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○北海道警察官募集のお知らせ○
令和２年度第２回北海道警察官採用試験が行われます。
「悪は許せない」「困っている人を助けたい」「北海道のために働きたい」そんな思いを持っている方々、私たち
と一緒に働きませんか。
受験資格のある方や、その御家族・御親戚の方、どなたかに受験を勧めたい方も、お気軽にお問い合わせください。
●受験資格
・Ａ区分
学校教育法による大学（短期大学を除く。
）等を卒業した方で、令和３年３月末までに卒業見込の方を含み
ます。
・Ｂ区分
Ａ区分以外の方。
・年齢
Ａ、Ｂ区分ともに昭和 63 年４月２日から平成 15 年４月１日までに生まれた方
●願書配付、受付期間
令和２年７月１日（水）から８月 21 日（金）までの間 ※電子申請は午後５時半まで。
●第１次試験日
令和２年９月 21 日（月・祝）
●採用予定人数
・男性Ａ区分 160 名程度
・女性Ａ区分 50 名程度
・男性Ｂ区分 155 名程度
・女性Ｂ区分 55 名程度
▽問い合わせ先 木古内警察署（℡０１３９２‐２‐４１１０）
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○自衛官募集について○

自衛官候補生
身
分：特別職国家公務員
募 集 種 目：陸・海・空自衛官候補生
対 象 者：日本国籍を有する、18 歳以上 33 歳未満の方
試 験 日：受付時にお知らせします。
俸 給 等：自衛官候補生 月額 142,100 円（入隊後３か月間）
自衛官任用一時金
221,000 円（２士に任官した翌月に支給）
※ 任期生自衛官任官後、月額 179,200 円（2020 年６月現在）に加えて、年２回の期末・勤勉手当が支給
されます。また、宿舎費は無料で、食事（月額約 27,000 円相当）
、制服・作業服・ワイシャツ・靴・
その他の被服類、寝具等も支給又は貸与されます。
◇ 休日・休暇：週休２日制、祝日、夏季・年末年始の特別休暇、年間 24 日の年次休暇等
◇ 試 験 会 場：陸上自衛隊函館駐屯地内
※ 採用後「自衛官候補生」
（特別職国家公務員）に任命され、
自衛官となるために必要な基礎教育訓練を行い、
自衛官候補生として所要の教育を経て、３か月後に２等陸・海・空士（任期制自衛官）に任官します。

２ 一般曹候補生
◇ 募 集 種 目：一般曹候補生
◇ 対 象 者：日本国籍を有する、18 歳以上 33 歳未満の方
◇ 試 験 日：受付時にお知らせします。
◇ 試 験 会 場：陸上自衛隊函館駐屯地内
３

その他・詳細について
役場総務係又は、
自衛隊函館地方協力本部松前地域事務所（℡０１３９‐４２‐３７７４）までお問い合わせください。
Ｅメールでの資料請求は hakodate.pco-matsumae@rec.gsdf.mod.go.jp
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★７月は固定資産税・国保税の納期です。
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44

８件

109,249 円

・合 計

15 件 463,349 円

役場税務係︵内線 ・ ・ ︶

・その他

問

り︑今現在存在しないのだが⁝︒
﹂などの問い合
わせが増えています︒家屋の全部または一部を
取り壊した場合は﹁家屋滅失届﹂を必ず提出し

また︑届出がない場合︑次年度以降も課税さ

354,100 円

固定資産税の調査にご協力ください！

●土地・ 家 屋 を 現 状 調 査 し ま す
当町では︑固定資産税を適正に課税するため︑
土地や家屋の現状を数年ごとに調査することと
調査の際は︑税務職員が︑土地・家屋の所有

