
融資限度額　４，８００万円（保証人か担
保必要）※ほかに特別貸付もありま
す　利率   年１．７ ％（５月１９日現在）
返済期間　運転資金＝５年以内　設
備資金＝１０年以内　※商工会議所で
も相談を受け付けています　申し込
み・詳細　国民生活金融公庫室蘭支
店苫小牧相談室　��３６ ３１９１　

 
中小企業勤務、季節労働者、倒産な
どで離職した方に、医療、教育、冠
婚葬祭などの資金を融資します　詳
細　胆振支庁商工労働観光課　�０１
４３�２２ ９１３１

宝くじの収益金は市町村のまちづく
りに使われます　発売期間　 ７ 月１２
日�月 ～３０日�金 　詳細　�財 北海道市町
村振興協会　�０１１（２３２）０２８１　

とき　８月４日～９月８日　毎週水
曜日   計６回   いずれも　 ９ 時３０分
～１１時   ところ　はまなす保育園

（勇払）　対象　１歳５カ月から３
歳までの子どもと親   内容　保育園
児と一緒に紙芝居や戸外などで遊ぶ  
定員　１０組　応募者多数の場合抽選　
料金　無料　申し込み・詳細　７月
２０日�火 から２２日�木 まで　やまて保育
園子育てルーム　��７６ ０８７４

　　　　　　　　　　　　　　　　
とき　７月２２日�木 　１０時～１１時３０分　
ところ　生活館（矢代町２丁目）
対象　１歳３カ月から就学前の子ど
もと親　内容　簡単な手遊び、運動
やゲームなど　定員　３０組　申し込
み順　料金　無料　申し込み・詳細　
７月１２日�月 ９時から電話で   やまて
保育園子育てルーム　��７６ ０８７４

とき　 ７ 月２２日�木    １４時～１５時３０分　
ところ　あけの保育園子育てルーム　
対象　 ９ カ月から１１カ月までの子ど
もと母親　内容　離乳食の進め方、
個別相談   料金　 ２５０ 円　当日納入  
定員　１０組　申し込み順   申し込み
・詳細　 ７ 月 ８日�木 、 ９ 日�金     ９ 時
から１７時まで電話で　あけの保育園
子育てルーム　��５７ ３５７６

要介護認定で訪問介護を利用する方

は、次の要件に該当すると利用者負
担割合が軽減されますので申請して
ください　対象　�主たる生計中心
者の前年の所得税が非課税でいずれ
かに該当する方　�６５歳以上の方で
介護保険制度開始（平成１２年４月）前
の１年間にホームヘルプサービスを
利用された方　�６５歳になった障害
者の方で、６５歳誕生日以前１年間に
障害者用ホームヘルプサービスを利
用された方　�６５歳以上の方で、６５
歳以前の原因によって身体障害者手
帳の交付を受け、介護保険制度開始
（平成１２年４月）  前の１年間にホー
ムヘルプサービスを利用された方　
�４０歳から６４歳までの障害者の方　　
�上記を除く１６年４月１日現在の世
帯で、世帯全員の市民税が非課税　
※生活保護を受けている方を除く。
��か�に該当する方は、利用者負
担が６％、それ以外の方は３％にな
ります。また、この軽減は経過措置
のため、１７年３月末で終了予定　申
請　負担軽減を既に受けている方は
６月末で有効期間が終了するため再
度申請が必要です。新規の方は随時
受け付けています　※負担軽減該当
者に減額認定証を交付しますので、
ホームヘルプサービスを利用すると
き、事業者に提示してください　詳
細　介護保険課（市役所１階４番窓
口）��３２ ６３４２
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訪問介護（ホームヘルプサー
ビス）利用者負担の軽減
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国民生活金融公庫夏期資金

ピヨピヨクラブ

親子で楽しく遊ぼう

勤労者福祉資金融資

サマージャンボ宝くじ  離乳期を楽しく

消費者センターでは、消費者トラブルの相談や解決をお手伝いしています。これまでの相談の中から、資
格商法の事例を紹介します。

事例　
「以前資格講座を受講して資格取得しなかったがロー
ンの支払いは完了している。最近になって、資格を取
得するまでは契約が終わらない、中止するにも手続き
が必要、お金を出せば対象者リストの登録を抹消して
あげる。また、他の講座を受けることを勧められた」
というように虚偽の事実を述べて多数・多額の契約を
させようとする内容での相談が多くなっています。

対応策
相手の話を聞かずに「必要ないので電話を切ります」
と言って自分から受話器を置く　�しつこい場合には
相手の氏名、会社名、電話番号を聞き、「警察に話す」
と伝える　�相手の質問には答えない。また、個人情
報を与えない　�結構ですなどのあいまいな返事をし
ない。※二次被害の事例では、削除ではなく新たな契
約にすり替えられています

