ま ちからのお知らせ

shiriuchi town information

渡島西部広域事務組合消防吏員採用試験のお知らせ
渡島西部広域事務組合消防吏員採用試験が次のとおり実施されます。

１. 消防吏員（令和４年４月１日採用）
〇採用年月日及び採用人数
消防吏員 ３名 （勤務地：松前消防署２名、知内消防署１名）
〇受験資格		
・年齢 満 18 歳以上 30 歳未満の者
			
（年齢は採用日現在とし、普通自動車免許取得または取得見込みの者）
			
※この他身体条件等がありますので事前にご確認ください。
〇試験方法および内容
			
・第１次試験（教養試験・適性試験・作文・体力測定）
			
日時 令和３年 10 月 23 日（土） 午前８時 30 分から
			
会場 福島町福祉センター及び福島町総合体育館
			
・第２次試験（面接試験）
			
第一次試験合格者に対し行います。

２. 消防吏員（令和４年１月１日、４月１日採用）「消防経験者」
〇採用予定者		
			
〇受験資格		
			
			
			
			
〇資格等 		
			
			
			
〇職務経験		
〇試験科目、試験日
			

消防吏員 ２名
知内消防署 １名（令和４年１月１日採用）
福島消防署 １名（令和４年４月１日採用）
・対象者：かつて他の消防本部、消防署において消防吏員であった者で、
採用後は希望する消防署の町内に居住することができる者
・年齢：採用日現在において４０歳以下の者
・学力：学校教育法による高等学校、専門学校、専修学校、短期大学、
大学を卒業した者または消防長がこれと同等と認める者
・大型自動車運転免許を有する者
・都道府県消防学校における初任教育を修了した者
・都道府県消防学校における専科教育救急科を修了した者
または救急救命士免許を取得している者
採用日現在において、消防機関における職務経験が５年以上あること。
・第一次試験・・・書類選考試験（10 月上旬）
・第二次試験・・・面接試験 （10 月下旬）

〇請求・提出・問い合わせ
松前郡福島町字三岳 45 番地 1
渡島西部広域事務組合消防本部まで

☎ 0139 - 47 - 4018

採用情報ＨＰ

〇受付期間（いずれの試験も）令和３年９月１日（水）から 10 月１日（金）まで（必着）
〇申込用紙の請求及び提出
			
郵送による申込書請求の場合は、封筒の表に「試験申込書請求」または
			
「試験申込書請求（消防経験者）と朱書し、120 円切手を貼付した宛先
			
明記の返信用封筒（A4 判以上）を必ず同封してください。
			
※松前、福島、知内、木古内各消防署でも申込書を配布。
			
ホームページでもダウンロードできます。
			
申込者提出の場合は、封筒の表に「渡島西部広域事務組合消防吏員採
			
用試験申込書」
または
「受験申込書
（消防経験者）
在中と朱書してください。
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～空き家を活用したい方、管理でお困りの皆様へ～
北海道空き家情報バンクを活用してみませんか
「北海道空き家情報バンク」
とは

所有者から売買等の希望のあった空き家情報を、空き家の利用を希望する方に提供する取組みです。

北海道内の空き家及び空き地の有効活用を通して、移住・定住の促進や住宅ストックの循環利用を図るこ

とを目的として、道が運営する制度です。

知内町では『北海道空き家情報バンク』
の活用を推進し、登録のサポートをいたします。

（下記ホームページより直接申請することも可能です。
）

北海道空き家情報バンクサイト

https://www.hokkaido-akiya.com

役場窓口へは、
「一軒家で賃貸できる住宅を探している」
、
「ペットがいるので一軒家を購入したい」など

の相談が寄せられます。北海道空き家情報バンクサイトに登録いただいた物件であれば、希望者への情報提
供等のお手伝いをさせていただくことが可能です。この機会にぜひ、活用をご検討ください。
（町内空き家登録件数：３件

