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市民課でもマイ
ナポイント申し
込みのお手伝い
をしています

マイナポイントに
ついての疑問は
企画課へ！ 
☎２３－３９１７

マイナンバーカードマイナンバーカード
つくりませんかつくりませんか

本人確認書類だけでなく健康保険証としても使えるマイナンバーカー
ドをこの機会に申請しませんか？今なら最大２万円分のマイナポイン
トがもらえます。  問い合わせ先　市民課 市民係　☎２３－３９２４

　９月末までにマイナンバーカードを新規申請した
人またはすでにマイナンバーカードを持つ人が来年
２月末までにマイナポイントの申し込みをした場合、
マイナポイントを受け取ることができます。

※①はマイナポイント第１弾に申し込んでいない人、
申し込んだ人でまだ２万円のチャージや買い物を
行っていない人が対象です。マイナポイント取得
には、選択したキャッシュレス決済サービスでチ
ャージまたは買い物をする必要があります。

※②③は６月30日からマイナポイント申し込みが開
始されます。すでに健康保険証の利用申し込みや
公金受取口座の登録を行った人も対象です。登録
がまだの人はマイナポータルから登録可能です。

①公的な身分証明として使えます
マイナンバーカードは基本４情報（氏名、住
所、性別、生年月日）が記載された公的な身
分証明書です

②コンビニで各種証明書を取得できます
　〈証明書種類〉

住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑
登録証明書、戸籍証明書、戸籍附票の写し

③e - taxなどの各種電子申請ができます
④健康保険証として使えます
（対応医療機関のみ）

⑤新型コロナワクチンの接種証明書を
　スマートフォンで取得できます
⑥年金の記録が確認できます

・マイナンバーカード読み取りができる
端末に限ります。

・マイナポイントアプリのダウンロード
が必要です。

〈窓口〉
平日午前８時30分～
午後５時15分
市民課

窓口で申請書に
記入します

※その他、パソコンや証明用写真機からでも申請可能です

・本人確認書類
・通知カード（お持ちの人のみ）
・個人番号カード交付申請書（お持ちの人のみ）

スマートフォンや郵送でもマイナンバーカードの申請ができます

あると便利な
マイナンバーカード

マイナポイント
最大２万円分
受け取ろう！

よくある疑問に
お答えします

マイナポイントは、スマートフォンでも
予約・申し込みできます！

本人限定受取郵便で
自宅で受け取り

通知カード・
交付申請書　

約１カ月後

市民課担当者

手続きは
意外に簡単！

申請の流れ

持ち物

日曜窓口

市職員がサポートします

７月24日、８月14日、９月11日、10月30日、11月27日、
12月11日、令和５年１月15日、２月26日、３月26日　
　午前８時30分～午後５時／市民課（市役所本庁１階）
※上記の日程は都合により変更になる可能性があります。市ホームページ

などで随時確認してください。
〈取り扱い業務〉
マイナンバーカードの申請、受け取り、再交付申請、電子証明書の更新、
暗証番号の再設定、マイナポイント・健康保険証の利用申し込み、公金
受取口座登録の支援、マイナンバーカードに関する相談など

職員が顔写真撮影

① ②

休日も申請
できます！

個人番号カード交付申請書を
手元に用意してください！

スマートフォンで
顔写真を撮影

交付申請書に必要事
項記入、顔写真貼付

約１カ月後
市役所から
交付通知書
が届く

市役所で
暗証番号を
設定し、
受け取り

専用サイトから申請
（交付申請書の二次元コ
ードを読み取る）

交付申請書を郵送

Ｑ　マイナンバーカードを落としたら、悪用さ
れるの？

Ａ　マイナンバーカード自体に個人情報は入っ
ていません。マイナンバーを誰かに知られ
ても個人情報を調べることはできません。

Ｑ　マイナンバーで預貯金額や医療などのあ
らゆる情報を国から監視されるの？

Ａ　マイナンバー制度は、あなたの情報を1カ
所に集めて管理する仕組みではありませ
ん。手続きを受け付ける行政職員だけが、
その手続きに必要な情報に限りアクセス
することが許されています。マイナンバー
を悪用した場合は厳しい罰則があります。