れてしまいますので︑取り壊した際には必ず届

てください︒なお︑法務局で取り壊し 滅
(失 登
)
記が済んだ方は︑届出の必要はありません︒

者やそのご家族の方に︑現地で聞き取り又はお

出をしてください︒

しています︒

問い合わせさせていただくこともありますので︑

※未登記の家屋については︑役場へ必ず届出が

売買︑相続︑贈与などにより所有者を変更し

︵１︶登記家屋⁝

●所有者の変更手続き

必要です︒

ご協力お願いします︒
なお︑調査の結果によっては︑次年度からの
税額が増減することがありますが︑適正な課税
のため︑ご理解をお願いします︒

●家屋の新 築 ・ 増 築 に つ い て

７件

37

た場合︑法務局で所有権移転登記をしてくださ
い︒

住宅や物置︑車庫︑倉庫︑店舗などの家屋を
新築︑増築した場合は︑家屋評価が必要となり

︵２︶未登記家屋⁝
変更届﹂を提出してください︒

・預貯金

〈今月の標語〉
税金で 悩みがあるなら すぐ相談 【舘】

31

表示登記をするか︑役場税務係へ﹁家屋名義

ますので︑役場へ必ずご連絡ください︒
また︑用途変更した方は︑届出が必要となり
ます︒
※家屋が完成した翌年から課税されます︒
︵基準日１月１日︶
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●家屋を取 り 壊 し た 際 の 手 続 き
年々︑
﹁この家屋は 年以上前に取り壊してお
10
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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〉

令和２年度の差押累計

（令和２年６月 16 日現在）

旬のほうれん草が無償提供されました

知内町ほうれん草生産組合から知内町学校給食センターへほうれん草

４キロが無償提供されました。

ほうれん草は月２〜３回の頻度で町内の各小学校や幼稚園、中学校の

学校給食へ使用され、その度に提供されます。

ほうれん草を受け取る本間教育長（左）と
橋本組合長（右）
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新型コロナウイルス感染症支援制度のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、町では２つの支援事業を新たに開始しています。

知内町新型コロナウイルス感染症対策修学支援金
●目的●
学費等を負担している保護者の家計急変や学生本人のアルバイト収入の激減などにより、経済的に困窮してい
る学生が増えていることから、学業の継続と保護者の負担軽減を図ることを目的に修学支援金を給付します。

●給付対象者●
住民税の申告で学生を扶養し、令和２年６月１日現在で知内町の住民基本台帳に登録されている保護者。
※学生とは、
「大学」
・
「短期大学」
・
「高等専門学校（４年、５年）
」
・
「専修（専門）学校」
・
「大学院」のいず
れかに在籍する者とします。

●支援金の額●
学生１人につき５万円

●申請方法●
知内町教育委員会学校教育課（☎０１３９２‐５‐６８５５）に①〜③の関係書類を添えて申請してください。
①新型コロナウイルス感染症対策修学支援金支給申請書
②扶養する学生の在学証明書
③振込口座の写し
※①に関して、様式は町 HP からダウンロードしていただくか、上記申請場所までお越しください。

●申請期限●
令和２年８月 31 日（月）まで

「新型コロナウイルス感染症」の何でも相談窓口について
◎各種支援金・給付金など
⇒

知内町臨時特別出産祝金

役場政策調整係

０１３９２ ‐ ５ ‐ ６１６１

◎健康相談など
⇒

保健センター

０１３９２ ‐ ５ ‐ ３５０６

●目的●
特別定額給付金（１人あたり 10 万円）の対象とならない子を対象に臨時特別出産祝金を支給し、子育てに伴
う経済的負担の軽減を図ります。

●給付対象者●
知内町の住民基本台帳に登録されている者で、令和２年４月 27 日以降から令和３年３月 31 日までに出生し
た子どもを養育する父又は母。

●交付額●
子ども１人あたり 10 万円

●申請方法●
出生届を町に提出する際に手続きを行います。

●申請場所●
知内町生活福祉課 福祉医療係（☎０１３９２ ‐ ５ ‐ ６１６１）
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緑化推進活動へ助成金を交付します！
知内町森と緑の会では、自然保護と環境緑化を目的とした緑化推進等の活動に対し支援します。
〇対象

〇申込期限

◇町内に居住する人が代表である町内の団体
◇町内に主たる事務所を有する法人

令和２年７月末

〇補助金額
上限５万円
◇当会において審査を行い決定します。
◇緑化推進活動への助成は、皆さんの「緑の羽根」募金等を活用し行われている事業です。
◇募金状況や予算の都合上、助成金を交付できない場合があります。
※事前に下記お問い合わせ先までご相談ください。

