
和 54年 4月 1日生まれの男性
▼問合せ▼問合せ　保健福祉課健康推進係
　（ゆとろ内・☎ 23－ 4044）

＜高齢者予防接種＞
▼対象者▼対象者　65 歳以上の方、また
は 60 歳以上 65 歳未満の方で心
臓などに重い障がい（身体障害者
手帳 1級程度）のある方。
▼接種料金▼接種料金　1,150 円程度　
※金額は医療機関で異なります。
　生活保護世帯の方も自己負担が
　発生する場合がありますので。
　事前に確認願います。

＜小児期予防接種助成事業＞
▼対象者・接種回数▼対象者・接種回数　
①生後 6カ月～ 13歳未満…2回
② 13歳以上～中学 3年生…1回
▼助成額▼助成額　１回 1,000 円

＜注意事項＞＜注意事項＞
・医療機関によっては、すで
　に定員に達している場合が
　あります。必ず電話予約の
　うえ、受診してください。
· 高齢者の方で実施医療機関
　（P.26）以外で接種を希望
　される場合は、事前に健康
　推進係までご連絡ください。

　エイズのまん延防止と、感染者
に対する差別・偏見をなくすため
に定められた世界エイズデー。江
別保健所では定期的に検査を実施
していますので、ご利用ください。
検査は匿名で受けられます。
▼日時▼日時　12月 15日（水）　
　10時～ 16時
※前日正午までに予約ください。
▼場所▼場所　江別保健所
　（江別市錦町 4番地の 1）
▼料金▼料金　無料　ただし、渡航等の
ための健診目的の場合は有料。
▼申込み・問合せ▼申込み・問合せ　江別保健所　
エイズ相談専用電話（☎ 011 －
383 － 3449）

検 査
12 月 1日は世界エイズデー12月 1日は世界エイズデー
HIV検査を行っていますHIV検査を行っています

働く世代男性の風しん働く世代男性の風しん
抗体検査・予防接種抗体検査・予防接種

検 査 ・ 接 種
1 月 31 日まで 予防接種1月 31日まで 予防接種
実施期間を延長します実施期間を延長します

▼問合せ▼問合せ　保健福祉課健康推進係
　（ゆとろ内・☎ 23－ 4044） 

インフルエンザインフルエンザ

　例年開催しております新春町民
の集いについては、新型コロナウ
イルス感染予防の観点から、昨年
に引き続き令和４年も中止しま
す。ご理解いただきますようよろ
しくお願いします。
▼問合せ▼問合せ　総務課総務係
　（☎ 23－ 2330）

令和4年 新春町民の集い
中止のお知らせ
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①ホームタンクと配管の接続部分
　にゆるみはないか
②灯油の腐食や亀裂などの異常は
　ないか
③灯油の減る量が目に見えてはや
　くないか
④家屋内や周辺が油臭くないか

　昨年、大雪の影響で灯油漏れの
事故が多発しました。灯油が流出
すると、水質汚染や農業等への被
害が発生し、人への健康に影響を
与える恐れがあります。また、汚
染した土壌の撤去や河川に流出し
た油を除去する必要があり、その
原因者が多額の費用を負担しなけ
ればいけません。
　灯油の流出事故を事前に防ぐた
めに、次の点に注意して、日ごろ
から家庭用ホームタンクの点検・
メンテナンスをしてください。

油 漏 れ
ホームタンクからのホームタンクからの
油漏れにご注意を！油漏れにご注意を！

　油漏れ事故に気付いた場合は下
記までご連絡ください。
▼問合せ▼問合せ
・当別消防署予防課指導係
　（☎ 23－ 2537）
・役場環境生活課環境対策係
　（☎ 23－ 2503）

