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国勢調査

国勢調査員 を再募集します。

本年 10 月 1 日を基準として、全国一斉に国勢調査が実施されます。
国勢調査は、統計法に基づき 5 年に 1 度行われる統計調査で、日本に住むすべての人が対象となる国の最も
基本的かつ重要な統計調査です。
知内町では、調査を円滑に実施するため、国勢調査に従事していただける国勢調査員を募集していましたが、
募集人員に満たなかったため、調査員を再募集します。

●募集期間●

●募集人数●

令和２年６月１日（月）～
令和２年６月 12 日（金）まで

30 名程度

●募集要件●
①町内に居住（住所登録済）し、原則 20 歳以上で 70 歳以下の健康な方であり、
責任を持って調査を遂行できる方
②秘密の保護に関し、信頼のおける方
③警察に直接関係のない方
④選挙に直接関係のない方（立候補者や後援会事務所職員、選挙運動員でない方）
⑤暴力団員その他の反社会勢力に該当しない方

●応募方法●
   知内町国勢調査員応募用紙に、氏名、住所、生年月日、職業、電話番号、応募の動機などを記入し、
郵送または直接提出してください。
なお、応募用紙については、お問い合わせ後、役場政策調整係から配布または郵送いたします。

●任命期間●
令和 2 年 8 月下旬～ 10 月下旬（予定）

●業務内容●
①調査員説明会への出席（8 月中旬 ～ 8 月下旬）
②担当調査区の確認（9 月上旬）
③調査票の配布・回収・点検・整理・提出
（10 月上旬 ～ 10 月中旬）

●選考方法●
書類選考

●報酬額●
1 調査区 40,000 円程度
2 調査区 80,000 円程度

●調査内容●
・世帯に関する事項（世帯員の人数、住居の種類等）
・世帯員に関する事項（氏名、世帯員との間柄、国籍、職業、従業地又は通学地等）

●お問い合わせ先●
役場政策調整係（5-6161 内線 30）
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◆児童手当・特例給付について◆
児童手当は、児童の健やかな成長や家庭の安定を図るため、15 歳（中学校卒業年度末）までの児童を養育し
ている方に給付します。手当は申請した月の翌月分から支給され、支給月は 6 月、10 月、2 月です。
また、平成 24 年 6 月から所得制限が適用され、限度額を超えた方に対しては、特例給付として児童１人につ
き一律 5,000 円を支給します。

◎所得限度額表

◎令和２年度の支給日

（単位：万円）

令和２年６月 15 日（月）
：令和２年２月～令和２年５月分

扶養親族の人数

所得額

収入額

令和２年 10 月 15 日（木）
：令和２年６月～令和２年９月分

0人

622

833．3

1人

660

875．6

2人

698

917．8

令和３年２月 15 日（月）
：令和２年 10 月～令和３年１月分

◎支給額
児童手当
0 歳～ 3 歳未満
3 歳以上小学校修了前
中学生

特例給付
( 所得超過）

月額：15,000 円
月額：10,000 円

※第 3 子以降は 15,000 円

月額：5,000 円

月額：10,000 円

◆児童手当現況届について◆

※扶養親族の人数が 3 人以上の場合の限度額は、
1 人につき所得額に 38 万円加算した額

◎申請に必要なもの
1. 認定請求書 2. 振込先の金融機関の通帳
3. 請求者の保険証
4. 個人番号のわかるもの
（通知カード、個人番号カードなど）
5. 請求者の所得課税証明書
※令和２年１月１日以降に転入された方

●現況届（毎年 6 月に提出）

6 月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要です。
6 月初めに受給者の方に現況届用紙を郵送します。現況届は、毎年 6 月 1 日の状況を把握し、6 月分以降の児童手
当等を引き続き受ける要件（児童の監督や保護、
生計同一など）を満たしているかどうかを確認するためのものです。

提出期限は、令和２年 6 月 30 日（火）までです。
【現況届の提出時に必要なもの】
・現況届
・印鑑
・健康保険証、またはその写し（国民健康保険加入者の場合は不要）
・前住所の所得証明（令和２年度（元年分）児童手当用）※令和２年 1 月 1 日以降に転入してきた場合のみ
・児童が知内町内に住民登録されていない場合は、住所地から世帯全員分の住民票をとり現況届と一緒に提出してください。

