
現況届の提出をお忘れなく！！
農業者年金受給者のみなさまへ

○提出時期は６月です
　農業者年金基金から送られてきた現況届は、６月
１日以降、住所・氏名を記入して、すみやかに（６月
３０日まで）農業委員会事務局に提出して下さい。
　なお、現況届の用紙は、５月下旬までに農業者年金
基金から直接受給権者に送付されます。

○提出をお忘れなく
　受給権者が農業者年金の受給要件を満たしている
ことを農業者年金基金が確認するために、現況届は毎
年提出しなければなりません。
　経営移譲年金受給権者の現況届は、受給権者の生
存等の確認と経営移譲年金支給停止の事由に該当して
いないことを確認するためのものです。なお、経営移
譲年金の裁定又は支給停止解除後はじめての現況届を
提出する方は、次のことが経営移譲の相手方名義に変
更されている事を充分にご確認のうえ提出して下さい。
①農業共済関係名義　②転作助成金申請名義
③農業所得納税申告名義　④土地改良区組合員名義　
⑤農業協同組合員名義

　また、農業者老齢年金受給権者の現況届では、受
給権者の生存を確認します。
　現況届の提出が遅れた場合には、農業者年金の給
付を受けられなくなったり給付が遅れたりする場合が
ありますので、提出期限内に提出くださるようお願い
致します。

○住所等の変更もお忘れなく
　送付されてきた現況届の記載事項（住所・氏名等）
が異なる場合は、必ず変更届を提出願います。

お問い合わせ先
☆現況届に関することは
→幌加内町農業委員会事務局
　TEL：０１６５－３５－２１２２（内線１３５）

☆農業者年金の加入・受給等に関することは
→ＪＡきたそらち幌加内支所
　TEL：０１６５－３５－２０２４
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　幌加内町字共栄出身の黒木恵美子様が自小説で
「北の大地と雨竜川」を出版いたしました。黒木様の
若いころの祖父母は、出身の岐阜県からどのような思
いで海を渡り、なぜ厳寒と積雪の厳しい北海道という
未開の地を目指したのか。。。そして、幌加内町に何を
残したのか。。。
　黒木様より、各小中高等学校及び役場など計８冊を
寄贈していただきました。また、販売もしていますので、
購入希望がある場合は下記までご連絡をお願いします。

黒木恵美子作品集
「北の大地と雨竜川」

　令和 2年 3月、中西徹氏が北海道連合遺族会理
事長より「表彰状」が授与され、4月 23 日（木）
幌加内町遺族会総会において伝達されました。
　中西氏は、幌加内町遺族会会長として永年にわた
り英霊の顕彰事業ならびに戦没者遺族の福祉援護に
積極的に尽力され遺族会の充実に寄与されています。
この度その功績が認められたものです。

中西徹氏
道連合遺族会より表彰状

担　当：黒木　恵美子
住　所：〒170-0003　東京都豊島区駒込7-7-13
連絡先：090-4061-7964
メールアドレス：emilindeth@docomo.ne.jp



　このたび、町では「廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の改正に伴い、下記の通り、各種料
金を令和２年10月１日より改正することとなりましたのでお知らせします。

令和２年10月１日からごみ処理手数料等を改定します

【ごみ袋料金】

項目 ※ 10枚入／組 新料金 旧料金

燃やせるごみ袋（45リットル袋） 600 円 460 円

燃やせるごみ袋（70リットル袋） 890 円 720 円

燃やせないごみ袋（15リットル袋） 220 円 155 円

燃やせないごみ袋（30リットル袋） 410 円 310 円

資源ごみ指定袋（70リットル袋） 270 円 180 円

生ごみ袋（10リットル袋） 410 円 325 円

【粗大ごみ処理券】

項目 新料金 旧料金

粗大ごみ処理券（集積所・持ち込み） 210 円 200 円

粗大ごみ処理券（自宅引き取り） 320 円 300 円

【汲取り料金】

項目 新料金 旧料金

し尿汲取り手数料（20リットル） 170 円 160 円

浄化槽汚泥汲取り手数料（20リットル） 170 円 160 円

【廃家電製品運搬手数料】

項目 新料金 旧料金

テレビ（２０型未満） 560 円 480 円

テレビ（２０型～２５型以下） 1,120 円 960 円

テレビ（２６型以上） 1,400 円 1,200 円

冷蔵庫（１００リットル未満） 560 円 480 円

冷蔵庫（１００リットル～２４９リットル以下） 1,120 円 960 円

冷蔵庫（２５０リットル以上） 1,960 円 1,680 円

洗濯機 1,120 円 960 円

エアコン（室内用） 560 円 480 円

エアコン（室外用） 840 円 720 円

<お問合せ>　住民課（ＴＥＬ：0165-35-2124）
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　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《132 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。

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（町長におまかせ） 全額基金へ積立（農産加工センター建設事業） 6,892,200円

