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１３ 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

▼
▼
▼

行政情報チャンネル

１２ 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
保険料の後払い（追納）をお勧めします
申込期間
９月２日㈪まで
国民年金保険料の免除・猶予の承認を受けた期間
０００円〜５５，
０００円（入居する住宅や世
がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて、 家賃 １４，
帯収入
・
人数によって変動）
老齢基礎年金の年金額が少なくなります。減額され
敷金 決定した家賃の３カ月分
た年金額を補うために、国民年金保険料の「追納制
入居の資格 ・現に住宅に困窮していること
度」があります。
「追納制度」とは、免除等の承認を受けた期間の
・月の収入が基準以内であること
保険料について、１０年以内であれば過去１０年にさ
・入居後、同居する親族があること
かのぼって納めることができる制度です。
・暴力団員ではないこと
①追納を行う場合は申し込みが必要です
※応募が複数あった時は、締め切り後に抽選を行い
年金事務所または市役所窓口でお申し込みいただ
ます。（困窮具合による優先あり）
き、年金機構より送られてくる納付書による支払い
※自己または共有名義の住宅を持つ方は原則入居不
となります。（口座振替ならびにクレジット納付は
可。老朽化による解体予定や売買等特例あり。
できません）
※松ヶ丘１ＬＤＫおよび建石、さくら、ひまわり（ただ
②追納に関する注意事項
し６０歳以上等要件あり）は単身入居が可能です。
・追納ができるのは過去１０年以内の免除等期間に
※バリアフリー対応についてはお問い合わせください。
限られています。（例：令和元年８月に納付が可
・市営住宅松ヶ丘（象潟：鉄筋３階または２階） １８戸
能なものは平成２１年８月以降の分）
Ｈ ５年築…２ＬＤＫ １階２戸
・原則として、いちばん古い免除等期間からの納付
３階１戸
Ｈ ６年築…２ＬＤＫ １階１戸
となります。
２階２戸
③加算額の上乗せ
Ｈ ７年築…２ＬＤＫ １階１戸
免除等期間の翌年度から起算して、３年度目以降
２ＬＤＫ ３階１戸
に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経
Ｈ ８年築…２ＬＤＫ ２階１戸
３階１戸
過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早
Ｈ１０年築…１ＬＤＫ ２階１戸
目の追納をお勧めします。
２ＬＤＫ ３階１戸
任意加入制度
Ｈ１４年築…１ＬＤＫ １階１戸
６０歳までに老齢基礎年金の受給資格期間（１０
２ＬＤＫ ２階１戸
３階２戸
年）を満たしていない場合や、４０年の納付済期間
Ｈ２０年築…１ＬＤＫ １階２戸
がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合で
・市営住宅建石（象潟：鉄筋３階）
２１戸
あって、厚生年金・共済組合に加入していないとき
Ｓ５３年築…２ＬＤＫ １階２戸
は、６０歳以降（申出された月以降）でも任意加入
２階２戸
３階３戸
することができます。ただし、さかのぼって加入す
Ｓ５５年築…２ＬＤＫ ２階２戸
ることはできません。
３階１戸
国民年金に任意加入して保険料を納めることによ
Ｓ５６年築…２ＬＤＫ １階１戸
り、受給額を満額に近づけることができます。
２階１戸
３階３戸
年金を受け取るために必要な保険料の納付期間が
Ｓ５７年築…２ＬＤＫ ３階２戸
２５年から１０年になりました
Ｓ５９年築…２ＬＤＫ ２階２戸
新たに年金を受け取れる方に年金請求書をお送り
３階１戸
Ｓ６０年築…２ＬＤＫ １階１戸
しています。手続はお済ですか。まだの方は速やか
・特定住宅下山（象潟：木造平屋）
４戸
にお手続きを！
Ｈ ９年築…３ＬＤＫ
４戸
・市営住宅高森（金浦：木造２階）
１戸
フェライト子ども科学館実験教室
Ｈ ４年築…３ＤＫメゾネット式 １戸
７戸
・市営住宅さくら（仁賀保：鉄筋３階）
問 フェライト子ども科学館☎３２－３１５０
Ｓ６３年築…２ＬＤＫ １階２戸
２階３戸
〈かんたん実験工作教室〉
３階２戸
『スーパーボールをつくろう！』
・市営住宅はまなす（仁賀保：鉄筋２階） ３戸
期 日 ８月２４日㈯
Ｈ １年築…２ＬＤＫメゾネット式 ３戸
・市営住宅ひまわり（仁賀保：鉄筋２階） １戸
時 間 ①１０：００～１１：３０ ②１３：３０～１５：００
Ｈ ２年築…２ＬＤＫ ２階１戸
対 象 来館者（事前申込不要）
・特定住宅つばき（仁賀保：木造２階） １戸
参加費 無料（別途入館料は必要）
Ｈ ７年築…４ＬＤＫ
１戸
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１０ にかほ市臨時職員募集
対
象
雇用期間
勤務時間
応募方法