Ｑ　パソコンやスマートフォンを持っていな
くても手続きできるの？

Ａ　申請やマイナポイントの申し込みなどは、
市民課窓口でもできますので、お気軽に相
談してください。

Ｑ　マイナンバーカードを落としたり失くし
たりしたらどうするの？

Ａ　24時間３６５日体制でマイナンバーカード
の一時利用停止を受け付けしています。

　　０１２０－９５－０１７８
通話料無料、外国語にも対応（英・中・韓・
スペイン・ポルトガル）

①マイナンバーカード新規取得

最大５０００円分
②健康保険証の利用申し込み

７５００円分
＋

③公金受取口座の登録

７５００円分

＋
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問い合わせ先　税務課　☎２３－３９２２

　令和４年度の通知書を７月に送付します。通知書が届いたら内容を確認し、期限までに納付
をお願いします。

　高齢化が進み、誰もが介護に関わる可能性が
あります。
　介護をする人は、一人で悩みを抱え込んだり、
心身共に疲弊したりして、不適切な介護につな
がることがあります。また、介護される人も自
ら助けを求めることが難しい場合があり、虐待
が起きても周囲に気付かれないことがあります。
　高齢者虐待は身近な問題です。介護のことで
悩みや不安がある人、心配な家庭を知っている
人は、地域包括支援センターへ相談してください。

問い合わせ先
　高齢介護課 地域包括支援センター
　☎２５－７７９１　Ⓕ２４－８８９１

高齢者虐待の例
・良いことと悪いことを分かってもらうため、

たたくなどのしつけをする
・ベッドに体や手足をひもなどで縛る
・意図的に薬を過剰に与える
・子ども扱いする、怒鳴る、無視する
・外出をさせないなど、人に会わせないように

する
・介護が大変なので世話をしない
・本人の許可なく年金を使用する
・経済的に苦しいので、病院に
　連れて行かない
・人前でおむつを替える

　現在の被保険者証は、７月末が有効期限です。
８月から使用する新しい被保険者証（有効期限は
令和４年９月30日）は、被保険者に７月中旬以降
に『特定記録郵便』（黄色の封筒）で送付します。

令和４年８月１日 令和４年10月１日

●10月以降の被保険者証について
　２割負担新設に伴い窓口負担割合を再判定す
る必要があるため、10月から使用できる被保険
者証は９月中旬以降に送付します。なお、負担
割合の変更の有無に関わらず、被保険者全員に
送付します。詳細については、広報９月号に掲
載しますので、ご覧ください。

問い合わせ先　健康増進課 国保医療係　☎２３－３９２７
　　　　　　　香川県後期高齢者医療広域連合事務局　☎０８７－８１１－１８６６

●注意
・記載されている住所地へ送付します。住所地以

外への送付を希望する場合は、事前に郵便局で
転送の届け出を行ってください。

・紛失などには十分注意してください。
・宛名などを記載している台紙から、被保険者証

をはがして使用してください。
・新しい被保険者証の記載内容に相違がある場合

は、健康増進課国保医療係へ連絡してください。

両端が青色から
橙色（しましま）
に変更　10月から２割負担が新設されるため、被保険者証を

２回（７月と９月）送付します。７月中旬以降に送付する証は、９月末まで使用できます。
７月25日になっても保険者証が届かない場合は、健康増進課国保医療係に連絡してください。

現在使用している
被保険者証が使用できる期間

（有効期限：令和４年７月31日）

７月中旬以降お届けする
被保険者証が使用できる期間

（有効期限：令和４年９月30日）

９月中旬以降お届けする
被保険者証が使用できる期間

（有効期限：令和５年７月31日）

　一定の要件に該当し、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を
医療機関に提示すると、入院・通院時に窓口で支払う一部負担金や食事代が自己負担限度額ま
でになります。認定証は、健康増進課または各支所で事前に申請してください。

●注意
・世帯内に異動があると、適用区分が変わる場合があります。必ず届け出をしてください。
・保険料（税）を滞納していると、認定証の交付を受けられない場合があります。
・住民税非課税世帯（70歳以上の人は区分Ⅱ）で、新たに91日以上入院した人は、入院日数を

