
20226No.693



有料広告

子ども達の体力向上教室 浦臼小学校交通安全教室
　５月１３日（金）、農村センターにおいて「子
ども達の体力向上教室」が開催されました。
　運動会に向けて、徒競走で速く走るためのト
レーニングとして、スタート時の構え方やコー
ンを使って足を早く動かすための練習などを行
いました。参加した１９名の児童たちは、汗を
かきながらも楽しそうに身体を動かしていまし
た。

まいたうんTOPICS

　４月２２日（金）、浦臼小学校において「交通
安全教室」が開催されました。３年生以上の児童
は、警察官や先生方が見守るなか、横断歩道など
で一度自転車を降り、注意点やマナーなどを聞き
ながら小学校周辺の路上を一周しました。
　また、１・２年生については各教室にて交通安
全講習会が行われ、交通事故の危険性や事故に遭
わないためにはどうすれば良いか学びました。

英語ふれあい教室
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　５月２５日（水）、浦臼小学校体育館におい
て「英語ふれあい教室」が開催されました。ジ
ェンキンス・ジョナサン・ウェア氏が、英語に
触れあえる機会をもっと増やしてあげたいとい
う思いから実施したもので、小学１年生から4
年生までの児童を対象に１９名が参加しまし
た。
　教室ではジョナサン氏が考案したゲームを行
い、楽しそうに英語を学んでいました。

　５月２４日（火）、浦臼小学校５年生の早坂玲
哉さんが民謡の全国大会出場報告のため町長室
を訪れました。
　５月８日に行われた「令和４年度民謡民舞少
年少女道央連合大会」において上位に入賞した
ことによるもので、早坂さんは「全国大会では、
歌詞を間違えないように頑張りたいです」と意
気込みを語りました。

早坂玲哉さん民謡にて全国大会出場
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向　井　　　詩ちゃん

むか　　 い 　　　　　　うた

２０２２年４月１６日生（浦臼第３）
保護者　向　井　　一　真 さん
　　　　　　　　　思　実 さん
一言 健康第一！！！

元気に育ってね！

井　上　世　絆ちゃん

いの　　うえ　　 せ 　　 な

２０２２年４月１１日生（浦臼第２）
保護者　井　上　　堅　登 さん
　　　　　　　　　彩　華 さん
一言 元気に生まれてきてくれてありがとう！

のびのび元気に育ってね！！

お誕生おめでとうございます！お誕生おめでとうございます！

農業者年金現況届は忘れずに提出を！
農業者年金現況届は、

年金を受給するために必要で、
毎年行う手続きです。

現況届の用紙は、５月
末日頃に直接受給権者
ご本人あてに送付され
ます。

現況届は、６月１日から６月
３０日までに必ず農業委員会
に提出してください。

現況届の提出がないときは、１１月の
支払いから提出されるまでの間、年金
の支払いが差し止められますのでご注
意ください。

○６０歳未満の国民年金第一号被保険者であって年間６０日以上農業に従事するものであれば誰でも加入
できます。また、令和４年５月１日より年間６０日以上農業に従事する６０歳以上６５歳未満の国民年金
の任意加入者も農業者年金に加入できるようになりました。

○農業者年金は積立方式・確定拠出型です。年金額が加入者・受給者数に左右されないため、少子高齢時代
に強い制度です。中途脱退した場合も支払済保険料に応じた金額が年金として支給されます。
○月額２万円から６万７千円までご自身のライフプランに合わせて保険料を自由に選択できます。
　保険料はいつでも変更可能です。また、３５歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす農業
従事者の方については月額１万円から加入できます。

○認定農業者で青色申告者である等、一定の要件を備えた担い手に対して、保険料（月額２万円）の２割～
５割の国庫補助があります（本人負担１万円～１万６千円）。

○支払った保険料は全額が社会保険料控除の対象となります（収めた保険料の１５～３０％程度の節税)。
支払われる年金にも公的年金控除が適応されます。
○年金は終身受給できます。加入者や受給者が８０歳になる前に亡くなった場合は、８０歳までに受け取る
と仮定した金額を一時金として遺族が受け取ることができます。

お問い合わせ　農業委員会事務局（浦臼町役場内）　電話：６８－２２９８

農業者年金のご案内農業者年金のご案内

農業者年金の経営移譲年金や農業者老齢年金を受給されてい
る方は、現況届を必ず農業委員会に提出してください。

現況届が届く時期は… 現況届の提出時期は… 現況届の提出を忘れると…
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令和４年度国民健康保険税
　令和４年度の国民健康保険税が下記のとおり決定されました。
　国民健康保険税は、主にみなさまの医療費によって計算しています。税率を抑制するため、町で実施し
ている特定健診を受けるなど、日頃から健康に留意しましょう。