 　悪質商法の被害が急増しています
消費者センター　��３３ ６５１０

いずれの場合でも、困ったときにはまず消費者センターへ連絡してください

前年の所得が少ない場合や風水害、
失業などで保険料の納付が困難な場
合、申請して承認を受けると、保険
料の全額または半額が免除される制
度です。ただし、世帯の構成などに
よって、免除の対象となる所得額が
変わります　必要書類　年金手帳、
印鑑、失業した方は離職票か雇用保
険受給資格者票　※雇用保険に加入
していなかった方は窓口で相談して
ください　申請　７月または申請月
の前月から翌年６月までが免除の承
認期間になります。 ７ 月からの免除
を希望する方は、 ８ 月末までに国保
課、  のぞみ・勇払出張所で手続きを
行ってください　詳細　国保課　�
�３２ ６４２９

一斉パトライト作戦やシートベルト
着用指導、調査など交通安全運動に
取り組みます
道路横断中の子どもや高齢者の交通
事故が増えています
�行楽などでのスピードの出し過ぎ
と過労運転の防止に努めましょう
�思いやりのある運転を心がけ子ど
もや高齢者を見かけたら徐行しまし

ょう
�自分の車が見えやすいようデイ ･
ライト（昼間点灯）を実践しましょ
う
�狭い道や裏通りでは特に子どもや
自転車のとび出しに注意しましょう
�シートベルトとチャイルドシート
の着用を徹底しましょう
高齢者の皆さんは「見る、待つ、止
まる、確かめる」の習慣を
�見る＝しっかり安全確認
�待つ＝車が止まるまで待つ
�止まる＝道路を横断するときは止
まって確認を習慣に
�確かめる＝慣れた道路も油断せず、
しっかり確認
詳細　交通安全主幹　��３２ ６２８７

とき　７月２日�金 ～１５日�木 　いずれ
も　８時４５分～１７時１５分　ところ　
区画整理事務所（市役所４階）沼ノ
端コミ ュニティセンター　（土・日・
月曜日は除く）詳細　区画整理事務
所　��３２ ６５７０

整備施設　高規格救急自動車１台、
高度救命用資器材１式、器具搬送車
１台、防火衣３７着、空気呼吸器３８式、
消防用ホース１５０本、防火水槽２基、
消火栓２２基など　詳細　消防本部総
務課　��３２ ６７０７　

21

INFO情報

21

INFO情報
2004.７.1

■法律相談
とき・担当　９日�＝岩谷武夫弁護
士　２３日�＝岡田秀樹弁護士　いず
れも９時３０分～１２時　（１人２０分程
度）　定員　各７人　先着順　申し
込み　７月１日�から市役所２階市
民相談所で内容を話して相談券を受
け取ってください
■夜間心配ごと相談
とき　６日�　１８時～２０時　内容　
家庭、離婚、相続、金銭貸借などの
問題　※直接会場へ

■夜間結婚相談
とき　２２日�　１８時～２０時（２２日を
除く毎週月・木曜日の１３時～１５時に
も開設）※直接会場へ
　　………………………………
詳細　市民相談所（市役所２階）　
��６１１１　内線２２５４
市役所２階の市民相談所では、平日
の８時４５分から１７時１５分まで心配ご
と相談を受け付けています。秘密は
厳守します　

7 月の無料市民相談 会場　ふれあい３・３

市献血推進協議会（社会福祉協議会）
�３２-７１１１

�２日�
オバラメガネ前（駅前通り）１０：００～１２：００
　　  〃１３：００～１６：００

 �６日�
高等技術専門学院１０：００～１２：００
カナモト１３：３０～１４：３０
タナカコンサルト１５：００～１６：００

�８日�
北海道パワーエンジニアリング１０：００～１１：３０
出光興産１３：３０～１６：００

�９日�
イトーヨーカドー１０：００～１２：００
　　  〃１３：００～１６：００

�１５日�
NTT 東日本苫小牧支店１０：００～１１：００
苫小牧駒澤大学１１：４５～１３：００
　　  〃１４：００～１６：００

 �１６日�
サンプラザ１０：００～１２：００
　  〃１３：００～１６：００

 �２０日�
フードD3見山店１０：００～１１：３０
市立総合病院１３：００～１６：００

�８/４日�
マックスバリュ有珠川店１０：００～１１：３０
日翔病院１３：００～１６：００

７月の献血

暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮ららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららしししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししし暮らし

国民年金保険料の免除

沼ノ端鉄北土地区画整理事業
の事業計画変更（案）の縦覧

水道の修理を依頼される方は、
８時から１７時までに下記の業者
にご連絡ください

7 月の水道当番

５５-０５０８パナテック３日�
３６-７７８８東成設備４日�
５７-１２８４フジダンボウ１０日�
３２-８８１１新王建設１１日�
３３-００３８冨士企業１７日�
５５-０１３２新正工業１８日�
３２-４５８８福森工務店１９日�月 
５６-２０８７国策機工２４日�
６８-２８５５朝陽工業２５日�
６７-３８１８三共水道設備３１日�
５５-５３０３日栄工業８/１日�

夏の交通安全運動を展開　　
７月８日�木 ～１７日�土 

１５年度石油貯蔵施設立地
対策等交付金で施設整備