〇補助できる活動条件
◇令和２年度中に行う緑化推進等の活動。
◇知内町森と緑の会の活動趣旨に基づく樹木の植栽等を行う事業。
◇環境保全若しくは緑化の推進に係る教育、研修若しくは啓発活動又は緑化計画の調査、若しくは立案を
行う事業。
◇特定個人及び団体のみの利益目的ではない事業であること。
◎補助金を活用するには事前に申請書等の提出が必要となりますので、詳しくは下記の事務局まで
ご連絡ください。
お問い合わせ先／知内町森と緑の会 事務局（知内町役場
☎０１３９２ ‐ ５ ‐ ６１６１

産業振興課

林業振興係）

FAX：０１３９２ ‐ ５ ‐ ７１６６

「健康マイレージ事業」をご利用ください！
より多くの町民のみなさんに健康への関心を高めてもらうため、令和２年４月より、
「健康マイレージ事
業（健康ポイント制度）」を開始しました。
これまで新型コロナウイルスの感染予防のため事業を中止しておりましたが、６月から保健センター事業
を再開しています。ぜひこの機会に保健センターをご利用ください。
◇事業の流れ
①町の実施する保健事業を利用することにより、ポイントカードを発行します。
②ポイントが付与される事業は下記の通りです。１つ利用につき１ポイント付与します。
●各種健診、検診（乳幼児の健診、結核検診 など）
●保健指導（特定保健指導、重症化予防指導）
●健康教室（保健センターが主催する健康教室）
●健康相談（子育てに関する健康相談 など）
●予防接種（小児定期予防接種、任意予防接種 など）
③ 10 ポイント獲得により、町指定のゴミ袋（青色 45ℓ 10 枚入）1 袋と交換。
④年間 10 ポイント獲得者より、抽選で 10 人に知内商工会商品券 3,000 円分をプレゼントします。
問

※応募箱は、保健センターと役場に設置します。
詳しくは、保健センター（５−３５０６）へお問い合わせください。
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◎ 主な事件・事故関係
知内町内発生の倉庫荒らし

問

５︲６１６１

︵３︶運転重点

２ 水難の防止

〜水難事故を防ぐために〜

︵１︶指定された遊泳区域内で︑泳ぎ

ア 飲酒運転の根絶
イ 子供と高齢者の交通事故防止

8
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知内町防犯協会
木古内警察署

ましょう︒

り多くの危険が潜んでいます︒潮が沖

遊泳禁止区域では︑急な深み等があ

ウ スピードダウンと全席シートベ
ルト着用
エ バイクの交通事故防止

に流れていく離岸流もあるので注意し

７月は︑暑さや長距離運転による疲

︵２︶子供から目を離さないようにし

︵４︶夏季の交通事故防止のポイント
４件

労等が重なって注意力が散漫となり︑

あります︒

波の力で倒れ︑沖に流される危険が

ましょう︒

３件

２︲４１１０

７件

◎ 交通事故関係
○物損事故
０件

︵１︶木古内町

○人身事故

４月中に連続発生した知内町内漁業
︵２︶知内町

犯人を検挙！
関係者所有の倉庫荒らし事件の犯人を

ましょう︒
単独事故が増加する傾向にあります︒

居眠り運転による正面衝突事故や車両
５件

︵３︶内訳
車×車

検挙しました︒
町民や企業の方々からご提供いただ

ア 車に乗ったら︑全ての座席で

保護者の方は︑水辺で遊ぶ子供から

２件

シートベルトを正しく締めましょう︒

目を離さず︑近くにいるようにしま

しょう︒

︵３︶体調不良時や飲酒後は泳がない

ようにしましょう︒

体調不良時やお酒を飲んだ後は︑呼

泳がないようにしましょう︒

吸が乱れやすく溺れる危険があるので
間おきに休憩しリフレッシュしましょう︒

︵４︶釣りをする時は︑必ず救命胴衣

また︑長時間運転をする際は︑ ２時

休憩を取りましょう︒

に十分注意し︑眠気を感じたら直ちに

ウ 暑さや疲れによる集中力の低下

い越しはやめましょう︒

イ スピードの出し過ぎ︑無理な追

車単独

れます！

︵１︶
﹁夏の交通安全運動﹂が実施さ

もうしたよ

うしろの席も

ベルトした？

１ 夏の交通安全運動の実施

◎ 広報啓発関係

いた目撃情報や防犯カメラの映像等が
重要な捜査資料となりました︒ご協力
ありがとうございました︒
防犯カメラ等は︑犯罪の抑止と捜査
に欠かせない大変重要なツールです︒
皆さんの大切な財産を守るため︑個
人・町内会・企業などでの設置を是非
ともご検討ください︒
また︑木古内警察署では防犯カメラ

