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確定申告の受付は
4月15日（木）まで

所得税・個人事業税・住民税の確定
申告の税務署 および市町村窓口受付
は、4月15日（木）までです。会場内の

かんわ

混雑緩和のため、税務署の確定申告
会場への入場には、整理券が必要です。
整理券 は各会場で当日配付 しますが、

ライン

LINEから事前発行も可能です。
，，んなんしょう

新型コロナウイルス感染症の感染
リスクを軽減するため、バソコンやス
マー トフォンでご自宅から申告できる

イー タックス

e-Taxをぜひご
利用ください。

詳しくは、ウェ
ブサイトをご覧
ください。

I確定申告 1 
►道庁税務課
TEL.011-204-5060

国税庁e-Taxキャラクタ＿
イータ君

祖撼犬への理解と
支援をお願いします恣蒻

身体障害者補助犬法では、
不特定多数が利用する公共

しわ

的施設、ホテル、スー パー 、レ
どうはん こlt

ストランなどで、盲導犬の同伴を拒んではな
らないこととされています。

障がいのある方たちの自立や社会参加を
そくしん

促進するために盲導犬に対する理解を深め、
さまざまな場所で盲導犬の同伴が受け入れら
れるよう積極的な取り組みをお願いします。

また、新型コロナウイルスの感染拡大によ
言言よう

り、企業や個人から北海道盲導犬協会への寄
付が哭羅に減少し、盲導犬の育成などに厖畜

およ ！まきん

を及ぽしています。募金活動への協力もよろ
しくお願いします。

［北海道盲導犬 I�、う

►（公財）北海道盲導犬協会
TEL.011-582-8222

ふく し

►道庁障がい者保健福祉課
TEL.011-204-5278 璽

高病原性鳥インフルエンザを
発生させないために

高病原性鳥インフルエンザは、ウイルスを
持つ野烏、野鳥のふんに触れた野生動物や

かい にわとり

人•ものを介しで鶏やアイガモなどに感染し
ます。北海道での発生を防ぐために、次の点
に注意してください。

●鶏の飼育震場には、必要がない限り
立ち入らない

しがい す で さわ

●弱った野烏や死骸に素手で触らない
しんこう れらく

（見かけたら総合振興局・振興局に連絡を）
ぬま

●湖や沼、川などで野烏に近づきすぎない
●野鳥のいる水辺などを

訪れたら靴底を洗う

l 北海道 鳥インフルエンザ）、□罰
ち�くさん

►道庁畜産振興課（家きんについて）誓
丑遵

丑；
こついて）

奮

サイバー犯罪への
対策を強化しましょう

2月1日～3月18日は、政府による「サイバーセキュリ
ひがい あ

ティ月間」です。サイバー犯罪の被害に遭わないように、
対策を強化して、インターネットを安全に利用しましょう。

● ID やパスワー ドをしつかり管理
●パソコンやスマー トフォンにはウイルス対策ソフト

をインストール
●基本ソフト(OS) やウイルス対策ソフ

トは最新の状態に
てんぶ

●身に覚えのないメールの添付ファイル
やURLは開かない
しんらい

●信頼の おけないサイトなどからソフト
ウェアをダウンロ ー ドしない

●定期的にバックアップデー タを保存

サイバー

セキュリティ
ひろば. ---

1 道警 サイバーセキュリティひろばl t� 
►北海道警察

サイハーセキュリティ対策本部
TEL.011-251-0110

知事から予算案 4件、条例案 15

件、その他の案件13件が提 案さ
れ、原案可決すると ともに、前会 よ

けいぞく しん さ にん

り継続審査の決算案件4件を認
てい

定 議 決しました。報告のみの案件
は6件で した。また、議員や委員会
から提出された意見 案 8件を原
案可決しました。

●高レベル放射性籠桑物最終処
ぷんけん

分場選定の文献調査について、
しんちょくじょう言ょう

調査に係る進捗状況と成果や
は あく ていねい

課題の把握、道民への丁寧な説
明や正確な情報 提供など、概要

いな せ蒙

調査に進むか否かを迫られるま
し さく

での約2年間どのように施策を
講じていく考えか。

●1年単位の変形労働時間制の
導入について、その前 提となる
教職員の時間外勤務の縮減 お

あわ

よび導入に併せて 行う 時間外
勤務 縮減のための施策に今後
どのように取り組む考えか。

い りょう

●医療従事者の確保、PCR検査
じうじつ

体制の充実、感染者情報の公表
ひ ぼう

のあり方、誹謗中傷を防ぐため
の取り組みなど 、市町村と の連

けい

携に今後どのように取り組む考
えか。

こ よう

●長年地域の経済や雇用を支え
てきた製紙業など 製造業 の事
業再編等 、コロナ禍の影響に
今後どのように対応していく考
えか。

◎知事提出案件
●予算案4件

いっばん

令和2年度北海道一般会計補正
予算など

◎議巽ゞ委貝会塁出案件
●意見案8件

住ま いと暮らしの安心を確保
する居住支援の強化を求め る
意見書など

1階展示コーナーでは、道議会の
しょうかい