○令和４年度の税率

※国の法定限度額の引き上げに合わせ、賦課限度額が変更になりました。
　【賦課限度額】　医療給付費分　６３０,０００円→６５０,０００円（２０,０００円増）
　　　　　　　　後期高齢者支援金等分　１９０,０００円→２００,０００円（１０,０００円増）
　　　　　　　　介護納付金分　変更なし

○低所得者に係る軽減について
　被保険者の総所得額が一定の基準以下の場合には、均等割額および平等割額が軽減されます。

○未就学児に係る均等割額の軽減について
　関係法令の改正に伴い、令和４年度から子育て世代への経済的負担軽減の観点から、未就学児の均等割
額が２分の１に軽減されます。すでに、低所得者に係る軽減が適用されている世帯は、軽減後の均等割額
が２分の１に軽減されます。

○特定世帯および特定継続世帯の軽減について
　世帯の中の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことで、国民健康保険の被保険者が一人となった
世帯のことを「特定世帯」といい、特定世帯に移行したあと５年間は医療給付費分・後期高齢者支援金等
分に係る平等割額が２分の１に軽減されます。
　また、５年経過後も３年間は、「特定継続世帯」として医療給付費分・後期高齢者支援金等分に係る平等
割額が４分の３に軽減されます。

お問い合わせ　住民課税務係　電話：６８－２１１２

区分 医療給付費分 後期高齢者
支援金等分 介護納付金分

賦課限度額 ※　650,000円 ※　200,000円 170,000円

所得割
(税率) 7.00% 2.30% 1.60%

均等割額
（被保険者一人あたり） 28,000円 5,000円 8,000円

平等割額
（一世帯あたり） 20,000円 5,000円 8,000円

軽減割合 基準（令和３年中の軽減判定所得が下記の金額以下の世帯）

７割軽減 43万円＋10万円×（給与および年金所得者の数－１）

５割軽減 43万円＋（28.5万円×世帯被保険者数）＋10万円×（給与および年金所得者の数－１）

２割軽減 43万円＋（52万円×国保加入者数）＋10万円×（給与および年金所得者の数－１）
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町税の納期のお知らせ

　町税（住民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税）は、６月１０日発送の納付書で、納期限ま
でに納付してください。すでに口座振替による納付をご利用の場合は、納期限の日に引き落とします。
　やむを得ない理由によって期限内の納付が困難となったときは、納期限の日以前に必ず役場税務係まで
ご相談ください。事前の相談なく町税を滞納した場合には、勤務先や金融機関などへの財産調査、給与や
預貯金の差押えなど、法に基づいた厳しい滞納処分を行うことがあります。
　納付方法は次のとおりです。

口座振替による納付　
　下記の金融機関で口座振替による納付ができます。
　・北門信用金庫　・ゆうちょ銀行　
　・ピンネ農業協同組合浦臼支所
《手続きに必要なもの》
　・納税通知書　・通帳およびその通帳の届出印
《手続き場所》　各金融機関の窓口
　※口座振替による納付は、納付しに行く手間もなく納め
　　忘れも防ぐことができますのでとても便利で安心です。

納付書による納付
　下記の金融機関窓口では手数料のご負担なく納付ができ
ます。
　・北門信用金庫　・北海道銀行
　・ピンネ農業協同組合浦臼支所　・浦臼町役場出納
　※ゆうちょ銀行では納付書による納付はできません。
　※令和４年４月より『北洋銀行』窓口による納付は
　　手数料がかかります。

納税通知書の再発行はできません
　例年、確定申告時期等に納税通知書の再発行を希望される方がいらっしゃいますが、納税通知書の交付
は税を賦課するという「処分」であるため、再度行うことはできません。
　受領された納税通知書は大切に保管してください。

お問い合わせ　住民課税務係　電話：６８－２１１２

※ゆうちょ銀行で口座振替の手続き
をされる場合は、申込書の「払込
先」欄に次の内容をご記入してくだ
さい。

　加入者名：浦臼町役場
　口座番号：02780-9-960227
　払 込 日：毎月末日

【第２期以降の納期限】
＊第２期納期限　　８月３１日（水）
＊第３期納期限　１０月３１日（月）
＊第４期納期限　１２月２６日（月）

第１期納期限 ６月３０日（木）まで

 