イトウの保護に関する事業 イトウの産卵床調査事業・一部基金へ積立（イトウの産
卵床調査事業） 6,604,000円

子育て支援及び子どもの教
育振興に関する事業

保育所運営事業・乳幼児等医療費助成事業・インフルエ
ンザ予防接種補助事業・高校生下宿等補助事業 4,113,000円

そば振興に関する事業
高等学校全国そば打ち選手権大会参加事業・ほろみのり
（幌加内町の独自そば品種）試験研究事業・一部基金へ
積立（新そば祭り事業）

3,304,000円

朱鞠内湖周辺の観光振興に
関する事業

朱鞠内湖畔さわやかトイレ、遊漁者管理棟トイレの洋式
化改修事業・一部基金へ積立（朱鞠内湖畔施設改修事業） 1,678,000円

合　　計 22,591,200円

３月３日　Belokopytov　Maksim　様（千葉県）
３月１０日　土江田雅史　様（京都府）
３月１６日　向山　昂佑　様（兵庫県）
３月１９日　小出　卓哉　様（東京都）
３月２０日　谷藤　泰寛　様（岩手県）
３月２３日　羽柴　俊昭　様（神奈川県）

平成31年４月～令和２年３月までの寄付申し込み件数は《1,458件》です。

令和元年度　幌加内町まちづくりふるさと応援寄附金

6666 June イベントカレンダーイベントカレンダーイベントカレンダーイベントカレンダー

全館禁煙Free Wi-Fi 電源Free

ルオント スタンプDay（スタンプ５倍）・・・入浴者全員対象（月末）実施
レディース スタンプDay（スタンプ２倍）・・・女性全員
ファミリー スタンプDay（スタンプ２倍）・・・家族全員対象
誰でも スタンプDay（スタンプ２倍）・・・入浴者全員対象

＊他スタンプDay及び割引、サービスとの併用不可足湯（無料）

・６月２１日 お父さんは入浴スタンプ２倍→５倍 !!
・大人気 !! 今月の週替わり香料の湯「ひのき」「コラーゲン」「蜂蜜ロー

ヤルゼリー」「グレープフルーツ」予定
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日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6
平日ランチフェア 平日ランチフェア

休館日
平日ランチフェア 平日ランチフェア 十割そばフェア

誰でもスタンプ
 Day（２倍）

レディーススタンプ
Day（２倍）

7 8 9 10 11 12 13
十割そばフェア 平日ランチフェア 平日ランチフェア

休館日
平日ランチフェア 平日ランチフェア 十割そばフェア

ファミリースタンプ 
Day（２倍）

誰でもスタンプ
 Day（２倍）

レディーススタンプ
Day（２倍）

14 15 16 17 18 19 20
十割そばフェア 平日ランチフェア 平日ランチフェア

休館日
平日ランチフェア 平日ランチフェア 十割そばフェア

ファミリースタンプ 
Day（２倍）

誰でもスタンプ
 Day（２倍）

レディーススタンプ
Day（２倍）

21 22 23 24 25 26 27
十割そばフェア 平日ランチフェア 平日ランチフェア

休館日
平日ランチフェア 平日ランチフェア 十割そばフェア

ファミリースタンプ 
Day（２倍）

お父さん（５倍）
誰でもスタンプ
 Day（２倍）

レディーススタンプ
Day（２倍）

28 29 30
十割そばフェア 平日ランチフェア 十割そばフェア

ファミリースタンプ 
Day（２倍）

ルオントスタンプ 
Day（５倍）



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、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。
　令和元年度は、延べ20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

【レジ袋有料化に関する問合せ先】

【申込受付期間】
（１）インターネット
　　６月22日（月）～７月１日（水）
　　申込専用アドレス　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

（２）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い合わせください。

※　人事院北海道事務局
〒060-0042　札幌市中央区大通西12丁目
TEL011-241-1248

【お問い合わせ】
　札幌国税局人事第２課採用担当（℡011－231－5011 内線2315）
　最寄りの税務署（総務課）にお尋ねください。

税務職員募集

　「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】
　役場住民課税務係　℡35-2121（内115）

住民税第１期の納期限は
６月30日㈫です

　プラスチックは、非常に便利な素材です。成形しやすく、軽くて丈夫
で密閉性も高いため、製品の軽量化や食品ロスの削減など、あらゆる分
野で私たちの生活に貢献しています。一方で、廃棄物・資源制約、海洋
プラスチックごみ、地球温暖化などの課題もあります。私たちは、プラ
スチックの過剰な使用を抑制し、賢く利用していく必要があります。
　このような状況を踏まえ、令和２年７月１日より、全国でプラスチック製買物袋、いわゆるレジ袋の有
料化を行うこととなりました。これは、普段何気なくもらっているレジ袋を有料化することで、それが本
当に必要かを考えていただき、私たちのライフスタイルを見直すきっかけとすることを目的としています。
　皆さんも、レジ袋有料化をきっかけに自身のライフスタイルを見つめ直し、エコバッグを持ち歩く等、
できるところからプラスチックを賢く使う工夫をしてみましょう。

制度概要などの詳細はこちら
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公務員を除く支給対象者は、原則申請は不要です。
幌加内町では、６月10日（水）に支給する予定です。