確認できる領収書などを持参し、申請してください。

問い合わせ先　健康増進課 国保医療係　☎２３－３９２７
　　　　　　　香川県後期高齢者医療広域連合事務局　☎０８７－８１１－１８６６

国民健康保険
　70歳未満と70歳以上では、限度額が異な
ります。70歳未満の人は、所得区分に関わ
らず申請が必要です。70歳以上の人は、所
得区分によって認定証の要否が変わるため、
窓口で確認してください。認定証の有効期
限は７月31日までです。令和３年度に交付
を受けていた人で、今年度も必要な場合は、
７月下旬以降に再度申請をしてください。
●申請に必要なもの
・被保険者証
・マイナンバーが分かるもの
・本人確認ができるもの（運転免許証など）

後期高齢者医療
　令和３年度に認定証の交付を受けてい
た人は申請不要です。今年度も対象者の
要件を満たす人には、新たな認定証を７
月下旬に送付します。
●申請に必要なもの
・被保険者証
・マイナンバーが分かるもの
・本人確認ができるもの（運転免許証など）
・本人または世帯員が令和４年１月１日

に市内に在住していない場合は、その
人の令和４年度の非課税証明書（住民
税・所得課税証明書）

納付方法
●普通徴収
　納付書または口座振替による納付です。
●特別徴収
　年６回、偶数月に支給される年金から天引きします。
納付方法の変更
　国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は、特別徴収
から口座振替に変更することができます。金融機関に口
座振替依頼書を提出し、税務課または各支所で納付方法
の変更手続きをしてください。

普通徴収の納期限
第１期
全　期 ８月１日(月)
第２期 ８月31日(水)
第３期 ９月30日(金)
第４期 10月31日(月)
第５期 11月30日(水)
第６期 12月26日(月)
第７期 １月31日(火)
第８期 ２月28日(火)

災害で大きな損害を受けたなど、特別な事情で納付が困難な場合は、申請すると猶予や
減免を受けられる場合があります。詳しくは相談してください。

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の
通知書を発送します 知って防ごう 高齢者への虐待

後期高齢者医療被保険者証を送ります

入院・通院時の窓口負担

市役所からのお知らせ
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新型コロナウイルス感染拡大の状況により、行事が中止・延期となる場合があります。

７月16日
会場　ハイスタッフホール
内容　銭形まつり学生音楽祭（小中高校生を中心）
　　　かんおんじおいしい物産展
　　　キッチンカー大集合（午前11時～）
　　　観音寺港～伊吹島周辺クルージング（要予約）
　　　銭形花火（午後８時～ 凪瀬町）
※銭形よさこいは実施しません。
※花火の実施が困難な場合は17日に延期します。

会場周辺は交通規制を行います。ご協力をお願い
します。

問い合わせ先　かんおんじ銭形まつり実行委員会
　　　　　　　　　　　　（観音寺商工会議所内）
　　　　　　　☎２５－３０７３

　観音寺市、三豊市、徳島県三好市、愛媛県四国中央市に在住の小学４・５・６年生を対象に、トライ
アスロン教室と大会を開催予定です。頑張る子どもたちに温かい声援をお願いします。

問い合わせ先　市民スポーツ課　☎２３－３９４１

日時　８月７日(日)午前８時30分～
場所　豊浜コミュニティセンター「海の家」
　　　一の宮公園
内容　ビデオ鑑賞と実技講習

午前10時～土

規
模
を
縮
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ぶ
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催
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彩
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ま
す

教室 　日時　９月10日(土) 午前10時～午前11時
　　　　　　　　　　　受付　　午前８時30分～
　　　　　　　　　　　開会式　午前９時30分
　場所　琴弾公園特設コース
※表彰式は午後４時20分から大野原会館で開催予定

大会

キッズトライアスロン教室・大会キッズトライアスロン教室・大会
スイム１００ｍ、バイク約２km、ラン約１kｍ

●接種開始時期　　　７月１日（金）
●接種対象者　　　　60歳以上の人または、18～59歳で基礎疾患などがあり市に事前に申告した人
●接種間隔　　　　　３回目接種から５カ月以上経過後
●使用するワクチン　７月から当分の間、武田／モデルナ社製ワクチンを使用します。
　　　　　　　　　　ファイザー社製ワクチンでの接種は今しばらくお待ちください。