　冬期間は水道の凍結事故が多発
します。凍結すると水が出なくな
るだけでなく、修理費用もかかる
のでご注意ください。
■このような時は特に注意
①外気温がマイナス４℃以下に
　なったとき
②就寝前や旅行などで長時間水道
　を使用しないとき
■凍結させないためには
　凍結防止には「水抜き栓」によ
る水道管の水抜きが効果的です。
※水抜き栓の種類には、ハンドル、
　レバー、電動タイプなどがあり
　ます。ご自宅の水抜き栓の種類
　を確認して操作してください。
■凍結してしまったら
　軽い凍結の場合、部屋全体を暖
めて自然に溶けるのを待つか、凍
結した部分にタオルなどを巻き、
上からゆっくりとぬるま湯をかけ
ると水が出るようになります。直
接熱湯をかけると、蛇口や水道管
が破裂する恐れがありますので注
意してください。それでも水が出
ない場合は、指定給水装置工事事
業者に修理を依頼してください。
▼問合せ▼問合せ　上下水道課業務係
　（☎ 22－ 2411）

水 道
水道の凍結にご注意を！水道の凍結にご注意を！

　長く続いた自粛生活により外出
や交流、運動の機会が減り、「体
力が落ちた」「何をするにも面倒」
など心身機能の低下（フレイル）
が心配される方が増えています。
　今までの暮らしや健康な状態を
取り戻すには、運動・社会参加・
栄養などを柱とするフレイル予防
に取り組むことが大切です。北海
道医療大学と協力し、予防教室を
開催します。ぜひご参加ください。
▼日時▼日時
【第 1回】【第 1回】令和４年 1月 11日（火）
【第 2回】【第 2回】令和 4年 1月 25日（火）　
※共に 10時～ 11時 30分
（第 3回以降は月２回程度、原則
第 2・4火曜日に開催します。）
▼場所▼場所　ゆとろ
▼対象▼対象　65 歳以上の方（おおむ
ね 3月まで継続参加できる方）
▼定員▼定員　15名（申込み順）
▼料金▼料金　無料
▼内容内容　講話、簡単な運動や体操、
レクリエーションなど
▼持ち物▼持ち物　筆記用具、マスク、動
きやすい服装
▼申込み・問合せ▼申込み・問合せ　介護課高齢
者支援係（ゆとろ内・☎ 27 －
5131）

こころ　つながるこころ　つながる
フレイル予防教室フレイル予防教室

介 護 予 防介 護 予 防
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　町森林愛護組合連合会では、植
樹や育樹、森林整備などの環境緑
化活動を行う町内のボランティア
団体や町内会を募集します。
▼助成対象▼助成対象
【植樹】【植樹】
　樹木（苗木代）、支柱、肥料、　
　消耗資材（縄等）・材料費
【育樹・森林整備】【育樹・森林整備】
　委託費・消耗品費等
▼助成額▼助成額　一団体 上限 10万円
▼募集数▼募集数 予算上限となり次第、
締め切りとなります。
▼申込み・問合せ▼申込み・問合せ　当別町森林愛
護組合連合会事務局（役場エネル
ギー推進室内・☎ 27－ 5089）

募 集
令和 4年度 環境緑化事業令和 4年度 環境緑化事業

　村上スミ子さん（樺戸町在住、
写真前列中央）が「石狩管内文化
団体協議会表彰 文化賞」を受賞
しました。村上さんは平成 15 年
から町文化協会役員として運営お
よび発展に尽力されているほか、
「当別音頭」を後世に伝承するた
めに「当別音頭を守る会」を設立
し、会長として活動されています。

石狩管内文化団体協議会表彰
文化賞を受賞しました

　北海道社会貢献賞表彰式が札幌
市で行われ、古谷良輝さん（中小
屋在住）が「北海道社会貢献賞（統
計功労）」を受賞しました。この
賞は統計調査員に 30年以上従事
された方などを対象としており、
古谷さんは長年に渡って調査員業
務に従事し、統計調査の推進に寄
与されたことが評価されました。

北海道社会貢献賞
を受賞しました
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