有料広告

「広報うらうす」に広告を載せてみませんか？「広報うらうす」に広告を載せてみませんか？「広報うらうす」に広告を載せてみませんか？

広告主募集中広告主募集中広告主募集中
１号広告　縦４㎝×横15㎝  4,000円
２号広告　縦４㎝×横  7㎝  2,000円
お問い合わせ　役場総務課企画係
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令和４年６月から児童手当制度が変わりました
１．現況届の提出は原則不要になりました。
　現況届は、毎年６月に全ての受給者に提出をお願いしていましたが、令和４年６月以降は、原則提出が不
要となりました。
　ただし、下記に該当する方は現況届の提出が必要です。
　・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
　・支給要件児童の戸籍がない方
　・離婚協議中で配偶者と別居されている方
　・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
　・その他、浦臼町から提出の案内があった方
　※提出が必要な方には現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。

２．特例給付の支給について所得上限額が設けられました。
　令和４年１０月支給分から、児童を養育している方の所得額が下記表②以上の場合、児童手当等は支給さ
れません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得額が下記表②を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必
　要となります。 
・児童を養育している方の所得額が、下記表の
　①未満　・・・　児童手当（児童１人あたり月額１０,０００円又は１５,０００円）を支給します。
　①以上②未満　・・・　特例給付（児童１人あたり月額一律５,０００円）を支給します。
　②以上　・・・児童手当、特例給付ともに支給されません。

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族（里親などに委託されている児童や施設
　に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます）並びに扶養親族等でない児童で前年
　の１２月３１日において生計を維持していたものの数をいいます。
　扶養親族等の数に応じて、限度額（所得額ベース）は、１人につき３８万円（扶養親族等が同一生計配偶
　者（７０歳以上の者に限ります）又は老人扶養親族であるときは４４万円）を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療
　費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

お問い合わせ　住民課住民係　電話：６８－２１１２

①所得制限限度額 ②所得上限限度額
扶養親族等の数
（カッコ内は例）

所得額
（万円）

収入額の目安
（万円）

所得額
（万円）

収入額の目安
（万円）

０人
（前年末に児童が生まれていない場合等） 622 833.3 858 1,071

１人
（児童１人の場合等） 660 875.6 896 1,124

２人
（児童１人＋年収１０３万円以下の配偶者の場合等） 698 917.8 934 1,162

３人
（児童２人＋年収１０３万円以下の配偶者の場合等） 736 960 972 1,200

４人
児童３人＋年収１０３万円以下の配偶者の場合等） 774 1,002 1,010 1,238

５人
（児童４人＋年収１０３万円以下の配偶者の場合等） 812 1,040 1,048 1,276



7　

【狩猟免許試験予備講習】
１．日　　時　令和４年７月３１日（日）　９時～１６時３０分
２．会　　場　岩見沢市民会館まなみ～る　多目的室①②③
３．受 講 料　第１種銃猟、第２種銃猟　１１,０００円（税、テキスト代込） 
　　　　　　　網　８,２５０円（税、テキスト代込）　わな　８,２５０円（税、テキスト代込）
　　　　　　　網およびわな　１１,０００円（税、テキスト代込）
　　　　　　　第１種銃猟または第２種銃猟と同時に網またはわなを受講（２種類）　１３,７５０円（税、
　　　　　　　テキスト代込）
　　　　　　　第１種銃猟または第２種銃猟と同時に網とわなを受講（３種類）　１６,５００円（税、テキ
　　　　　　　スト代込）
４．受付期間　令和４年６月１６日（木）～令和４年７月２１日（木）
　　　　　　　火曜日・木曜日９時３０分～１６時３０分
５．そ の 他　受講を希望される方は６月１５日（水）までに役場産業課農政係（電話：６８－２１１４）
　　　　　　　へ連絡してください。受講料等に対する補助制度があります。 
　　　　　　　（上記期日を過ぎると受講できなくなる場合があります） 
【狩猟免許試験】
１．日　　時　令和４年８月７日（日）　９時～
２．会　　場　空知総合振興局　電話：０１２６－２０－００４３
３．受付期間　令和４年６月２２日（水）～令和４年７月２２日（金）　９時～１７時
４．定 員 等　４０名（予約が定数に達した時点で受付打ち切り）
５．お問い合わせ　空知猟政協議会　電話・ＦＡＸ：０１２６－２４－１１１１

