
事 業 名 主な内容 金　　額
町長が町の振興に必要と認める事業

（町長おまかせ） 基金へ積立（加工センター建設費用） 4,909,000円

子育て支援及び子どもの教育振興に関
する事業

保育朱運営費・乳幼児等医費・高校生下宿等
補助金・インフルエンザ予防接種補助金 5,660,000円

そば振興に関する事業 そば試験研究費・基金へ積立（そば振興事業） 2,980,000円
イトウの保護に関する事業 基金へ積立(イトウ産卵床) 6,100,000円
朱鞠内湖周辺の観光振興に関する事業 朱鞠内湖畔キャンプ場施設補修工事 960,000円

合　　計 20,609,000円

３月27日　少数　　弘　様(北海道)
３月30日　細田　　滋　様(神奈川県)

　ご厚志に感謝します
　◆ふるさと納税◆

～ ３月分の寄付申出状況 ～

　３月分の申出状況は《33 件》ありました。たくさんの
応援メッセージが幌加内町の力になり励みになります。
※広報掲載希望者のみ掲載させていただいております。

平成30年４月～平成31年３月までの寄付申し込み件数は
《1,281件》です。

士別警察署かわら版

士別警察署　㈹23－0110
問い合わせは士別警察署まで。

～不法就労・不法滞在防止のための
理解と協力をお願いします～

　2020年の東京オリンピック・パラリ
ンピック競技大会の開催を控え、多数の
外国人の来日が予想され、一部の外国
人による不法滞在や不法就労などの犯
罪増加が懸念されます。在留カードを偽
造して不法就労したり、在留資格を不正
に取得することを目的として偽装結婚を
するなど、その手口は悪質・巧妙化して
おり、この様な犯罪に国際的な犯罪組
織が関与していることもうかがわれま
す。どんなに些細なことでも構いません
ので、｢おかしいな？｣と思ったら、警察に
通報して下さい。皆様のご理解とご協力
をお願いいたします。

忍び寄る犯罪組織の国際化
あなたの目が街を守る 　山の雪解けとともに、登山やハイキング等で山に出かける機会

が多くなります。山岳遭難を未然に防止するため、次の点に注意
しましょう。
(1)　登山は十分な装備とゆとりある計画を立て、自分の体力や

技量にあった登山を心がけましょう。
(2)　登山計画書を作成し、家族や職場のほか、最寄りの警察署

や交番・駐在所にも提出しましょう。
(3)　経験あるリーダーのもと、複数人での登山に努め、単独で

の登山は控えましょう。
(4)　ヒグマとの遭遇を避けるため、ヒグマ出没に関する情報を

知るほか、人の存在を知らせるため音を出しながら歩きま
しょう。

(5)　万一遭難した時に備え、携帯電話などの
通信手段を携行し
ましょう。

夏山での遭難を防止するために

夏山遭難の防止

平成 30 年度　幌加内町まちづくりふるさと応援寄附金
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幌加内町健康ダイヤル２４
　平日夜間、土・日曜日や祝日など診療時間外に体調がすぐれない場合や怪我をした場合に、幌加内町で
は24時間365日電話をかければ、専門の健康相談機関に電話がつながるように民間会社と契約をしていま
す。電話先では、医師・看護師・保健師が適切に対応しますのでご利用ください。
　平成30年度は、延べ50件の相談がありました。
　気になる身体の症状や、夜間・休日の医療機関案内などに多く利用されています。

ダイヤル 0120-284-025 ＊ＩＰ端末機は使えません。

こんな時は、迷わず

「１１９」へ
○意識が無い。もうろうとしている。
○多量の出血がある。
○激しい頭痛、胸痛、腹痛　　など

　「納税通知書」がお手元にある方で、口座振替を
ご利用でない方は、納付書をお持ちのうえ、納期限
までに納付をお願いします。
　また、口座振替をご利用の方は、口座残高の確認
をお願いいたします。
○納付場所　北空知信用金庫本支店、
　　　　　　きたそらち農業協同組合幌加内支所、 
　　　　　　役場出納窓口、役場朱鞠内支所
【お問い合わせ】
　役場総務課税務係　℡35-2121（内115）