※提出がない場合には、6 月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
問

詳しくは役場福祉医療係へお問い合わせください。

役場福祉医療係（内線 27）

防災ハザードマップの配布延期について

問

３月中の配布を予定しておりました「防災ハザードマップ」ですが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、
制作と配布が遅れております。
新型コロナウイルス感染症が終息に向かいましたら、早急に町内全戸へ配布しますので、ご理解をお願いい
たします。
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クマにご注意下さい !
今年は各地で例年以上にクマによる人身被害が多発しています。
農作業にあたっては、クマとの不意の遭遇に十分ご注意下さい。
クマの出没を防ぐためには
（１）農作業を行う際に注意すべき事項
・ 作業中にラジオなどの音の出るものを携帯するなど、自分の存在をアピールすること。
・ クマ類の出没情報に留意し、クマ類の行動が活発になる早朝、夕方の作業時には、周囲に気を
付けること。
・ 森林、斜面林等のそばの農地は、クマ類の出没ルートとなりやすいので特に注意し、周囲の
灌木の刈り払いなどを行うこと。
・ 頻繁にクマ類が出没する地域においては、できるだけ単独での作業は避けること。

（２）誘引物の除去
・ クマ類を誘引する生ゴミや野菜・果実の廃棄残さ等の適切な処理。
・ 農地では果樹園が被害を受けやすいところであり、収穫後の放置果実は適切に除去すること。
・ クマ類は、収穫物収納庫に入り込んで採食することもあるため、収納庫はきちんと施錠する
など、管理を徹底すること。
・ 草刈機などに使われるガソリンなどの揮発性物質も、クマ類の誘引物となるため、保管場所
等に注意すること。

もしもクマに遭遇してしまったら
（近くにクマがいることに気がついた場合）
・ 落ち着いて、クマに背を向けずに、ゆっくりとその場から離れましょう。
・ クマを驚かすので、大声を出したり、走って逃げるのはやめましょう。

第 36 回サマーカーニバル in 知内の中止について
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、８月 14 日（金）に開催を予定していた
「第 36 回サマーカーニバル in 知内」は、中止としました。ご理解のほどお願いいたします。
知内町役場・サマーカーニバル in 知内実行委員会

令和２年度知内消防団総合訓練大会の中止について
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、６月 28 日（日）に開催を予定していた「令和
問

２年度知内消防団総合訓練大会」は、中止としました。ご理解のほどお願いいたします。
渡島西部広域事務組合

知内消防署

５- ５０６４
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５月から６月の北海道は、
桜が満開を迎え、
初夏を迎える清々しい四季を感じる季節であ
りますが、依然として、終息の見えない新型
）の感染が続く中、
コロナウイルス（ Covid-19
３月、４月初旬から５月末（予定）までの緊
急事態宣言に伴う全道の学校休校（園）を余
儀なくされ、教育現場においては、児童生徒
も、様々な不安やストレスを今後どのように
解消していくことができるか心配が一杯であ
ります。
世界的なコロナ感染の状況でありますが、