狩猟免許試験のお知らせ

浦臼町の上水道は西空知広域水道企業団で末端給水
を行っています。水道料金に関し基本料金の軽減制
度があります。
（１）生活保護世帯
（２）７０歳以上の単身世帯
（３）母子および父子家庭のうち児童扶養手当の受
　　　給者
以上のいずれかであってかつ、
　○７０歳以上の単身世帯の場合は道町民税が非課
　　税の場合。
　○母子および父子家庭は道町民税が非課税世帯お
　　よび均等割のみの課税世帯の場合。

下水道料金に関し基本料金の軽減制度があります。
（１）生活保護世帯
（２）６５歳以上の老人世帯
（３）ひとり親家庭のうち児童扶養手当の受給者
以上のいずれかであってかつ、
　○６５歳以上の世帯の場合は道町民税が非課税の
　　場合。
　○ひとり親家庭は道町民税が非課税世帯および均
　　等割のみの課税世帯の場合。
ただし毎年申請の手続が必要です。
該当の方は申し出てください。

　軽減については本人申請となります。西空知広域水道企業団または浦臼町から該当する旨の通知はありま
せんのでご注意ください。
　上水道の工事をする場合には西空知広域水道企業団の指定工事店、下水道の工事をする場合には浦臼町の
指定を受けた工事店でなければ工事はできません。
　工事をする場合には届出が必要になります。

上下水道料金の軽減制度

お問い合わせ・詳細　建設課技術係　　　　　電話：６８－２１１３
　　　　　　　　　　西空知広域水道企業団　電話：７６－２４８６
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だれでも食堂のご案内
　浦臼の野菜をできるだけ使用して月に１回町民が開く、町民のための食堂です。
　新型コロナウイルス感染症対策により、予約制での開催といたしますので事前にお申し込みをお願いし
ます。マスク着用のうえ、ぜひお越しください！
日　　時：６月１８日（土）１１:３０～１３:３０
　　　　　※１１:３０から３０分ごとの時間予約制です。
メニュー：たこ焼き・とん汁
　　　　　テイクアウトも出来ます（予約個数限定）。
料　　金：大人２００円　１８歳以下無料
※新型コロナウイルスの感染状況等により、中止となる場合があります。

開催場所：ふれあいの家（中央団地敷地内）
申 込 先：電話０９０－２８１１－８１９６
　　　　　　　　　　　　　代表　鎌田眞美　　　　

令和４年度「虹の会」（ひきこもり家族交流会）

日　時：毎月第２金曜日（８月除く）１３時３０分～１５時３０分
場　所：滝川市まちづくりセンター「みんくる」
　　　　〔住所〕滝川市栄町３丁目６番２８号
対象者：ひきこもり問題を抱える御家族で、同じ境遇の家族と話したい、心配事や悩み事を相談したいと思
　　　　っている方
内　容：（１）家族同士の意見交換による交流
　　　　（２）他機関が行うひきこもりに関する講演会等の情報提供
※本交流会は、匿名参加でもかまいません。秘密は厳守します。

お問い合わせ
北海道滝川保健所健康推進課健康支援係
電話：２４－６２０１　　ＦＡＸ：２３－５５８３
※申込方法：初回参加希望の方は、事前に保健所へお申し込みください。

停電情報をLINE・チャットでお知らせします

停電情報をLINEでお知らせします。
ぜひお友だち追加してください！

停電・設備に関するお問い合わせは
チャットでも受付しています。ぜひ
ご活用ください

＜お問い合わせ＞
　　　　北海道電力ネットワーク（株）滝川ネットワークセンター お客さまサービス課
　　　　電話：０１２０－０６０－４０９（平日９時～１７時）

お友だち
追加は
こちらから

チャットは
こちらから
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　浦臼町では定住人口増加や地域の活性化を促進するため、様々な支援を行っています。
　住宅のリフォームや空き家・老朽住宅の除去工事等の費用を助成する「浦臼町住宅リフォーム等補助金」
についてご紹介します。

補助対象者
・住宅の所有者で町内に居住している者（または、除却工事にあっては相続人）
・リフォーム後、直ちに町内に居住する者
・町税、水道料金、下水道料金等を滞納していない者
・申請者の前年における世帯の総所得が５５０万円以下の者

補助条件
・町内業者と契約し、行う工事であること。
・工事費（消費税を除く）が５０万円以上であること。
・固定資産税課税台帳に登載されている家屋であること（倒壊家屋の除却工事を除く）。
・同一の申請者、同一の住宅についての補助は１回限りとする。
※以前に補助を受けた方は、工事内容が変わっても対象となりません。