住民税第１期の納期限は
７月１日㈪です

　国民年金基金は、老後に受け取る国民年金（老
齢基礎年金）に上乗せして、より豊かな老後を保
障する公的な年金制度です。国民年金基金制度に
は、税制上の優遇処置があります。
※ 60 歳以上 65 歳未満の方や海外に居住されて

いる方で国民年金に任意加盟されている方も加
入できます。

　詳しくは全国国民年金基金（0120-65-4192）
までお問合せください。

ご存知ですか？
「国民年金基金」

　札幌国税局では、国税局や税務署において、税のスペシャリストとして活躍する税務職員を募集し
ています。
2019年度の採用試験の概要は、次のとおりです。
１　受験資格

高卒見込みの者及び高卒後３年を経過していない者
２　申込受付期間
　⑴　インターネット

６月17日㈪～６月26日㈬
申込専用アドレス　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

　⑵　インターネット申込みができない場合
第１次試験地を管轄する人事院地方事務局にお問合せください。
※　人事院北海道事務局　〒060-0042　札幌市中央区大通西12丁目　TEL：011-241-1248

３　第１次試験【基礎能力試験、適性試験、作文試験】　９月１日㈰
４　第１次試験合格者発表日　10月３日㈭
５　第２次試験【人物試験、身体検査】

10月９日㈬～ 10月18日㈮のうち指定する日
６　最終合格者発表日　11月12日㈫
　御不明な点は、札幌国税局人事第２課採用担当（℡：011－231－5011 内線2315）又は最寄りの税
務署（総務課）にお尋ねください。

税 務 職 員 募 集
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消防団員になってみたい、住むまちのことだから頑張りたい
とお考えの方。
消防団員は・・・

○必要な制服と装備が貸し与えられます。
○災害や訓練の出動により各種手当が支給されます。
○自宅や職場から現場に駆けつけ活動を行う、非常勤特別職地方公務員となります。
○消防団活動中に怪我などをした場合の公務災害補償制度があります。

　幌加内消防団は現在、髙山友樹団長以下 39 名が所属しており、消防車６台で各種
災害に備えています。
消防団員になりたい方は、お知り合いの消防団員または幌加内支署消防団係までお問
い合わせください。
　　お問い合わせ先：深川地区消防組合深川消防署幌加内支署消防団係
　　　　　　　　　（℡：0165-35-2246）

自分のまちを災害から守るために、消防団は、いろいろな人たちのチカラで成り立っています。

急募!! 幌加内消防団員

行政相談委員に 水上　尚澄 氏が委任されました！
　平成31年４月１日付けで、水上　尚澄 氏が引き続き総務大臣
から行政相談委員に委嘱されました。
　行政相談委員は役場と皆さまのパイプ役です。
　年金、窓口サービス、登記、道路などの役所の仕事について、
困りごとや苦情がありましたら、行政相談委員がご相談に応じて
います。

口頭、電話、手紙で行政相談委員にお申し出下さい。

行政への苦情・要望は、行政相談委員へ

相談は、無料・秘密厳守！お気軽に！
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●現況届（毎年６月に提出）
　児童手当を受給されている方は、毎年6月1日時点にお
ける状況について、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、生計同一関係など）を満
たしているかどうかを確認するために現況届を提出して
いただくことになります。
　現況届のご案内がお手元に届きましたら、現況届に必要
事項を記入のうえ、提出期限までに必ずご提出ください。
　※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。

お問い合わせ先　　保健福祉課しあわせ福祉係　　電話　０１６５－３５－３０９０

6 月は児童手当現況届の提出月です

　　ただし、出生日や転入した日（異動日）が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の
翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

　　申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

　　出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要です！　
　※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請を忘れずに行ってください。

　転入した日（転出予定日）の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。

■ 公務員の場合 ■
　　公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村
と勤務先に届出・申請をしてください。
　○公務員になった場合
　○退職等により、公務員でなくなった場合
　○公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
　※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