︵５︶７月 日︵月︶は︑

高波時の防波堤や滑りやすい岩場︑

交通安全運動は︑道民一人一人が交
通安全を自らのこととして捉え︑交通

皆さん一人一人が﹁飲酒運転をしな

流れが速い岸辺などには近づかず︑安

等の設置に関する相談やアドバイスも

ルールの遵守や思いやりのある交通マ

い︑させない︑許さない﹂という気持

全な場所で行いましょう︒

着用して安全航行に努めましょう︒

危険な運転はせず︑必ず救命胴衣を

らないようにしましょう︒

︵５︶水上オートバイは遊泳区域に入

を着用しましょう︒

行っておりますので︑お気軽にご連絡

ナーの実践によって︑交通事故防止を

ちで︑北海道から飲酒運転を根絶しま

﹁飲酒運転根絶の日﹂です！

ください︒

図ることを目的としています︒

しょう！

13
︵２︶運動期間
22

７月 日︵月︶〜７月 日︵水︶の
13

13

日間︵７月 日は飲酒運転根絶の日︶
10
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問
役場戸籍住民係（内線 26）

9
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コ ラ ム

が︑私なのです︒今から 年前︑高校野球の審
判員として初めて円山球場に派遣していただき

６月より学校が再開されました︒しかし︑コ
ロナ禍の影響により学校現場は︑衛生管理の徹

す︒

届くよう各種団体を通じ︑寄付したいと思いま

早速マスクを知内高校生徒会から必要な方々に

あったようです︒ご協力に感謝申し上げます︒

した︒生徒はもちろん︑保護者や家族の協力も

のお願いをしたところ︑１００枚近く集まりま

︵追伸︶臨時休業中︑生徒たちに手作りマスク

生の育成に努めてまいります︒

新たなウィズ・コロナ時代を創造できる知内高

て受け止め︑若者らしい感覚と柔軟な発想力で

会の作り手として︑変化を前向きに自分事とし

越えなければならない課題です︒持続可能な社

た︒コロナ禍は︑人類への挑戦状であり︑乗り

な価値観を創造して歴史を積み重ねてきまし

ながら︑時に適応しながら発想を転換し︑新た

変わりはありません︒先人もその中で時に抗い

な存在です︒しかし︑太古の昔からそのことに

います︒川を流れる枯葉のごとく私たちは無力

うにもできない不思議な力が働く世界を生きて

このご縁を含め︑私たちは︑自分の力ではど

です︒

していませんでした︒今考えると不思議なご縁

知内高校や知内町のお世話になることは予想も

記憶に残っています︒その後︑このような形で

合を左右する大事なポイントでしたので︑強く

めてのアウト︑セーフのジャッジ︒なおかつ試

ました︒緊張の中︑円山球場デビュー戦のはじ

見直し︑第三波への準備等まだまだ落ち着かな
い状況です︒また︑通常には戻れていない状況
の中で︑生徒が楽しみにしていた学校行事や︑
命がけで練習し準備してきた各種大会が中止に
なりました︒私たち教員は︑学びの保障を確実
に進めながらも︑生徒たちが学校生活での楽し
みや潤いを少しでも味わえるような環境づくり
に現在腐心しているところです︒
高校野球においては︑選手権大会が中止とな
り︑
北海道は代替の大会が開催される予定です︒