補助対象工事
・住宅のリフォーム（築後１０年を経過した住宅の増築・改築・改修工事）
※内装仕上げ材のみを取り替える工事、設備機器の設置のみの工事、介護保険法の住宅改修費の支給対象と
　なるもの等を除く。
※納屋、倉庫等のリフォームは対象外となります。
・住宅耐震改修工事
・空き家（倉庫など附属建物を含む）、老朽住宅の除却工事　（建替えのための除却を除く）
・住宅用太陽光発電システム設置工事

補助額
・工事費（消費税を除く）の３０％、限度額３０万円（１,０００円未満切り捨て）

補助申請
・対象工事着手前に、必要書類を添付の上、申請書を総務課企画係に提出してください。
※交付決定前に着手した工事については、補助を受けることができませんのでご注意ください。

注意事項
・申請後、工事を中止するときは中止届を提出してください。
・交付決定を受けた内容が変更となる場合は、必要書類を添付の上、変更承認申請書を提出してください。
・建築物を除却する場合は、建築基準法に基づく「建築物除却届」の提出が必要です。
　また、延面積が８０㎡以上の建物を除却する場合には、事前に建設リサイクル法に基づく「届出書」も必
要となります。

お問い合わせ・申請書提出先
　総務課企画係　電話：６８－２１１１

浦臼町定住支援制度



男　　 806人（　2人）
女　　 871人（－1人）
計　　1,677人（　1人）
世帯数 810戸（　3戸）

（　）内は前月との比　■４月末現在

編 集 後 記

自動車運転免許更新時講習会

今
月
の

は

で
す
。
６
月
14
日（
火
）ま
で
に
申
し
込
み
を
さ
れ

た
方
の
戸
別（
訪
問
）収
集
日
で
す
。

※

７
月
の
収
集
日
は
７
月
19
日（
火
）で
す
。

　

申
込
〆
切
日
は
７
月
12
日（
火
）で
す
。

粗
大
ご
み
収
集
日

６
月
21
日（
火
）

最終処分場放流水水質検査結果（４月分）

項目

採取日

水素イオン
濃度 浮遊物質量 生物化学的酸素要求量

化学的
酸素要求量 全窒素

〔ｐＨ〕 〔ＳＳ〕 〔ＢＯＤ〕 〔ＣＯＤ-Ｍｎ〕 〔Ｔ－Ｎ〕

7.5 2.2 3.11未満 0.7

基 準 値 ５.８～８.６ １０以下 ２０以下 ９０以下 １２０以下

そ
の
他
の
出
動

救
助
出
動

今
月
分

累
　
計

救
急
出
動

火
災
出
動

区　分

期　間

0
（5）

0
（0）

0
（0）

4
（20）

2
（13）

2
（10）

1
（1）

19
（119）

警
　
　
戒

0
（1）

2
（8）

1月１日
↓

4月30日

4月１日
↓

4月30日

浦臼町内の出動状況（　）内は奈井江・浦臼支署全出動状況

4月6日（水）

お知らせします！

はい！こちら１１９番

　優良運転手のみが受講できる講習会で、ご自
宅に「運転免許証更新連絡書」が届きますので、
滝川警察署砂川警察庁舎等で更新の手続き（申
請等）を済ませ、「優良講習」対象者に該当する
かどうか確認の上、受講してください。
　更新手続きは、誕生日の前後合わせて２ヶ月
間の間に行ってください。

と　き　６月１６日（木）・午後６時から
ところ　奈井江町文化ホール（ＪＲ奈井江駅前）

2022.6　No.693

■発行・編集／北海道浦臼町役場　総務課企画係
　　　　　　　〒061-0692 北海道樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ183番地の15
　　　 　　　ＴＥＬ　０１２５－６８－２１１１㈹　ＦＡＸ ０１２５－６８－２２８５
　　　 　　　ホームページ　https://www.town.urausu.hokkaido.jp ■印刷／㈱テラックス

　メジャーリーグ・エンゼルスの大谷翔平選
手がメジャー通算１００号となる節目のホー
ムランを打ちましたね。なんと広報うらうす
も令和５年１月号で７００号を迎えます。創
刊から現在まで数多くの担当者が手掛けてき
た広報の節目となる７００号の作成に携われ
ると思うととてもうれしいです。今後も皆様
に浦臼町の様々な情報をお届けできるよう記
事の作成を行っていきます。（和泉）

ＨＰ

　　　　　　　　　　　堅　登さん　４月11日
井　上　世　絆ちゃん
　　　　　　　　　　　彩　華さん　浦臼第２

　　　　　　　　　　　一　真さん　４月16日
向　井　　　詩ちゃん
　　　　　　　　　　　思　実さん　浦臼第３

お誕生おめでとうございます