令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金

①給付金の案内チラシ・希望しな
い場合等の申出書を送付します。

②希望しない場合等のみ、受給拒
否の申出書を保健福祉課まで返
送若しくはご持参してください。

③児童手当登録銀行口座等へ振り
込みます。

　令和２年４月分(３月分を含む)の児童手当(本則給付)の受給者の方に支給
します。ただし、所得制限限度額以上のため、特例給付として児童一人当たり
５千円の支給を受けている受給者は、支給対象外となります。

　対象児童１人につき、１万円です。

※実施主体は、令和２年３月31日時点での居住市町村です。
※「令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て
世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当（本則給付）を受給する世帯（０歳～中学生のいる世帯）
に対する臨時特別の給付金（一時金）です。

　令和２年４月分(３月分を含む)の児童手当(本則給付)の受給者の方に支給
します。ただし、所得制限限度額以上のため、特例給付として児童一人当たり
５千円の支給を受けている受給者は、支給対象外となります。

　対象児童１人につき、１万円です。

※実施主体は、令和２年３月31日時点での居住市町村です。
※「令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て
世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当（本則給付）を受給する世帯（０歳～中学生のいる世帯）
に対する臨時特別の給付金（一時金）です。

子育て世帯の生活を支援するために
　　　　一時金を支給します！
子育て世帯の生活を支援するために
　　　　一時金を支給します！

幌加内町

公務員を
除いた
児童手当
受給者
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公務員の支給対象者は、所属庁により証明を受けたうえ
で申請が必要となります。本町では、申請書の受付期間
を５月１５日から９月１４日までとしています。

①申請書の配布を受けた後必要事項を記載
し、所属庁に提出。

②公務員児童手当受給者が令和２年４月分
（３月分を含む）の児童手当の受給者であ
る場合は、申請書の「公務員児童手当受
給状況証明欄」に必要な事項を記載して
当該受給者に交付する。

※令和２年４月から高等学校等に進学する児
童についても対象となります。

③令和２年３月３１日時点で住民票のある市
区町村に対して申請。

※令和２年３月分の児童手当の対象となって
いるお子さんのみを監護している場合は、
令和２年２月29日時点で住民票のある市
区町村に対して申請してください。

｢子育て世帯への臨時特別給付金｣に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

　ご自宅や職場などに幌加内町から問い合わせを行うことがありますが、ＡＴＭ（現金自動預払機）の操作を
お願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電
話がかかってきた場合にはすぐに幌加内町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

④申請書を受理し、支給決定後に随時申請
書に記載された口座へ振り込みます。

所属庁

幌加内町

公務員
児童手当
受給者

お問い合わせは

幌 加 内 町 保 健 福 祉 総 合 セ ン タ ー ｢アルク｣
保健福祉課しあわせ福祉係　電話：0165-35-3090
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●現況届（毎年６月末までに提出）
　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
　○令和２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（令和元年分）
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
　○令和２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（令和元年分）
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
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■ 均等割の軽減割合が見直しされました
● 保険料均等割の軽減割合が、次のとおり見直しされました。

 【令和元年度】
所得が次の金額以下の世帯 軽減割合

３３万円（かつ、被保険者全員が所得０円）
※年金収入のみの場合、受給額 80万円以下 ８割軽減

３３万円 8.5 割軽減

 【令和２年度】
所得が次の金額以下の世帯 軽減割合

３３万円（かつ、被保険者全員が所得０円）
※年金収入のみの場合、受給額 80万円以下 ７割軽減

３３万円 ７.75 割軽減

■ 均等割２割・５割軽減の範囲が見直しされました
● 保険料均等割軽減のうち、2 割・5 割軽減に係る所得判定基準が、次のとおり見直しされました。

 【令和元年度】
所得が次の金額以下の世帯 軽減割合

33万円＋（28万円×世帯の被保険者数） ５割軽減
33 万円＋（51 万円×世帯の被保険者数） ２割軽減

 【令和２年度】
所得が次の金額以下の世帯 軽減割合

33万円＋（28 万 5千円×世帯の被保険者数） ５割軽減
33 万円＋（52 万円×世帯の被保険者数） ２割軽減

■ 保険料の計算方法（令和２年度）
● 保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の

合計で計算します。
均　等　割

【１人当たりの額】
52,048 円

＋
所　得　割

【被保険者本人の所得に応じた額】
( 令和元年中の所得－ 33 万円 ) × 10.98％

＝
１年間の保険料

【限度額 64 万円】
（100 円未満切り捨て）

※ 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
● 所得とは、前年の「収入」から必要経費（公的年金等控除や給与所得控除額など）を引いたものです。

■ １年間の保険料の賦課限度額が見直しされました
● 保険料の賦課限度額が、次のとおり見直しされました。

令和元年度 令和２年度
62 万円 64 万円

後期高齢者医療制度のお知らせ
～　制度の見直しについて　～

 北海道後期高齢者医療広域連合
 住所  〒 060-0062
  　　 　札幌市中央区南２条西 14 丁目
　　　　国保会館６階

お住まいの市町村
幌加内町役場住民課後期高齢者医療係
℡：0165 － 35 － 2124

お問い合わせ先
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