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行政情報チャンネル

８ 国民年金からのお知らせ
問

本荘年金事務所☎２４－１１１１
市民課

国保年金班☎３２－３０３２

保険料は納付期限までに納めましょう
国民年金保険料は、日本年金機構から送られる納
付書により、金融機関・郵便局・コンビニで納める
ことができます。また、クレジットカードによる納
付やインターネット等を利用しての納付、便利でお
得な口座振替もあります。
日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限ま
でに納めていただいていない方に対して、電話、書
面、面談により、早期に納めていただくようご案内
を行っています。保険料を未納のまま放置される
と、強制徴収の手続きによって督促を行います。さ
らに指定された期限までに納付がない場合は、延滞
金を課すだけでなく、納付義務者（※）の財産を差
し押さえることがあります。
所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、
納付を免除・猶予することができる制度があります
ので、市役所または年金事務所へご相談ください。
※納付義務者は被保険者本人のほか、連帯して納付
する義務を負う配偶者および世帯主です。
保険料免除等の申請について
保険料を納め忘れている状態で、万一、障がいや
死亡といった不慮の事態が発生すると、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。
経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合に
は、納付が免除・猶予になる「保険料免除・納付猶
予制度」がありますので、市役所または年金事務所
へご相談ください。令和元年度（令和元年７月分か
ら令和２年６月分まで）の免除等の受け付けは、令
和元年７月１日から開始されます。また、過去に未
納期間がある場合、２年１カ月前までさかのぼって
免除等の申請をすることができます。

９ フェライト子ども科学館実験教室
問

フェライト子ども科学館☎３２－３１５０

〈かんたん実験工作教室〉
『紙コップロケットをつくろう！』
期 日 ６月２２日㈯、２９日㈯
時 間 ①１０：００～１１：３０②１３：３０～１５：００
対 象 来館者（事前申込不要）
参加費 無料（別途入館料は必要）

１０ 市民課からのお知らせ
問

市民課

戸籍住民班☎３２－３０３５

住基ネット機器入れ替えのため、６月２７日㈭に
作業を実施します。マイナンバーカードの交付・特
例転入等ができませんので、ご協力をお願いします。
詳しくは市民課までお問い合わせください。
３

Ｃity Ｐublic Ｒelations Ｍagazine

７ 市営住宅等入居者募集
問

建設課☎３８－４３０７

申込 申請書に必要書類（申請者・同居人の所得・納税
証明書、世帯の住民票謄本等）を添付して提出
申込期間 ７月１日㈪まで
家賃 １４，
０００円〜５５，
０００円（入居する住宅や世
帯収入・人数によって変動）
敷金 決定した家賃の３カ月分
入居の資格 ・現に住宅に困窮していること
・月の収入が基準以内であること
・入居後、同居する親族があること
・暴力団員ではないこと
※応募が複数あった時は、締め切り後に抽選を行い
ます。（困窮具合による優先あり）
※自己または共有名義の住宅を持つ方は原則入居不
可。老朽化による解体予定や売買等特例あり。
※松ヶ丘１ＬＤＫおよび建石、さくら、ひまわり（ただ
し６０歳以上等要件あり）は単身入居が可能です。
※バリアフリー対応についてはお問い合わせください。
・市営住宅松ヶ丘（象潟：鉄筋３階） １３戸
Ｈ ５年築…２ＬＤＫ １階２戸
３階１戸
Ｈ ６年築…２ＬＤＫ １階１戸
２階１戸
Ｈ ７年築…２ＬＤＫ ３階１戸
Ｈ ８年築…２ＬＤＫ ２階１戸
３階１戸
Ｈ１０年築…１ＬＤＫ ２階１戸
Ｈ１４年築…１ＬＤＫ １階１戸
２ＬＤＫ ２階１戸
３階２戸
・市営住宅建石（象潟：鉄筋３階） ２１戸
Ｓ５３年築…２ＬＤＫ １階２戸
２階２戸
３階３戸
Ｓ５５年築…２ＬＤＫ ２階２戸
３階１戸
Ｓ５６年築…２ＬＤＫ １階１戸
２階１戸
３階３戸
Ｓ５７年築…２ＬＤＫ ３階２戸
Ｓ５９年築…２ＬＤＫ ２階２戸
３階１戸
Ｓ６０年築…２ＬＤＫ １階１戸
・特定住宅下山（象潟：木造平屋）
３戸
Ｈ ９年築…３ＬＤＫ
３戸
・特定住宅高森（金浦：木造２階）
１戸
Ｈ ４年築…２ＤＫメゾネット式 １戸
・市営住宅さくら（仁賀保：鉄筋３階） ７戸
Ｓ６３年築…２ＬＤＫ １階２戸
２階３戸
３階２戸
・市営住宅はまなす（仁賀保：鉄筋２階） ４戸
Ｈ １年築…２ＬＤＫメゾネット式 ４戸
・市営住宅ひまわり（仁賀保：鉄筋２階） １戸
Ｈ ２年築…２ＬＤＫ ２階１戸
・特定住宅つばき（仁賀保：木造２階） １戸
Ｈ ７年築…４ＬＤＫ
１戸