2021 年８月末現在）

※北海道空き家情報バンクへの登録には、建物及び土地が登記されている他、その他諸条件がございます。
※売買または賃貸に係る交渉及び契約は当事者間で行っていただきます。

「空き家等に関する各種支援制度」について
利用促進支援事業

【

趣

		

旨

】空き家の利活用を目的とした家財道具等の処分や周辺環境整備に要する費用の一部を補助
※北海道空き家情報バンクへの登録が必須となります

【補助対象経費】家財道具の処分及び搬出等に要する経費
		

予算残りわずか

周辺環境整備（敷地内のゴミ、樹木伐採など）に要する経費

【 補 助 額 】事業費の 1/2（最大 30 万円）

リフォーム支援事業
【

趣

旨

】空き家を購入後、１年以内にリフォームを行う際の費用の一部を補助

今年度受付終了

【補助対象経費】内装工事、外装工事、建具工事、設備工事、給排水工事 等に要する経費
【 補 助 額 】事業費の 1/2（最大 100 万円） 注：３親等以内の親族からの購入を除く

除却支援事業 ※本年度の申請受付は 10 月末までとなります
【

趣

		

旨

】老朽化が著しく周辺の生活環境や地域に悪影響を及ぼすおそれのある「不良住宅」と
判定された空き家の解体に要する費用の一部を補助

予算残りわずか

【補助対象経費】空き家の解体に要する経費

【 補 助 額 】事業費の 1/2（最大 60 万円） 注：不良住宅と判定された空き家に限る
※上記支援事業は予算上限に達した時点で受付終了となります。

問

※補助の対象となるには、事業毎に定められた各種要件を満たす必要があります。
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問

マイナンバーカードをお持ちでない皆さまへ
マイナンバーカードは、スマートフォン・パソコン・街中の証明用
写真機・郵便により、無料で申請できます。スマートフォンやデジタ
ルカメラで撮った写真を使うこともできます。

役場戸籍住民係（内線 26）

詳しくは下記サイトをご覧ください。
『マイナンバーカード総合サイト』
https://www.kojinbango-card.go.jp/

スマートフォンによる申請

証明用写真機による申請

①スマートフォンで交付申請書のＱＲコードを読み
取り、申請用ＷＥＢサイトにアクセスしてメール
アドレスを登録します。
②通知される申請者専用ＷＥＢサイトにアクセスし
スマートフォンで撮影した顔写真を登録します。
③その他申請に必要な情報を入力し送信する
と、申請完了となります。

①マイナンバーのマークが付いている証明用写真機の
タッチパネルで
『個人番号カード申請』
を選びます。
②撮影用の料金を投入し、交付申請書のＱＲコードを
かざします。
③画面の案内に従って顔写真を撮影し、送信すると申
請完了となります。

郵便による申請

パソコンによる申請

① 6 か月以内に撮影した証明写真を準備します。
②交付申請書の枠内に写真を貼り付け、申請日
と氏名を記載します。
③専用の封筒に入れてポストへ投函します。
④交付申請書、専用封筒がない場合は下記
ＵＲＬから取得できます。

①申請用ＷＥＢサイトにアクセスしてメール
アドレスを登録します。
②通知される申請者専用ＷＥＢサイトにアクセスし
デジタルカメラで撮影した顔写真を登録します。
③その他申請に必要な情報を入力し送信すると、申
請完了となります。

https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse-yubin/

マイナポイントの対象期間が延長されました !!