職

種

施設管理

問

賃 金
６，
５６０円
（日額）

人事秘書班☎４３－７５０７

応募期限 ８月２２日㈭ 午後５時まで
採用方法 ◆１次…書類選考（選考後、面接日を連絡）
◆２次…面接（担当課で実施）

にかほ市に居住する方
９月１日～１１月３０日
午前８時３０分～午後５時１５分
総務課人事秘書班、金浦市民サービスセ
ンター、市民課市民サービス班に備え付
けの指定用紙により応募
勤務地（担当課）
人数
薫風苑
１人
（観光課☎４３－３２３０）

総務課

行政情報チャンネル

勤務形態
週４日程度
（交代制）

保険
なし

必要資格など
特になし

１１ 〈仁賀保地域〉肺がん・大腸がん・結核・前立腺がん・Ｃ型肝炎検診日程のお知らせ
問

仁賀保保健センター☎３２－３０００

～肺がん・大腸がん・前立腺がん・Ｃ型肝炎検診～
期日
時間
会場
対象地区
９／ ４ ９：３０～１１：００
鈴
午ノ浜温泉
㈬
芹田、三森
１３：３０～１４：３０
９／ ５ ９：３０～１０：３０ 小出老人憩いの家 伊勢居地、中野、三日市、立居地、百目木、堺
㈭
樋ノ口、寺田、畑、桂坂、東畑、水沢
１３：３０～１４：３０ 「けやき」
９／ ６ ９：３０～１１：００
院内、小国、上小国、馬場
院内会館
㈮
石田、田抓、杉山、横根、市営住宅さくら、市営住宅ひまわり
１３：３０～１４：３０
９／ ９ １０：００～１０：３０ 釜ケ台「はんの木」釜ケ台全地区
㈪
室沢１～１４、ビレッジハウスにかほ
１３：３０～１４：３０ スマイル
９／１０ ９：３０～１１：００
室沢１５～２５、長磯、坂ノ下、松田、上町、清水
スマイル
㈫
住吉町、坪貝、田角森、鳥ノ子渕、堺田、畑ヶ田、駅前、旭町、中町、新地、新町社宅、向山
１３：３０～１４：３０
９／１１ ９：３０～１１：００
大正町、千代吉町、琴浦１～１４
スマイル
㈬
琴浦１５～２８、両前寺、市営住宅はまなす
１３：３０～１４：３０
～結核・大腸がん・前立腺がん・Ｃ型肝炎検診～
期日
時間
会場
９／１２
仁賀保全地区
９：３０～１１：００ スマイル
㈭

対象地区

〈各種検診内容等〉
検診名
肺がん検診

結核検診

検診内容等
問診（必要時痰の検査）
胸部レントゲン検査

今年度３０歳
以上の方

胸部レントゲン検査

今年度６５歳
以上で肺がん
検診をしない方

問診・便潜血反応検査（２日分）
大腸がん検診

対象

※冷蔵保存して１週間以内の検体
をお持ちください。

今年度３０歳
以上の方

検診料金
胸部レントゲン ６００円
※今年度６０～６４歳の方は１００円

痰の検査 １，
０００円
無料
８００円
※今年度５０～５４歳の方は３００円

前立腺がん検診

問診・血液検査（ＰＳＡ検査）

今年度５０歳
以上の男性

７００円

Ｃ型肝炎検診

問診・血液検査

今年度４０歳
の方

７００円

※大腸がん検診のみを受ける場合でも、検診会場での受け付けが必要です。正確に検査するために、事務室窓口での
受け取りは行っていませんのでご了承ください。
市民と行政の架け橋
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