情報
後期高齢者医療制度
保険料納入通知書と
被保険者証を送付

国民健康保険被保険者証を
送付
国保医療課 ☎
（235）
4594

国保医療課 ☎
（235）
4595
今年度の後期高齢者医療保険料の納入
通知書を今月中に送付します。納付方
法などは、納入通知書で確認してくださ
い。また、負担割合が変更となった方に、
８月から使用できる新しい被保険者証を
送付します。今月中に届かない方は、負
担割合の変更がありません。現在の被
保険者証を引き続き使用してください。

障がい者福祉手当の申請
国保医療課 ☎
（235）
4823
毎年申請が必要です。７月１日現在で
市内に住民登録があり、①～③のいず
れかに該当、かつ住民登録上同一世帯
全員の今年度の市民税が非課税の方が
対象です。①身体障害者手帳1～3級
を所持②療育手帳を所持、または児童
相談所などで知能指数75以下と判定
された③精神障害者保健福祉手帳1・2
級を所持持障害者手帳・振り込み先が
分かるもの・１月２日以降に転入した
方は世帯全員の課税（非課税・所得）証
明書申７月１日㈭から、申請書を郵送
または直接国保医療課へ。用紙は同課
で配布のほか、市ホームページからダ
ウンロード可。８月31日㈫締め切り

温故館を休館

８月から使用できる被保険者証（保険
証）を今月中に送付します。被保険者
証は紛失・汚損することがないよう保
管してください。

海老名市温故館 ☎
（233）
4028
７月12日㈪は定期清掃のため休館し
ます。なお、７月１日㈭から８月25日
㈬まで外壁の塗装工事を行います。工
事期間中も通常通り開館します。

国民年金保険料
免除・猶予の申請

７月11日～20日
「夏の交通事故防止運動」

国保医療課 ☎
（235）
4596
厚木年金事務所 ☎
（223）
7171
国民年金保険料の納付が経済的に困難
な場合、本人・配偶者・世帯主の所得
に応じて納付が「免除」または「猶予」
されます。７月から令和４年６月まで
の申請を今月から受け付けます。窓口
の混雑回避のため、日本年金機構神奈
川事務センター（〒220-8557住所記
入不要）への郵送手続きにご協力くだ
さい。市役所で申請する場合は予約が
必要です。詳細は、国保医療課へお問
い合わせください。
場厚木年金事務所（厚木市栄町1-103）または市役所１階６番窓口持身分
証明書・年金手帳・個人番号が分かる
もの・離職票（失業の場合）など。代理
人が手続きするときは委任状

地域づくり課 ☎
（235）
4789
「過労運転・無謀運転の防止」
「 高齢者
と子どもの交通事故防止」
「 自転車の
交通事故防止」を重点項目に実施しま
す。一人一人が交通安全について考
え、交通事故防止に努めましょう。

小学生に屋内プール無料利
用券を配布
文化スポーツ課 ☎
（235）
4927
市立小学生には小学校から、私立小学
生には文化スポーツ課で配布します。
券は、７月21日㈬から来年３月31日
㈭まで利用できます。
対市内在住の小学生
【利用可能プール】海老名運動公園屋
内プール・北部公園体育館屋内プー
ル・高座施設組合屋内温水プール

７月は
「社会を明るくする
運動強調月間」

安全・安心な地域社会のために

福祉政策課☎（２３５）４８２０

今月は、犯罪や非行の防止と、立ち直りを支える地域

づくりを目指す
「社会を明るくする運動強調月間」
です。

犯罪や非行をした人が社会の一員として生きていくため

には保護司をはじめ、地域の人たちの理解と協力が必要

です。更生への理解を深め、
安全で安心な明るい地域社会

を築きましょう。

更生保護の担い手
「保護司」

保護司は犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支

えるボランティアです。法務大臣から委嘱され、保護観察

官と協力して、保護観察や立ち直りのための生活支援な

人の保護司が総合福祉会館内の
「え

22

どを行います。

現在、市内では

び な サ ポ ー ト セン

ター」
を拠点に活動

しています。さまざ

ま な 経 験 のあ る 人

が得意分野を生か
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して、
地域の実情や

個 々に 合 わせ た 指

導 と 援 助 を し てい

ます。

保 護 司の仕 事 に

興味がある方は、

福 祉 政 策 課へお 問

い合わせください。
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お知らせ

新型コロナウイルス感染症 関連情報
65歳未満の方に接種券を発送

問海老名市新型コロナウイルスワクチン接種専用ダイヤル
12歳 か ら64歳
の方へ接種券を発
送しました。集団
接種予約開始日時

区分

① 60歳～64歳の方
② 基礎疾患がある60歳未満の方で、6月15日までに優先接種の
申請をした方

は右表のとおりで
す。詳細は、接種券
と同封のお知らせ
をご覧ください。

☎0570
（097）
050（ナビダイヤル）

※内部障がいを事由に身体障害者手帳を所持している方または療育手
帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療
（精神通院）
受給者証のいず
れかを所持している方を含む

７月 ９日㈮ ９時から

50歳～59歳の方
40歳～49歳の方
16歳～39歳の方

７月13日㈫ ９時から
７月17日㈯ ９時から
７月21日㈬ ９時から

③ 高齢者施設などに従事している60歳未満の方で、6月15日ま
でに優先接種の申請をした方
④ ②以外の60歳未満の方で、身体障害者手帳を所持している方

12歳～15歳の方 ※保護者と一緒に接種してください

ワクチン接種に関する相談
集団接種の予約・問い合わせ
電話番号を変更しました。掛け間違いにご注意ください。

海老名市新型コロナウイルス
ワクチン接種専用ダイヤル
☎0570
（097）
050（ナビダイヤル）
時 9時～17時
（㈯㈰㈷も対応）

◦無料電話・定額通話の対象外です。
◦インターネットを利用する IP 電話からの利用はできま
せん。

副反応に関する相談

神奈川県新型コロナワクチン
副反応等相談コールセンター
☎ 045
（285）
0719
時 24時間

国の相談窓口

厚生労働省新型コロナワクチン
コールセンター
☎ 0120
（761）
770

集団接種予約開始日時

時 9時〜21時
（㈯㈰㈷も対応）

保護者の予約開始日から

症状に関する相談

海老名市新型コロナウイルス
感染症コールセンター

☎046
（235）
5234

F046
（235）
7015

時 ㈪〜㈮9時〜17時・㈯9時〜12時
（㈰㈷除く）

本人・家族の症状に関する相談に応じます。電話相
談が困難な方はファクスで受け付けます。

自宅療養者の支援に関する相談

自宅療養者支援ダイヤル
☎046
（235）
5242

F046
（231）
2343

時 ９時～17時
（㈯㈰㈷も対応）

自宅にいる陽性者と濃厚接触者を支援します。健

康状態の確認のほか、食料・生活必需品の購入やごみ
出しを代行します。

ワクチン接種をかたる
詐欺に注意！
「ワクチン接種の予約金が必要」
など、
ワクチン接種
で金銭を要求することは絶対にありません。市や保健

所の職員を装う詐欺にご注意ください。怪しいと思っ
たら海老名警察署
（☎046・232・0110）
へ相談を。
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