令和３年 9 月末までだったマイナポイント対象期間が、令和 3 年 12 月末まで延長されました。
令和３年 4 月末までにマイナンバーカードを申請した方、すでにマイナンバーカードを取得されて
いる方で、まだマイナポイントの申込をされていない方はお早めにお手続きください。

新型コロナウイルス

ワクチン接種情報

知内町ではワクチンの接種対象となる 12 歳以上の全ての住民の方に接種券を発行済みです。
現在の接種率と今後の接種体制についてお知らせします。

●接種率（令和３年８月 15 日現在）

1 回のみ接種

1 回のみ接種

1 回のみ接種

13%

3%

8%

65 歳以上

12 歳～
64 歳

全体

２回接種済

２回接種済

２回接種済

90%

73%

81%

●今後の接種体制

集団接種の受付は終了しております。ワクチン接種の予約受付は継続しますが、今後の接種につき
ましては 6 人単位※ 1 での接種となります。
接種を行うのは毎週水曜日で、時間は午後４時 00 分～午後４時 30 分です。予約人数が 6 人未満
の場合はその週は接種を行いませんので、希望日に接種できない場合もありますがご了承ください。
中学生以下のお子様については、必ず保護者同伴でお願いします。
予約や接種に関するご相談は保健センターまでお問い合わせください。

問

※１… 新型コロナワクチンは１瓶あたり６回接種できます。
一度解凍したワクチンは再冷凍出来ないため、ワクチンを
無駄にしないために 6 人単位としております。

知内町保健センター

☎５ー３５０６
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◎
◎

主な事件・事故関係
なし
４件

交通事故関係
〇物損事故
０件

問

知内町防犯協会
５‐６１６１
木古内警察署
２‐４１１０

交通事故を防ぐために、対向車や前
車がいない時は、ライトをハイビー
ムに切替えましょう。
特に、右から横断してくる歩行者
に注意をしましょう。
運転する前に、同乗者全員がシー