最後に５月 日ＮＨＫ朝ラジオ放送で聴い

ら、我々自身「新しい行動様式」を受け入れ

なりません。１～２年の長期戦を覚悟しなが

存・共生しながら、ワクチン開発を待たねば

示しながら、新型コロナと戦うとともに、共

温かくなっていただけたら！

作成した曲の歌詞を掲載します。

ビス「カタリバオンライン」の音楽クラブで

た、ＮＰＯ法人「カタリバ」が提供するサー

のスムーズな再開に向けた中長期ビジョンを

ながら、意識改革とともに、価値観の転換も

＊オンラインだけで

会ったこともない子ども達が

うにしながら、これからの世界を生き抜いて

て、新たな意欲やモチベーションを持てるよ

心の不安やストレスを解消することによっ

その一つ一つの課題をクリアし、児童生徒の

おいても、かなりの負担を強いられており、

活動をストップさせられ、精神面、健康面に

どこにいても心つなげたい

約束しよう 優しい気持ち！

離れていても感じあえる

集まれないけど 集まろうよ！

春に見つけたご機嫌な場所

どんどん今日が生まれて来る

世界中が止まっても いつも朝が来て

コロナに負けない気持ちを歌に＊

行くことができる価値観の醸成をサポートし

そしていつか 君の街で会えたら！
うな観点で、これから始まる新しい教育活動
の指針の参考になればと想い、めざす人間像
を掲げておきます。
◇ 広い視野を持った人間
◇ 自分の生きる道を考え、努力できる人間
◇ 多様な価値観を許容できる人間
◇ 人の痛みを理解し、寛容な気持ちのある
人間
◇ 人の幸福を応援できる人間
◇ ありふれた日常に感謝できる人間

幸福の追求を目指しながら～

～常に「笑顔」を忘れることなく

新しい教育環境の設定に苦慮しながら～

～３密（密集・密接・密閉）回避を

変化していくことを祈りながら～

～新しい価値観の「絆のある世界」へと

自分の周りから育てながら～

ない「優しい世界」を

～不寛容・中傷・差別・格差・攻撃の

ていくことも重要になっていきます。次のよ

するのではなく、この３ヶ月間、様々な教育

課題としては、遅れた教育活動の回復を主と

ただ、教育現場に目を向けますと、喫緊の

求められていくのではないでしょうか。

将人

14

小松
園長
知内幼稚園

『 コ ロ ナ 後の世界』の想いを 馳 せ て

世界では感染者数が４８１万人、死亡者数
３１万人を越え、今後はアフリカ諸国にも拡
大していく可能性もあります。東アジアにお
いては、日本以外の隣国、中国・韓国・台湾は、
都市封鎖、入国禁止、ＰＣＲ検査の徹底実施
で一定の封じ込めに成功し、新たな経済活動
がスタートしようとしています。今後、第２
波、第３波が来たとしても、確実な対応策で
乗り切ることが想定されます。一方で、日本
においては、２月札幌雪祭り開催（北海道）
、
３月東京オリンピック開催延期決定までの期
間、
様々な準備を含めた初期対応の遅れから、
現状、終息の方向性さえ不確かなままであり
ます。１月末からの２ヶ月間の空白期間が、
日本の現状を生み出したとも言えるのではな
いかと、私自身、推察しております。今後の
不安として、ＰＣＲ検査の徹底検査を含め、
医療崩壊、介護崩壊（現実になりつつある）
の危機を回避しながら、経済活動、教育活動
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◆徴収猶予特例制度の Q ＆Ａ◆
Ｑ

「事業費に係る収入」とは何ですか。

Ａ

「事業等に係る収入」とは、法人の収入（売上高）のほか、個人の方の経常的な収入（事業の売上、
給与収入、不動産賃料収入等）を指します。
個人の方の「一時所得」などについては、通常、新型コロナウイルスの影響により減少するもので
はないと考えられますので、「事業等に係る収入」には含まれません。

Ｑ

対象期間の損益が黒字の場合でも特例の利用はできますか。

Ａ

黒字であっても、収入減少などの要件を満たせば特例を利用できます。

Ｑ

フリーランスも特例の対象になりますか。

Ａ

フリーランスの方を含む事業所得者は、収入減少などの要件を満たせば特例の対象になります。

Ｑ

パートやアルバイトの場合も特例の対象になりますか。

Ａ

パートやアルバイトを含む給与所得者は、収入減少などの要件を満たせば特例の対象になります。

Ｑ

白色申告の場合も特例の対象になりますか。

Ａ

白色申告の場合も、収入減少などの要件を満たせば特例の対象になります。

Ｑ

「遡って特例を利用する」とはどういうことですか。

Ａ

例えば未納の地方税について、延滞金がかかるほかの猶予を受けている方は、特例に切り替えるこ
とにより、はじめから延滞金がないものとして猶予を受けることができます。（既に延滞金を納付済
みの方は、その還付を受けることができます。）