歴史、役割等を紹介する「基本展示」
き かく

のほか、期間を限定した「企画展示」

を行っております。

げじ社

令和3年第1回定例会は2月下旬に
ちうけい

開会の予定です。議会中継はスマー ト
フォンでもご覧いただけます。

議会中継・録画、議会の日程、会謹
録、勝畜'•見学案内、議会時報などを
ご覧いただけます。

しょうさい

質問などの詳細は、冊子「北海道
議会時報」でもご覧 いただけます。

ぇっ邸

各振興局等での閲覧のほか希望者
への配布もしますので、下記電話番

I 
！号までご運絡ください。
’ ' 

I 北海道議会 l 
►議会事務局政策調査課
TEL.011-204-5691

『⑤は‘と、ン
‘

卜：］釦
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北海道コカ・コーラ
ボトリング（株）の
「い・ ろ・は•す

天然水555ml」
24本入をプレゼント！ Qヂ北海遵e号＜ブロジェクト

北海道の天然水「い ・ ろ ・は ・ す 天
然水555ml」の売り上げの一部は、
北海道の豊かな水讀境の保全活動
に役立てられています。

「い・ろ・は・ す天然水555ml」は100％リサイクルペット素材を使用しています。一 けいさい

本紙へのご意見・ご感想（今回の掲載内容について）、
ねんれい

住所、氏名、年齢、電話番号を明記の上、ハガキまたは
ウェブサイトでご応募ください。
〒 060-8588（住所不要）

こうほうこうちょう

北海道広報広聴課「広報紙3月号
おいしい道産品プレゼント」係
I 広報紙ほっか いどうlg図

掲載記事の関連ページ、広報紙のバックナンバーなどの閲覧も上記からアクセス
できます。応募いただいた方の個人情報は、当プレゼントの発送以外には使用い
たしません。※1月号のプレゼントには、3,693件の応募 をいただきました。

ef盟
lみんなの文字）

この広報紙は環境に優しい植物性インキを使・
用しています。本文には見やすいユ＝バーサル
デザインフォントを採用しています。

5,229,075人（前年同月より39,091減）
もと

※人口は毎月公表される統計資料に基づき直近のデータを掃載しています。

次号 の
お知らせ

6月号は5月に
配布開始の予定です。

発行／北海道総合政策部知事室広報広聴課
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
TEL.011-204-5110 FAX.011-232-3796 

加入者の皆さまの医療と健康
を支えるため、このようなご負
担につきまして、何卒、ご理解
をいただきますようお願い申し
上げます。

現行

10.41 °/4。

健康保険料率

令和3年3月分～

•10.45%

保険料寧を抑えるための取り絹みは？｀

●加入者の皆さまの健康を支える「健診受診率 の向上」や
「建診後の健康サポート（特定保健指導）」をさ らに推進
していきます。
※健康サポートにおいてビデオ会議サービス(Zoom)を活用した

オンライン面談を開始しました。
●医療費軽減につながる「ジェネリック医薬品の使用」及び

「医療機関への適切な受診」を積極的に勧めています。

主な取り 組みとして、 「個人宛の受診
勧奨」「土・日の休日健診」 「検診車に
よる集団健診」「 自己負担無料の家
族健診」などを実施。令和元年度の
40歳以上の北海道支部加入者の健診
受診率は49.2 ％となっています。

現行

介護保険料率

令和3年3月分～

1.79% 

ジェネリック
医薬品の使用促進

一

ジェネリック医薬品に変更した場合
の自己負担の軽減額を加入者の皆
さまに お知らせしています。ジェネ
リック医薬品の使用割合は年々増加
しており、現在、北海道支部加入者の
使用割合は80％を超えています。

＊ 1.80% 

医療機関への適切な受診

加入者の皆さまに対し、夜間や休日に医療
機関へ受診した場合や、紹介状を持たずに
大病院へ受診した場合に削増料金がかかる
等、 「医療費の節約Jにつながるポイントを
お 知らせしています。なお、詳細については
協会けんぽホームページをご確認願います。

①全国健康保険協会北海道支部
協会けんぽ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

〒060-8524 札幌市北区北7条西4-3-1 新北海道ビル

TEL.011-726-0352 （代表）
受付時間／平日8:30~17:15

協会けんぽ北海道支部は

望 Twitter
@kenpohokkaido 

で、各種健康情報を
お届けしています。
ぜひご覧ください。

瓢信詈
•コロナ禍の病院受診
•お薬手帳の有効活用など

フォロ ーをお願いします

※協会けんぽ以外の保険者（健康保険組合等）に
ご加入の方の保険料等については、それぞれ
の加入する保険者へお問い合わせください 。

※
こ
の
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