〇人身事故
（１）木古内町 ２件

トベルトとチャイルドシートを正し

多すぎです。
○望まない性的な行為は、性暴力
です。
○性暴力は、被害者の尊厳を著し

く傷つける重大な人権侵害です。
○性暴力は、年齢・性別にかかわ
らず、また、身近な人の間でも

うにしましょう。

⑷子供の性被害

○ＳＮＳを通じて多くの子供たち

が性被害にあっています。フィ

ルタリングの利用と家庭のルー

ル作りで子供を守りましょう。

⑸薬物やアルコール等を使った

○睡眠薬などのクスリを飲み物な

性犯罪・性暴力
○つらいこと、不安なことについ

どに混ぜられて意識がもうろう

起こります。
て一人で抱え込まず、家族や警

となり、性的な被害にあう事例

が起きています。

察に相談しましょう。
⑵ＡＶ出演強要

○相手が抵抗できない状態で、性

く着用しているか確認しましょう。

２件

（２）知内町
（３）内訳

○「モデルやアイドルにならない

歩行者の皆さんへ

交やわいせつな行為を行うこと

駐在所の老朽化に伴い、６月下旬
り、 思 い や り の あ る 交 通 マ ナ ー で、

談するなどして冷静に判断する

を木古内署に移し、これまでと変わ

を実施しております。その間、拠点

らず管内パトロール等の警察活動を

るＪＫビジネスは、手軽なアル

や会話などの接客を売り物にす

は、 木 古 内 警 察 署 ま

ま す。 御 用 の あ る 方

ご理解とご協力をよろしくお願いし

行います。ご迷惑をお掛けしますが、

バイトではなく、危険なアルバ

‐４１１０

☎０１３９２‐

でご連絡ください。
の誘い文句にはだまされないよ

○「簡単で高収入なアルバイト」

イトです。

○女子高校生等によるマッサージ

⑶ＪＫビジネス

ことが大切です。
若年層の性暴力被害
予防対策の推進
『性暴力を、なくそう。
』

○性暴力は、一つあるだけでも

ものです。

○性暴力は、あってはならない

⑴性暴力の根絶について

２

交通事故死ゼロを目指しましょう。

イ

か」などと勧誘されて事務所と

は犯罪です。

２件

横断前に左右をよく確認しましょ

契約したら、アダルトビデオへ

車×車

う。外出する時は、白っぽい服装や

の出演を強要されたという被害

２件

広報啓発関係

反射材を身に付けましょう。

車単独
◎
秋の全国交通安全運動の実施

○タレント、モデルの契約は、そ

から 月下旬ごろまで建て替え工事

知内駐在所建て替えのお知らせ

１

ゼロを目指す日」です！

の場での契約は避け、家族に相

30

一人一人が交通ルールを正しく守

が発生しています。

⑶９月

日 は、「 交 通 事 故 死

『夕暮れ時
あなたを守る 反射材』
⑴「秋の全国交通安全運動」が実施

９月
運動重点

日（木）の 日間

９月 日（火）～

運動期間

されます！
ア

イ

決定次第、別途通知します。
ドライバーの皆さんへ

⑵交通事故防止のポイント
ア

夕方から夜間にかけて、歩行者や
自転車の見落としや発見遅れによる

広報しりうち 令和３年９月号

7

10

12

２

30

21

て知内

町

を

しりうち割
第２弾

援

泊ま

食べ

応

っ

て

※予算がなくなり次第、終了します。また、新型コロナウイルス感染症の
感染状況により事業を中止または停止する場合があります。

町民の方も利用できます！！
※一人または同居家族との旅行に限ります。

しりうち割は、渡島・檜山に住所がある方が知内町で観光による宿泊をした際に
宿泊代金を最大１０，
０００円補助するものです。
期間は９月 30 日
（木）
まで！
記念日や誕生日、リフレッシュなどをしたい方！
ぜひこのお得な機会に利用してみませんか！？

海峡の宿

然

詳しくはこちらを検索

ＰＬＡＮ

１泊２食付

しりうち割

ランチ営業中！ウニ丼・マグロ丼あります！
テイクアウトもできます！
ＰＬＡＮ 一例
囲炉裏コース 12,000 円
矢越ｸﾙｰｽﾞ付 17,000 円

一例
8,500 円

☎ 01392 - 5 - 7343

☎ 01392 - 5 - 7288
テイクアウト
デリバリー

可
不可

一所懸命に作らせてもらいます。この時期冷た
い手打そばが良いです。
どうぞご来店ください。

知内温泉旅館

☎ 01392 - 6 - 2200

テイクアウト
デリバリー

可
不可

消毒や体温計測のご協力など対策しております！
サウナも始めましたので遊びに来てくださいね。

ＭＥＮＵ 一例
真子ガレイ定食 1,500 円
かきセット 3,500 円

民宿

》

ニウロコ村上屋

コロナ対策万全に頑張っています。

旅館清八

《

ＰＬＡＮ 一例
ﾃﾝﾄｻｳﾅ１時間 3,850 円
梅プラン
12,250 円

☎ 01392 - 6 - 2341

ベガ

少人数で泊まれるアットホームな宿です！
ＰＬＡＮ 一例
１泊２食付 5,000 円
+500 円で弁当付

☎ 01392 - 5 - 5077

詳しくはコチラ

テイクアウトやデリバ
リーを行っている町内飲
食店をまとめた「 知内
おうちで地元メシ」
についてもぜひ応援して
ください。

Shiriuchi Public Relations 2021-9

8

新型コロナウイルス感染症の感
染状況により、営業日時等が変
更する場合があります。
R3.8.19 日現在
令和３年度知内町新型コロナウイルス感染症感染予防対策支援事業を活用し、新型コロナウイルス感染症
対策を整備しました。
「新北海道スタイル」に取り組み、各店舗安心安全な対策を行っています。
今回は 宿泊業 編です。各店舗の対策状況についてお知らせします。

コロナ対策

こんな

を実施しています

ウチの
の店舗に
に是非お
お越しを
しを！

しりうち地域応援券について

６月に皆様にお配りした「しりうち地域応援券」の有効期限は９月 30 日
（木）
までです。
使い忘れのございませんよう、計画的なご利用をお願いします。
※許可をいただいた事業所のみ掲載しています。