Ｑ
Ａ

収入や現預金の状況が分かる書類とはどのようなものですか。
例えば売上帳や現金出納簿、預金通帳のコピーなどが該当しますが、書類の提出が難しい場合には
口頭により状況をお伺いします。
また、例えば前年の月別収入が不明の場合には、以下のような方法により収入減少割合を判断する
こともできます。
- 年間収入を按分した額（平均収入）と比較
- 事業開始後１年を経過していない場合、令和２年１月までの任意の期間と比較

Ｑ

収入が２０％減少していない場合、猶予はできませんか。

Ａ

特例の要件を満たさない場合でも、他の猶予制度を利用できる場合があります（通常、年１．６% の
延滞金がかかります）。詳しくは役場税務係にご相談ください。
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無担

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ

保・

延滞

金な

徴収猶予の「特例制度」

し

○新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は
１年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
○担保の提供は不要です。また猶予期間中の延滞金もかかりません。
※１

猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただく
ことも可能です。

※２

徴収の猶予とは、納期限を延長するものであって、免除や税額が減額となるわけではありませんので、
必ず納付していただく必要があります。

◆対象となる方◆
以下①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者（個人法人の別、規模は問わず）が対象と
なります。
①新型コロナウイルスの影響により、令和２年２月以降の任意の期間（１か月以上）において、
事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね２０％以上減少していること。
②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の
事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

◆対象となる地方税◆
・令和２年２月１日から令和３年１月３１日までに納期限が到来する個人住民税、
地方法人二税、固定資産税などほぼすべての税目（証紙徴収の方法で納めるものを除く）
が対象になります。
・これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税（他の猶予を受けているものを含む）
についても、遡ってこの特例を利用することができます。

◆申請手続等◆
・関係条例の施行から２か月後（令和２年６月３０日）
、又は納期限のいずれか遅い日まで
に申請が必要です。
・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難し
い場合は口頭によりお伺いします。
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納期を過ぎると延滞金が発生します。今すぐ納めましょう！〈税務係〉

★ 6 月は町道民税第 1 期・国民健康保険税第 1 期の納期です。
ちからのお知らせ
ちからのお知らせ

ま
ま

令和２年度から保険税・保険料の
税率等が変わります
問

を送るための大切な財源ですので、納期内の納
付をよろしくお願いします。

●必ず所得の申告を！
国民健康保険税の算定は、住民税（町道民税）

国民健康保険税、介護保険料とも申請が必要

です。詳細については、６月中旬に発送される

令和２年度の通知書にお知らせを同封しますの

で、そちらをご確認の上、申請をお願いします。

なお、後期高齢者医療保険料の減免について

●「傷病手当金」について

（※）事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入を指します。

の申告による所得を用います。未申告の場合、 は、別途決定次第お知らせします。
軽減判定の適用ができなくなる事や、高額療養
費の自己負担限度額の判定で不利になることが
ありますので、必ず申告しましょう。

国民健康保険（又は後期高齢者医療保険）加

与等が支払われない、
または減額されたとき、「傷

まずは役場保険係までご相談ください。
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●期限内に収めましょう
令和２年度国民健康保険税納税通知書を６月
中旬に郵送します。６月から 月までの７回に
分けて納めていただくことになりますので、納
期内納付をお願いします。

●国保税を滞納した場合
国民健康保険税を滞納した方には、保険証を
返還していただき「資格証明書」を交付します。

入中の被用者で、新型コロナウイルス感染症に

新型コロナウイルス感染症の影響により、主

病手当金」を受け取れることがあります。
「４日

感染又は感染疑いのため仕事を休み、その間給
たる生計維持者の事業収入等（※）が前年と比

以上休んでいること」
「休んだ期間について、給
護保険料の減免が受けられる制度があります。

与等がもらえないこと」等の要件があります。

べて３割以上の減少が見込まれる場合などの要

●新型コロナウイルス
病院を受診された際、医療費の全額が自己負担
に係わる減免について
となります。また、預貯金や生命保険等の財産
の調査や差し押さえ等が行われることもありま
す。
災害や所得の大幅な減少など特別な事情で納
国民健康保険税は皆さんが健康で安心な生活