●ワクチンを受けるには本人の同意が必要です
　ワクチン接種は、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、本人の意思
で接種を判断してください。周りの人に接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な対応
をしたりすることはあってはなりません。

問い合わせ先　健康増進課 新型コロナウイルスワクチン接種推進室　☎２３－３９２７　Ⓕ２５－５９００

４回目接種の効果としてどのようなものがありますか？

４回目接種の安全性は確認されていますか？

　新型コロナウイルス感染症は高齢者や一定の基礎疾患を持つ人が重症化しやすいこ
とが明らかになっており、４回目接種により高い重症化予防効果が得られます。海外
の研究では、３回目接種から４カ月以上経過した60歳以上の人にファイザー社製ワク
チンを４回目接種した場合、オミクロン株流行期に、接種後６週間経過しても重症化
予防効果が低下せず維持されていたと報告されています。
出典：Bar-On YM et al.Protection by a Fourth Dose of BNT162b2 against Omicron in Israel.NEJM.2022.

　海外の研究では、４回目接種後21日目まで重大な副反応は認めなかったと報告され
ています。

（※）対象：274人（ファイザー社：154人、モデルナ社：120人）
出典：Gili Regev-Yochay et al.Efficacy of a Fourth Dose of Covid-19 mRNA Vaccine against Omicron.NEJM.2022.

報告割合 ファイザー社・モデルナ社
50％以上 疼痛 78.8％
10～50％ 倦怠感 33.2%　筋肉痛 24.5%　頭痛 21.5%　硬結・腫脹 12.0％

１～10％ 関節痛 8.4％　37.5度以上の発熱 6.6%　リンパ節腫脹 4.7%
紅斑・発赤 8.0％　知覚障がい 1.5%　アレルギー反応 1.0%

４
回
目
接
種
に
つ
い
て
の
Ｑ
＆
Ａ

●接種予定医療機関　※医療機関は変更となる場合があります　★ファイザー社製ワクチンのみ接種予定
石川医院（大野原町） 中央クリニック（観音寺町）
おざきこどもクリニック（柞田町）★ 富田内科医院（柞田町）
香川井下病院（大野原町） 羽崎病院（栄町）
門脇医院（大野原町） 日野外科医院（柞田町）
かもだ内科クリニック（坂本町） 冨士クリニック（観音寺町）
河田医院（茂木町） 松井病院（村黒町） 
クニタクリニック（柞田町）★ 三豊総合病院（豊浜町）　 
クリニック池田 （植田町） みとよ内科にれクリニック（本大町）★
合田循環器内科医院（豊浜町） 三野小児科医院（吉岡町）★
国土外科医院（古川町） 宮崎内科医院（観音寺町）★
小林整形外科医院（柞田町） 森内科医院（八幡町）
小山医院（村黒町） もりの木おおにしクリニック（茂西町）
島田皮膚科医院（昭和町） やまじ呼吸器内科クリニック（大野原町）
清水病院（柞田町）★ 渡辺ハートクリニック内科（植田町）
たしろ医院（南町） （６月16日現在・50音順）