民宿

ユーターン

ビジネスホテル北都

パーテーション・手指消毒・換気の徹底をして
おります。ぜひ安心してお越しください！
ＰＬＡＮ

１泊２食付

ＭＥＮＵ 一例
特選カルビ
1,800 円
牛ﾛｰｽのかぶり（限定品）900 円

☎ 01392 - 5 - 6839

☎ 01392 - 5 - 6800

竹内旅館

民宿

まこちゃん

焼き魚、刺身、豚汁、肉料理、小鉢等…。
実家に帰った時のように、ゆっくりしてって～

ＰＬＡＮ 一例
１泊２食付
6,000 円
知内飲食店ご利用後素泊まり
９月末まで 4,000 円

ＰＬＡＮ

一例
田舎のおっか飯
１泊２食付 6,050 円

☎ 01392 - 5 - 5056

☎ 01392 - 5 - 7002

民宿

海の宿

なりさわ

コロナ対策バッチリ！
皆様ぜひお越しください！
ＰＬＡＮ
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矢越

綺麗で清潔な海の宿で
ぜひゆっくりとおくつろぎください。
１泊２食付

☎ 01392 - 5 - 6138

可
不可

万全のコロナ対策です！
美味しいお肉をぜひご堪能ください！

一例
5,300 円

精一杯切り盛りしている旅館（^^ ♪ 少し
ずつリフォームしながら頑張っていきます！

テイクアウト
デリバリー

ＰＬＡＮ

一例

5,500 円

１泊２食付

☎ 01392 - 5 - 7854

一例

8,000 円

ま ちからのお知らせ

shiriuchi town information

湯ノ里小学校 令和４年度末閉校
令和５年度 知内小学校に統合 129 年の歴史に幕

湯ノ里小学校は、今後、児童数・学級数・教職員配置数の大幅な減少が見込まれていることか
ら、令和４年度末（令和５年３月）で閉校することが決まりました。
現在、町内の各小学校の在籍数は、知内小学校 119 名、涌元小学校 25 名、湯ノ里小学校７名、
合計で 151 名となっています。
このうち涌元小学校と湯ノ里小学校は小規模複式校になっており、来春以降も入学希望者が極
少数の見込みです。
教育委員会では、町内の児童数や出生数の減少から、今後の小学校の在り方について、小規模
校を令和６年度までに知内小学校に統合する方向で、両校の学校運営協議会や保護者、地域の皆
さんと協議を進めてきました。
これらの協議を踏まえ、教育委員会は町・議会とも協議を重ね、今後の進め方として、湯ノ里
小学校については児童数減少に伴う著しい教育環境の低下が懸念されることから、令和５年度に
統合することとし、涌元小学校については現時点で児童数等の状況に大きな違いがあることから
同時統合を見送り、今後も慎重に協議を継続することになりました。
湯ノ里小学校の統合協議は昨年５月に始まり、順次、考え方の説明と意見交換を重ねながら方
向性を固めてきましたが、
「保護者の意見を大切にしてほしい」
（学校運営協議会）
、
「わが子の卒
業まで存続を希望したい」
（保護者説明会）
、
「先生方の数が減ることで今の教育環境を維持でき
るか不安」（保護者説明会）
、
「統合は仕方ないが残念」
（地域説明会）といった意見が聞かれたと
ころです。
また、湯ノ里・涌元両校の保護者の皆さんからは「３つの小学校児童による交流や合同学習を
大切にしてほしい」という声が共通して聞かれ、いずれ中学校で一緒になる児童たちの将来の姿
に思いを馳せる保護者の率直な気持ちが伝わってきました。
この度、湯ノ里小学校在校児童の保護者全員から令和５年度統合の同意があり、学校運営協議
会、同窓会、町内会にも了解を頂いたことから、令和４年度末の閉校が決まったところです。

Shiriuchi Public Relations 2021-9
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第３１回公証週間のお知らせ