15 日特例 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります

1．お子さんが生まれたとき

【ご提出いただく書類】
　○児童手当・特例給付現況届
　○請求者が被用者（会社員など）の場合　→

　健康保険被保険者証の写しなど
　○平成31年１月１日現在、幌加内町に住民登録のない方
　　→　前住所地の市区町村長が発行する

児童手当用所得証明書（平成３０年分）
この他にも、必要に応じて提出していただく書類
があります。

お子さんが生まれた場合や他の市町村から転入したときは・・・

●認定請求
　お子さんが生まれたり、他の市区町村か
ら転入したときは、現住所の市区町村に「認
定請求書」を提出すること（申請）が必要
です（公務員の場合は勤務先に）。
　市区町村の認定を受ければ、原則として、
申請した月の翌月分の手当から支給します。
　申請はお早めにお願いします。

【認定請求に必要な添付書類】
　○請求者が被用者（会社員など）の場合　→　

健康保険被保険者証の写しなど
　○平成31年１月１日現在、幌加内町に住民登録のない方
　　→　前住所地の市区町村長が発行する

児童手当用所得証明書（平成30年分）
この他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものな
ど、必要に応じて提出していただく書類があります。

　※認定請求書には、請求者等の個人番号の記載が必要です。

■ 申請は、出生や転入から15日以内に！ ■

２．他の市区町村に住所が変わったとき

9 2019.3



102019.6



　地方公会計改革として、従来の現金主義・単式簿記に、発生主義の活用及び複式簿記の考え方を取り入れた
新たな公会計制度に基づく財務書類４表（貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資産収支計算
書）を作成しました。

※これまでの世代が既に負担した資産の割合（純資
産比率）は89.4％で、この割合が高いほど将来
世代への負担の先送りが少ないことになります。

貸借対照表（バランスシート）

純資産変動計算書

行政コスト計算書

資金収支計算書

町が保有している資産と、その資産をどのような財源（負債・純資産）で形成してきたかを表したものです。

　純資産が1年間にどのように増減したかを表したもの
です。純資産の増加は、現世代の負担により将来世代の
負担が軽減されたことになります。

　行政サービスを提供するために、「人」や「物」など
に費やした金額と、対価として得た使用料、手数料など
を表したものです。

　１年間の資金の流れを表したもので、区分して表示す
ることで、どのような活動に資金が使われたかを示しま
す。

資産：525.0億円
（これまで積上げてきた資産）

住民一世帯当たりの貸借対照表

住民一世帯当たりの行政コスト計算書

資産
6,774万円

経常費用
493万円

負債 717万円

経常収益 40万円

純資産 6,057万円

純経常費用 453万円

当期変動高：▲4.7億円
経常費用：38.2億円

経常収益：3.1億円

純経常費用：35.1億円

当期収支：0.2億円

期末純資産残高：469.4億円

期末資金残高：1.0億円

期首純資産残高：474.1億円

期首資金残高：0.8億円

負債：55.6億円
（将来世代が負担する金額）

（内訳）
●土地・建物・道路など
 468.2億円
●基金など 55.3億円
●その他（資金など） 1.5億円

（内訳）
●純行政費用 ▲35.1億円
●財源の調達 30.4億円

（地方交付税、町税収入など）

　（内訳）
●人にかかるコスト 7.2億円
●物にかかるコスト 21.6億円
●その他のコスト　 　
　・補助金等 9.1億円
　・その他（地方債の利子など） 0.3億円

（使用料や手数料などの収入）

（地方交付税や町税などで賄うコスト）

（内訳）
●業務活動収支 4.2億円

（人件費・補助支出、国道支出金・地方交付税など）
●投資・財務活動収支 ▲4.0億円

（内訳）
●地方債など 54.9億円
●その他 0.7億円

●純資産＝資産－負債

平成29年度　幌加内町普通会計財務書類４表

純資産：469.4億円
（これまでの世代が負担した金額）
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