１ 高齢者等声かけ見守り巡回日程
右記の日程で訪問します。
７５歳以上の高齢者のみの
世帯が対象です。６５歳以
上の高齢者がいる世帯も希
望により訪問します。

期日
６月１７日㈪
１８日㈫
１９日㈬
２０日㈭
２５日㈫
２６日㈬
２７日㈭
７月 １日㈪
２日㈫
３日㈬
４日㈭

問
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社会福祉協議会☎３２－３０１０／子育て長寿支援課☎３２－３０４２
巡回地域

琴浦１～２３
平沢（向山、新地４、千代吉町、大正町、旭町、坂ノ下、住吉町、松田、上町１、長磯）
平沢（鳥ノ子渕、田角森、旭町、駅前、上町２、新地２、清水、中町）
室沢
長岡、大飯郷、大森、石名坂、舟岡、水岡、横岡、本郷
観音森、大須郷、川袋、小滝
小砂川１・２区
大砂川、砂山、西中ノ沢、鳥屋森、３４区
大谷地、栄町、関、立石１・２区、はまなす
３２区、上狐森、桜ケ丘、鳥の海１・２区
２８区、２９区、３０区、３１区、３３区、松ケ丘

２ 「教科書展示会」を開催

問

学校教育課☎３８－２２６６

令和２年度に使用する教科書の見本を展示しま
す。各教科書会社から出版された教科書を実際に
ご覧いただけます。教科となった道徳の教科書も
展示しますので、ぜひご来場ください。

期間 ６月１４日㈮～２９日㈯
※２５日㈫、２８日㈮を除く。
時間 午前９時３０分～午後５時
会場 本荘教科書センター（カダーレ内中央図書館）

４ 税務課からのお知らせ

３ ガス設備保守点検のお知らせ

問

税務課☎４３－７５０５

令和元年度の市・県民税納税通知書を６月１０日
に送付しました。納税通知書がまだ届いていない方
や自分が課税か非課税か不明な方は、税務課までお
問い合わせください。
また、特に申し込みがなくても納付方法が変更と
なる方もいますので、納付方法を確認いただくよう
お願いします。
※市・県民税が給与から引き落とし
となる方については、勤務先から
税額決定通知書が配布されます。

問

ガス水道局☎３７－３１３１

ガス水道局では、都市ガスをより安全に安心して
お使いいただくため、ガス事業法に基づき、都市ガ
スをご利用のお客さまのガス設備・ガス器具の保安
点検を実施しています。ガス水道局より委託された
点検員がお伺いしますので、点検作業にご理解とご
協力をお願いします。なお、点検作業は２０分程度
で、お客さまから費用をいただくことはありません。

７月・８月の点検予定地区（象潟地域…象潟町字）
・一丁目塩越・二丁目塩越・三丁目塩越
・妙見下・二ノ丸
※作業の進捗状況により、点検時期が予定より前後する場合
がありますのでご了承ください。

６ ビーチクリーンキャラバン ボランティア募集
問 観光課☎４３－３２３０
・
日本の快水浴場百選および日本の夕陽百選に選ば
れている象潟海水浴場を、７年連続で本田技研工業
株式会社協力のもと、砂浜清掃車を使用したビーチ
クリーンキャラバンを実施します。
私たちの砂浜を私たちの手でキレイにしましょう。

期日 ７月３日㈬
受付 午前９時（ビーチセンター前）※予約不要
作業 午前９時３０分〜正午
会場 象潟海水浴場

５ 海水浴場監視員募集
問

観光課☎４３－３２３０

海水浴シーズンの利用者の安全確保のため、市
内４海水浴場の監視員を募集します。
就業場所 象潟・小砂川・赤石浜・平沢海水浴場
募集人員 １３人
雇用期間 ７～８月までの３０日程度
応募資格 大学生以上の方
※７月に予定している救命講習に参加
してもらいます。
応募方法 履歴書を提出
応募期限 ６月２８日㈮
応募・問合先

観光課☎４３－３２３０
市民と行政の架け橋

広報

にかほ ２