校戦では︑１点リードを迎えた９回裏に一死満

塁の絶体絶命のピンチ︒ボールカウントもノー

ツー︒ここで成沢︵知高投手︶は緊張をほぐそ

うと三塁に何げなく牽制球を投げる︒と︑これ

が幸運にも相手走者の不意を突いてアウトに︒

これで何とか逃げ切る︒
﹂結果︑３︲２で勝利

した知内高校は僅差の試合を勝ち抜き︑決勝進
出︒翌年選抜出場となりました︒実は︑前記の
一回戦の牽制タッチアウトを告げた三塁塁審

全国各地で「日本年金機構」や「社会保険庁」もしくは「厚生労働省」などの職員と称して、現金を詐取したり、
銀行口座番号や家族構成、預貯金額を聞くなど、不審な電話や訪問があった等というお問い合わせが寄せられて
います。また、” 年金関係の書類 ” を配達できないなどと言って、運送会社を名乗り、職業や会社名などの情報を
入手しようとする電話があったというお問合わせも寄せられています。
日本年金機構職員及び委託事業者が訪問する際は、必ず写真付身分証明書を携行し、お客様に提示いたします。
なお、委託事業者の訪問員が現金をお預かりすることはありません。
不審な点を感じたらできるだけ 1 人で対応せず、相手の名前や所属、用件を聞いて、メモを控えて家族等に相談
してください。
怪しいなと感じたら、口座番号等の個人情報を話したり、現金を支払ったり、振り込みをせずに、お近くの年金
事務所又は警察、役場福祉医療係へお問合わせください。
函館年金事務所 ０１３８‐８２‐８０００

問
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28

底︑失われた学びを回復するための教育計画の
肇
久保
校長
北海道知内高等学校

ウィズ・コロ ナ 時 代 を 生 き る

選手権大会が︑中止になったことは残念でなり
ませんが︑努力の成果を確認できる場ができた

す︒その中に知内高校が秋季全道大会一回戦を

リックセンター︶という一冊の本が伝えていま

度だけの甲子園〜北海道高校野球物語﹂
︵パブ

園大会に出場しています︒
当時の知内旋風を
﹁一

知内高校は︑平成５年の第 回全国選抜甲子

ことがせめてもの救いです︒
65

記した場面があります︒
﹁一回戦の札幌東陵高

しおざい橋
FROXPQ

日本年金機構職員等を装った不審電話にご注意ください！

役場福祉医療係 ５‐６１６１
（内線 27）

ま ちからのお知らせ

shiriuchi town information

From Health Center

◆栄養不足や栄養の偏りに気をつけましょう

◆できるだけ様々な食材をとる！

食品を毎日食べるようにすれば︑

不足しがちな動物性たんぱく質品を中心に︑
次のような

栄養のバランスをとることができます︒

◆給食の人気メニューがＨＰに！
知内町のホームページ

ご理解いただき、来年度以降も引き続きご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

問

知内商工会青年部 ☎５−５３４０

感染症予防のための自粛生活で外出の機会が減る
と︑食べるものに偏りが出たり︑からだを動かす機会
が減ったり︑外食や会食の機会が減ることなどから︑
食事の量も少なくなりがちです︒
こんなときだからこそ︑筋肉などからだが衰えない
ように︑また免疫力が落ちないように︑栄養をしっか
りとることが大切です︒
◆たんぱく質を含んだ食材を毎食とる！
外出して買い物をする機会が減ると︑肉や魚など傷

べる食品の種類も買い置きがきく麺類などに偏りがち

です︒食べる量も減りやすくなることから︑自粛生活

がきっかけで筋肉が衰えたり︑栄養不足︵低栄養︶に

なるおそれもあります︒
そうならないために︑次のポイントなどに気をつけ

ましょう︒

▼ １日２食は﹁１汁３菜﹂が揃うよう意識する︒

▼ 低栄養が疑われるのはこんな人
◎この半年で２〜３㌔以上体重が減った人
◎ＢМＩ︵体格指数︶が１８．５未満の人
︵ＢМＩ＝体重○㌔÷身長○㍍÷身長○㍍︶

にて︑学校給食の人気メ
ニューを掲載しておりま
すので︑是非ご家庭内で

ঢ়ၡȱɤȠȻ!ᇇሆǎ༃Ǔॢਖ
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みやすい食材を食べる回数が減りがちです︒また︑食

自宅でできる健康づくり

第 34 回チャリティービアガーデンの中止について

毎年恒例の「チャリティービアガーデン」につきましては、新型コロナウイルス感染拡大

防止のため、誠に残念ではありますが、中止にすることといたしました。

町民の皆様をはじめ、来場者及び関係者の健康・安全面を第一に考慮しての決定に、何卒

5-3506
保健センター

保健師 दघ

10

調理してみてください︒

大人気のかきたまうどん☆

問

ठम
ऒ॒प

保健師・栄養士による健康相談を行っています。
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。