【打】

皆さんの 健康守る 国保税

12

付が困難な時は、役場税務係へご相談ください。 件を満たす世帯を対象に、国民健康保険税、介

〈今月の標語〉

役場税務係（内線 31・37・44）
役場保険係（内線 28・29）
・国民健康保険税に関すること
・介護保険料・後期高齢者医療保険料に関すること

ま ちからのお知らせ

shiriuchi town information

お い し く 食 べ て、健 康 で 長 生 き

しい」と感じている人は平均で約

◆歯周病を予防して

歯と体の健康を守りましょう！

歯周病の直接の原因は「歯垢（プ

本の歯を保っているという結果が報
自分の好きなものや豊富なおいし

ラーク）
」
。プラークとは歯の表面や

告されています。

り体に吸収するためには健康な自分
い食材を食べ続けていくためには、

歯と歯の隙間に付着した細菌の塊で

をするために欠くことができない

の歯を保ち続けることが必要です。

年齢問わず健康な歯の本数を保って

す。このプラークを減らしていくこ

とを「プラークコントロール」とい

い、歯周病予防に最も効果的なセル

残念なことに、
「歯周病」で歯を

めのセルフケアも忘れずに取り組ん

の歯科検診など、歯を健康に保つた

また、規則正しい生活習慣や定期

◆歯を失う最大の原因は歯周病

失う人は増えてきており、特に高齢

フケアです。

になると歯周病で歯を失う比率は高

正しい歯磨きの習慣の継続と口の中
のチェックが重要です。歯周病を放
置すると、やがて抜歯を余儀なくさ
れてしまいます。

◆全身の健康は歯の健康から
肥満や生活習慣病予防の観点から
も、いろんな食材をバランスよく食
べることが重要であり、自分の歯で
なんでも噛み、食べられるというこ
とは、
食生活を豊かにすると同時に、
健康の維持・増進、病気の予防につ

でいきましょう！

歯の寿命を延ばし、国民の健康の保

くなります。
歯周病は、歯の生えている歯肉や

みです。
毎年この機会に、今一度「歯と口

あごの骨が徐々に破壊されていく病

本

本

本 ～ ５本

気です。
歯周病にならないためには、

の健康」
について考えてみましょう。

◆おいしく食べるには、
歯は何本必要？

本～

・ たくあん、フランスパン、堅焼
きせんべい、するめ
→
豚肉、きんぴらごぼう
→
→

・ナス、バナナ、うどん

本～

・ せんべい、れんこん、かまぼこ、

28
17

１５００人以上を対象とした調査

ながります。

（１）プラークコントロールのために
・食後２０分以内に歯磨きをしましょう。
・デンタルフロスや歯間ブラシなど自分にあった
方法でプラークをこすり落としましょう。
・歯ブラシは清潔なものを使用し、約１～２か月
に１回は新しく交換するとよいでしょう。
（２）歯によい習慣の継続を
・栄養バランスの取れた規則正しい食事を心がけ、
しっかり噛んで食べましょう。
・歯科で定期的に歯石を除去しましょう。
・虫歯などの歯科疾患は放置せず、歯科医に相談
し、適切に治療しましょう。

発見・早期治療を徹底することで、

いくことが大切です。

６月４日～６月 日を「歯と口の

「歯」
。食事を楽しみ、栄養をしっか

20

持増進を目的に実施している取り組

診）の定着、併せて歯科疾患の早期

予防の適切な習慣（歯磨きや歯科健

康について考え、正しい知識と虫歯

健康週間」として、より歯と口の健

10

で、食事が「とてもおいしい・おい

広報しりうち 令和 2 年 6 月号
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18

6

0

問

歯を健康に保ちましょう！

5-3506
保健センター
From Health Center

保健師 です
ちは
こんに

保健師・栄養士による健康相談を行っています。
（保健センター）
・健診で要指導と判定された方
・血圧や血液検査の結果が気になる方
・お腹周りが気になる方など
お気軽にご相談ください。

