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　当別町国民健康保険では年７回

医療費通知を送付しています。

　通知内容は、①受診者名　②医

療機関名　③診療月　④入院外来

別　⑤日数または回数　⑥医療費

総額の６項目です。

　病院に支払う医療費は、みなさ

んが治療を受けたときに支払う自
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　9 月 10 日・24 日の水曜日
　役場 1 階国保年金係へお気
軽にお越しください。
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��　札幌北社会保険事務所

��　9 月 19 日（金）10 時～
15 時
��　商工会館（錦町）

　北海道高齢者総合相談センター

では、医療・法律・年金・介護と

健康・福祉用具と住まいの５分野

に関する専門相談と、一般相談員

が皆さんの相談に無料で応じま

す。相談方法は、電話、来所、手

紙、ＦＡＸなどでお気軽にご相談

ください。秘密は厳守します。

▼���　月から金曜と第１・第

３土曜（祝日と年末年始を除く）

▼����　９時～１７時（専門相

談は事前予約が必要）

▼���　同相談センター（札幌

市中央区北２条西７丁目「かでる

２・７」・� 011 － 251 － 2525/ �

011 － 251 － 6256/ Ｅ-mail：

soudanka@dochoju.or.jp）
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　国民健康保険運営協議会は国民

健康保険事業の運営に関する重要

事項を審議する機関で、９名の委

員で構成しています。その構成内

訳は、「議会議員などの公益を代

表する委員」、「医師・歯科医師・

薬剤師などの保険医療機関を代

表する委員」と「被保険者を代表

する委員」でそれぞれ３名です。

今回任期満了に伴い������

�������を公募します。

▼��　国民健康保険に加入して

いる満 20 歳以上の方

▼����　３名

▼��　平成 15 年 10 月 1 日から

平成 17 年 9 月 30 日まで

▼����　国民健康保険に関し

て感じていることを原稿用紙など

にまとめ、住所・氏名・年齢・職

業・電話番号を記入の上、応募く

ださい。

▼����　9月 19 日（金）

▼�����

�　住 民 生

活課国保年

金係（�３－

２４６７）
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己負担額（３割）だけではなく、

国民健康保険が支払う負担額（７

割）との合計額です。

　医療費総額の欄は、これら２つ

の金額の合計で、実際に治療にか

かった金額を表わします。

　なお、通知内容で医療費総額の

自己負担額３割分と領収書の金額

が異なった場合や、お知らせした

回数と領収書の枚数が合わないな

ど疑問に思う点があれば国保年金

係までお知らせください。

▼���　住民生活課国保年金係

（� 3 － 2467）

基礎年金が、不幸にして一家の働

き手が亡くなったときには残され

た遺族に遺族基礎年金が支給され

ます。これらの年金の支給を受け

るには、初診日や亡くなった日の

前々月までの加入期間に保険料を

納めた期間（免除期間を含む）が

３分の２以上あるか、直近の１年

間に未納期間がないことが条件に

なっています。万が一のときに後

悔しないためにも、日頃からきち

んと国民年金の加入手続きをし、

しっかり保険料を納めましょう。
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　「年金電話番」は、国民年金・厚

生年金保険についての質問に、コ

ンピューターが自動的に音声によ

りお答えするシステムです。２４

時間、年中無休でご利用できま

す。　利用方法は、電話番号をダ

イヤルし案内がありましたら音声

ガイドに従って希望する質問の番

号をダイヤルするとコンピュー

ターが回答します。電話番号はお

間違えのないようにおかけくださ

い。
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　国民年金は 20 歳から６０歳まで

の40年間加入し、保険料を納める

と 65 歳から満額の老齢基礎年金

が受けられます。しかし、加入し

ていなっかたり、加入していても

保険料を未納にしていると、将

来、年金を受けられなかったり、

減額されたりします。また、万が

一病気やケガなどで障害が残った

ときには障害の程度に応じて障害
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■木屋路喜一郎
（若葉２－３４０６）
■中川昭典
（弁華別３－２６８７）
■下段寿之
（樺戸町３－１６２２）
■野口和之
（白樺町3－２２２６）

１次１１月８・9日
２次１２月9～１２日

９月１２日
　　～
１０月１０日

高卒（見込含）
以上２１歳未満の者

防衛大学
校学生

１次１０月１９日
２次１１月２１・２２日

高卒（見込含）
以上２４歳未満の者

看護学生

受付時にお知らせ
します

随時
１８歳以上２７歳
未満の者　　

２等陸・
海・空士
（男子）
　■札幌地方連絡部江別募集事務所 (�０１１－３８３－ 8９55)
　■役場住民生活課住民生活係 (� 3 － 3209)
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　札幌広域圏組合では、
札幌市と近隣市町村そし
て道内各市町村との交流
促進を深めるため、1994
年より「リンケージ・アッ
プ　フェスティバル（大
通ふるさと市場）」を開催
しています。
　今年も、123 参加市町村による自慢の特産品販売や「爆竜戦隊アバレン
ジャー」ショーなどのイベントも行われますので、是非、ご来場くださ
い！
���　９月６日（土）・７日（日）　9時～ 18 時（7日は 17 時まで）
���　大通公園西５丁目～８丁目広場（当別町のブースは６丁目です）
����　札幌広域圏組合（� 011 － 290 － 1313）
　　　　　URL：http://www.kouiki.chuo.sapporo.jp
���　企画課企画振興係（� 3 － 3042）
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　収穫の秋を迎え、北石狩近隣 5市町村（石狩
市・厚田村・浜益村・新篠津村・当別町）と月
形町の特産品を一堂に集めた、特産品フェア
を開催します。
　吉本興業によるストリート漫才やゲーム大
会など、たくさんの催し物を用意しています
ので、みなさん是非、ご来場ください。

���　９月２８日（日）　１０時　■��　まちの駅「アウル」
�������　当別町観光協会（�３－３１２９）　
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　今年も全国各地の行刑施設から

様々な刑務所作業製品を集め展示

即売会や模擬舎房の設置、チャリ

ティーを目的としたオークション

など、たくさんの催し物を実施し

ます。多数の来場をお待ちしてい

ます。

▼��　9月 6日（土）・7日（日）

　9時～ 16 時

▼��　月形刑務所敷地内特設会

場（樺戸郡月形町 1011 番地 / 駐車

場完備）

▼����　総桐タンス等各種タ

ンス・ダイニングセット・応接セッ

ト・花台・陶器類・味噌・醤油な

ど約 6,000 点を展示。

▼���　6・7日とも先着 200 名

に粗品進呈

▼���　月形刑務所企画部門作

業（� 0126 － 53 － 3235）