最後に点検した日

「未来への約束を公正証書が守ります」

覚えてる？

10 月１日から 10 月７日までは公正証書週間です。
遺言、任意後見契約、尊厳死宣言、養育費、慰謝
料支払契約、賃貸借契約、金銭貸付契約などの大
切な証書や契約は、安心・確実な公正証書です。
日本公証人連合会では上記期間中、電話無料相談を
開設しています
電話番号
相談時間

自動車点検整備推進運動実施中

03 - 3502 - 8239（代表）
午前９時 30 分～正午
午後１字～午後４時 30 分

（全国統一強化月間 令和３年９月の１ヶ月間）
（地方独自強化月間 令和３年 10 月の１ヶ月間）

0138 - 22 - 5661

問

問

函館公証人合同役場

後悔しないための点検・整備

北海道運輸支局 函館運輸支局
ＨＰ http://www.tenken-seibi.com

知っていますか？道の「苦情審査委員」制度
○道が行った業務や制度の内容を審査する制度が「北海道苦情審査委員」制度です。
○皆さん自身の利害に関する苦情であれば、苦情審査委員に申立てができます。

○皆さんに代わって、苦情審査委員が公正で中立的な立場から、道の関係機関に対し、必要な調査等を
行います。

○審査の結果、道の業務に不備な点や制度に問題があるときは、道の機関に是正や改善を求めます。
①苦情申立ての窓口は、道庁の道政相談センターか各総合振興局の総務課。
②苦情申立書及びリーフレットを用意しています。
③道のホームページからでも申立書をダウンロードできます。
④苦情申立書に必要な事項を記入し、苦情申立ての窓口に提出してください。
また、郵送、ファックス、メールでも申立てができます。
【 問い合わせ先 】
北海道総合政策部知事室道政相談センター
TEL / 011 - 204 - 5523 FAX / 011 - 241 - 8181

申立書はこちら

○もちろん、個人情報の保護にも十分配慮します。

〒 060 - 8588 北海道札幌市中央区北３条西６丁目
Mail / kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp

脳に損傷を受けた当事者や家族の悩みを聴く 2021 年相談会のお知らせ
事故や病気等で脳を損傷した後から、言語能力、記憶力、注意力、などが低下し、日常生活に支障をきた

している当事者、家族、支援関係者の方を対象に相談会を開催します。お気軽にご相談ください。なお、事
前予約も受け付けています。

開催地の住民に限らず、どなたでもご相談可能です。ご都合の良い日時でお越しください。

【 日時・場所
（1）令和３年
（2）令和３年
（3）令和３年
（4）令和３年

】
９月７日（火）13：30 ～ 15：00 渡島保健所
９月 14 日（火）13：30 ～ 15：00 七飯町役場
９月 28 日（火）13：30 ～ 15：00 北斗市役所
10 月５日（火）13：30 ～ 15：00 渡島保健所

【 主催・問い合わせ先 】
					
脳外傷友の会コロポックル道南支部 0138 - 22 - 6188		
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森地域保健支所（森町字上台町 330）
農業委員会会議室（七飯町本町６丁目 1-1）
２階第２会議室（北斗市中央１丁目 3-10）
木古内地域保健支所
（木古内町字木古内 214-5）
【 後援 】
北海道渡島保健所

ま ちからのお知らせ

shiriuchi town information

◆子宮がん
子宮がんには、発生する場所や原因が異な
る２種類のがんがあります。
子宮頸がんは、子宮の入り口にできるがん

んで、特に閉経後の女性に多くみられます。

歳から、子宮がん検診は

歳か

がん検診は、がん予防・治療の第１歩！乳
がん検診は

ら、異常がなくても２年に１度は必ず受診し

月の乳がん・子宮がん検診の時期がやっ

ましょう。
※

てきました。詳細は折り込みチラシをご参
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◆知っていますか？あなたにとって