　４回目接種を開始します

新型コロナウイルス関連情報

A

A

Q

Q



17 16広報かんおんじ 2022年7月広報かんおんじ 2022年7月

　住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

豊 浜 図 書 館

休館日　４・11・18・25

中央図書館

★英語のおはなし会　　12日（火）11：00～11：30

★つぼみ愛書会　　　　15日（金）13：30～

★英語をたのしもう！　毎週（金）14：30～15：00

大 野 原 図 書 館

★おはなし会　　　　　９日（土）10：30～11：30

★工作教室　　　　　　２日（土）13：30～14：30

　じゃばらうちわをつくろう！

　定員：10人（要予約：豊浜図書館まで）

★おはなし会　　　　　23日（土）10：30～11：00

図書館だよりLibrary News

今月のおすすめ本

夏休みの宿題おたすけコーナー

『ゆるっと始める キャンプ読本』
こいしゆうか/著　ＫＡＤＯＫＡＷＡ

『かいけつゾロリのプログラミング
ぼうけんＢＯＯＫ ゾロリクエスト』
原ゆたか/原作　フジサワミカ/絵

ポプラ社

自由研究や工作、読書感想文など、夏
休みの宿題のヒントになる本を集めま
した。早くから準備しておけば楽しい
夏休み間違いなし！

アウトドアやキャンプブームが到来
中！道具のそろえ方や過ごし方など、
知識ゼロから楽しむキャンプの全てを
教えてくれるコミックエッセイです。

ゾロリと一緒にひらめき解決！冒険の
途中に出てくる問題を解いて、プログ
ラミングの力を身に付けよう！楽しく
学べるプログラミングドリルです。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、行事が中止となる場合があります。
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●対象
令和４年度分住民税非課税世帯（令和３年12
月10日時点で国内に住所があり、令和４年６
月１日時点で本市に住所がある世帯で、世帯
全員の令和４年度分住民税均等割が非課税で
ある世帯）

※下記に該当する世帯は除きます。
・課税者の扶養親族等のみで構成された世帯
・令和３年度分住民税非課税世帯等に対する

臨時特別給付金の支給対象世帯と当該世帯
の世帯主であった人を含む世帯

・すでに家計急変世帯分（広報かんおんじ３
月号11ページを参照）の申請・支給を受け
た世帯および当該世帯の世帯主であった人
を含む世帯

●給付額
１世帯当たり10万円

●申請方法
市から届いた確認書（７月上旬以降に発送予
定）に必要事項を記載し、同封の返信用封筒
で提出してください。

●受付期間
確認書に記載された日付から３カ月以内

問い合わせ先　社会福祉課 福祉総務係
　　　　　　☎２３－３９３０

給付金の振り込め詐欺や
個人情報の搾取に注意！

市の職員が、ＡＴＭ（現金自動預払機）の
操作や手数料などの振り込みをお願いする
ことはありません。自宅や職場などに不審
な電話や郵便があった場合は、すぐに市役
所または警察署（＃９１１０）に連絡して
ください。

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、
食費などの物価高騰等の影響を受け、家計の負担が増加し
ている実情を踏まえ、給付金を支給します。

●注意
・申請不要の人で給付金を希望しない場合は、受給拒否

の届出書を提出してください。
・児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の支給に

あたり指定していた口座を解約するなど、給付金の支
給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変
更するなどの手続きをお願いします。

申請方法など詳しくは市ホー
ムページを確認してください

ひとり親世帯 その他世帯

問い合わせ先　子育て支援課　☎２３－３９６２　Ⓕ２３－３９９３

ひとり親世帯（児童扶養手当受給者など）

〈申請が不要な人〉※６月10日に児童扶養手当の指定口座に振り込み済み
・令和４年４月分の児童扶養手当受給者

〈申請が必要な人〉
・公的年金等を受給していることにより、令和４年４月分の児童扶養手当を受けていない人

で児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満の人（非課税の公的年金給付等を
受給している場合には、その受給額を収入に含む）

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給して
いる人と同じ水準となる人

その他世帯（ひとり親世帯以外）

支給対象
・令和４年３月31日時点で18歳未満の児童（障がい者の場合20歳未満）を養育する人
（令和５年２月末までに生まれた児童も対象）
・令和４年度住民税（均等割）が非課税の人または新型コロナウイルス感染症の影響を受け

令和４年１月以降に家計が急変し、住民税非課税相当の収入になる人
〈申請が不要な人〉※６月22日に児童手当・特別児童扶養手当の指定口座に振り込み済み
　令和４年度住民税が非課税で、
・令和４年４月分の児童手当または特別児童扶養手当受給者
・令和４年５月から令和５年３月までのいずれかの月の児童手当または特別児童扶養手当の

受給資格の認定または額の改定を受けた人
〈申請が必要な人〉
・公務員世帯
・上記（申請が不要な人）以外の対象者

●給付額　　児童１人につき一律５万円
●申請期限　ひとり親世帯　　 令和５年２月28日(火)
　　　　　　ひとり親世帯以外 令和５年３月31日(金)

　 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

新型コロナウイルス関連情報