大切な『がん検診』
乳がん・子宮がんは、女性であれば誰でもか

かる可能性のあるがんです。がんは、日本人の

で、ヒトパピローマウイルスの感染が原因で
代の若年層で増加

死因の第１位です。どれだけ気を付けていても、

～

発症します。近年、

30

子宮体がんは、子宮の奥の体部にできるが

傾向にあります。

がんにかかるリスクはゼロにはなりません。だ

からこそ、がんになる前の異常や早期のがんを

発見するための『がん検診』が大切なのです。

◆乳がん
乳がんは、日本人女性のかかるがんでは第１

位で、罹患数も死亡数も年々増えています。

代から増加し、 代前後を中心に最も多くなり

ます。
乳がんの発症にはエストロゲンという女性ホ

20

の前後に分泌され、乳房などの発達を促進しま

ルモンが関係しています。エストロゲンは排卵

40

照ください。

町内だけでなく、町外への広報も可能となっており、大きな販促効果などが

詳しくはコチラ

見込まれています。ぜひご活用ください！

30

すが、同時にがん細胞の分裂も促進させてしま

約 200 部 ※町公式 HP からも閲覧が可能です。

その他町外発行分

		

20

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。

約 1,900 部（各町内会員全世帯）

		

問

乳がん・子宮がん検診を受けましょう
います。

料広告」の掲載を希望する広告主の方を募集します。

発行部数 / 知内町内

10

50

5-3506
保健センター
From Health Center

保健師 です
ちは
こんに

広報しりうちで有料広告を掲載してみませんか？

知内町では、地域経済の活性化と住民サービスの向上を図ることを目的に「広報しりうち」に「有

★ 9 月は固定資産税第 3 期・国民健康保険税第 4 期の納期です。
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〉

税務ＮＥＷＳ

金 融 機 関

上磯郡漁業協同組合知内本所
道南うみ街信用金庫知内支店
北海道銀行木古内支店
新函館農業協同組合知内支店
ゆうちょ銀行

振

替

日

納期月の 25 日
納期月の末日

翌営業日での振替になります。

31
37
44

）

※振替日が土・日・祝日の場合は、

問 役場税務係（内線 ・ ・

【対象金融機関と振替日】

便利な口座振替にしませんか？

口座振替にすると

町税は町に届出のあった口座から

の振替が可能です。

口座振替にすると、各税目の納期

限ごとに振替えられるので税金の納

め忘れを防ぐことや、金融機関や役

場などへ出向く必要がなく便利です。

なお、残高不足などの際には、全

額納付を基本としている為、振替と

なりませんのでご注意ください。

申請方法について

その他の金融機関か

らの振替は受け付ける

役場の税務会計課窓口もしくは、

お持ちの口座の金融機関窓口で依頼

ことが出来ませんので

ご容赦ください。

難しい手続きではあ

りませんので、ぜひご

書を書いていただきます。

その際に必要なものは、口座番号

の分かるものと口座登録をした際に

用いた印鑑です。
利用ください。

〈今月の標語〉
納税は 確実便利な 口振で 【打】

～滞納額ゼロを目指して～

産前産後期間の国民年金保険料が免除されます！

問

産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、次世代育成支援の観点から国民年金第１号被保険者が出
産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。
出産予定日の６か月前から届出ができ、平成 31 年２月１日以降の出産であれば、出産後の届出はい
つでも可能です。
届出の用紙は、日本年金機構のホームページ
（https://www.nenkin.go.jp/index.html）から印刷するか
役場生活福祉課福祉医療係の窓口、または年金事務所に備え付けてあります。

函館年金事務所 0138 - 82- 8000 役場福祉医療係
（内線 27）

国民年金保険料は口座振替がお得です！

問

国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用になれます。
口座振替には、当月分保険料を当月末に振替納付することにより、月々 50 円割引される
「早割制度」や、
現金納付よりも割引額が多い
「６か月前納」
、
「１年前納」
、
「２年前納」
もあり、大変お得です。
口座振替をご希望の方は、納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参のうえ、ご希望の金
融機関または年金事務所へお申し出ください。
函館年金事務所 0138 - 82- 8000
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