
令和４年第４回定例会日程および内容
◎会期　１２月６日～１４日（９日間）

月　日 曜日 開議時間 内　　容　　等 場　所 備　考
１２月　６日 火 午前９時 本会議（開会） 議事堂

１２月　７日 水 〃 総務文教常任委員会
民生建設常任委員会 委員会室

１２月１３日 火 〃 本会議（一般質問） 議事堂 中継配信あり
１２月１４日 水 〃 本会議（閉会） 議事堂

　本会議・委員会は傍聴することができます。開議
時間までに議事堂・委員会室へお越しください。
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、次
のことをお願いいたします。
・マスクを必ず着用してください。
・�手指の消毒をしてください。（傍聴入口にアルコー
ル消毒液を設置しています。）
・他の傍聴者と間隔を空けて着席してください。
※�新型コロナウイルス感染症の状況により、席数を
制限する場合がありますので、ご了承ください。

　なお、委員会の傍聴を希望される人は、事前に事
務局まで連絡してください。

　１２月１３日の本会議における一般質問は、イン
ターネットを利用し中継配信されます。また、役場
１階ロビーおよび地区公民館（第１～第６公民館）
でもご覧いただけます。
※�新型コロナウイルス感染症の状況により、地区公
民館への中継配信を中止する場合あり。ご了承く
ださい。
　� 問合せ先 �議会事務局　☎ ３５-５３６１

主任児童委員・民生委員児童委員紹介
　１２月１日より、新たに主任児童委員および民生委員児童委員が厚生労働大臣から委嘱されます。生活にお困り
の人、ひとり親、児童、心身障がいのある人、高齢の人など、地域でいろいろな悩みの相談援助を行うための窓口
としてご活躍いただきます。（敬称略）

区 氏　名 担当地区

全
域
白木　久美子 大野町全域

（主任児童委員）高橋　利行

１　

区

所　　明美 黒野北区

飯田　久 黒野西区

國枝　礁次 黒野南区

関谷　伸夫 黒野中区

塗家　栄子 黒野東区

杉山　直幸 相羽区・六里区

長沼　希代美 下方区・麻生区

横幕　さとり みどりニュータウン・相羽苑

２　

区

松久　悦子 野区

牧村　正樹
西方区

山本　まり子

樋口　千惠子
桜大門区

加納　正勝

平野　洋子 大野１区

所　　留美 大野２区

堀　　三郎 大野３区

北川　百合子 古城北区

区 氏　名 担当地区

３　

区

杉山　司朗
稲富区

児島　昭二

田村　美幸 古川区・寺内区

内藤　敦子
上秋区

高橋　美香

國枝　源幸 稲畑区

４　

区

岩崎　勝彦 牛洞区・松山区

河田　幸則
瀬古区

林　　小百合

武藤　義孝 中之元区
中之元団地安江　清子

５　

区

中島　惠美子 宝来区・八木区・天神区

勝　　健 島部区・公郷区・うぐいす苑区

三間　敬子
大衣斐区・小衣斐区
北領家区・南領家区

６　

区

加納　千尋 南方区・五之里区・郡家区

竹中　敏行 定松区・鹿野区・上磯区

後藤　真二郎 本庄区・本庄西区

石原　悦朗 下磯区
下座倉区児玉　良美
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マイナンバーカード出張申請受付　第３弾！
　令和６年秋より現在使用している健康保険証が廃止され、マイナンバーカードへ一体化した形に切り替わる予定です。
　町職員が、写真撮影からカード申請まで、無料でお手伝いしますので、マイナンバーカードをまだ作成していな
い人は、ぜひこの機会に、マイナンバーカードの交付申請を行ってください。

場所 期日
第１公民館 １２月１２日（月）
第２公民館 １２月１３日（火）
第３公民館 １２月１４日（水）
第４公民館 １２月１５日（木）
第５公民館 １２月１６日（金）
第６公民館 １２月１９日（月）

◎時間　午後１時～４時
◎対象者　町内に住民票がある人

「マイナポイント第２弾」の対象�
となるマイナンバーカードの新規
申請期限は１２月末までです !
◎マイナポイント第２弾について
　国のマイナンバーカード普及促進事業「マイナポ
イント第２弾」で、マイナポイントの付与を受ける
には、マイナンバーカードを令和４年１２月末まで
に申込みをする必要があります。まもなく申込期限
が終了しますので、早めの申込みをお願いします。
　マイナポイントの手続きはマイナポイントサイ
トからスマートフォンやパソコンで簡単に行うこ
とができます。
◎手続きに必要なもの
・�マイナンバーカード
・�利用者署名用電子証明書（マイナンバーカード取
得時に設定した４桁のパスワード）
・�希望するキャッシュレス決済サービス事業者の
「キャッシュレス決済サービスＩＤ」および「セ
キュリティコード」
※�パソコンで行うときは、カードリーダーが必要で
す。
◎マイナンバーカードをまだお持ちでない人
　マイナポイント獲得にはマイナンバーカードの
取得が必要です。
　まだマイナンバーカードを申請されていない人
には、令和４年１１月から１２月上旬にかけて「Ｑ
Ｒコード付マイナンバーカード交付申請書」を順次
郵送しておりますので、そちらを使ってスマート
フォン、パソコン、証明写真機、郵送のいずれかの
方法で簡単に申請することができます。
　マイナンバーカードを申請後、カードが作成され
るまで約１カ月かかります。交付の準備ができまし
たら郵便で案内はがきを送付しますので、申請者本
人が必要書類を持って来庁してください。

マイナンバーカード交付・申請の�
休日窓口の開設（事前予約制）

　平日業務時間内の来庁が難しい人を対象に、次のとお
り休日窓口を開設します。利用には、事前予約が必要で
す。
◎対象
①マイナンバーカードの受取りを希望される人
・�マイナンバーカードを申請した後「マイナンバーカー
ド交付通知書・電子証明書発行通知書」（以下「はがき」
という）が届いた人

②マイナンバーカードの申請を希望される人
・�町内に住民登録があり、マイナンバーカードの申請を
したことがない人

・�申請窓口まで来られる人（顔写真を撮影するため）
・�申請日から２カ月以内に転出予定がない人
※�１５歳未満または成年被後見人の人は法定代理人も
同行してください。

◎日時　１２月１１日（日）・２５日（日）
　　　　午前８時３０分～正午、午後１時～４時３０分
◎場所　住民課窓口
◎予約方法　住民課へ電話して「マイナンバーカードの
受取りの予約」または「マイナンバーカード申請の予約」
と伝えてください。電話予約時間は、平日の午前８時
３０分～午後５時１５分です。
　次のことをお尋ねします。
　　・予約を希望する内容、日時
　　・氏名と生年月日
　　・連絡の取れる電話番号
◎注意事項　予約は先着順で人数に限りがあります。予
約の日にお越しいただいた際に必要なもの等がそろっ
ていない場合は、交付ができませんので、はがきにて確
認のうえ来庁してください。
　平日業務時間内に来られる際には予約は不要ですが、
混雑のためお待ちいただく場合があります。

問合せ先 �住民課　☎ ３５-５３６８

◎申請時に必要なもの
●本人確認書類　１点（運転免許証や保険証など）
●個人番号カード交付申請書�兼�電子証明書／更新申請書
　※�マイナンバーの「通知カード」とともに平成２７年に送付されています。

また、カード発行元である地方公共団体情報システム機構（J-LIS）から
交付申請書のみ再送もされています。不明な場合は、申請時に申出てくだ
さい。

　※できあがったカードは、後日、役場住民課の窓口でお渡しします。

問合せ先 �住民課　☎ ３５－５３６８

まもなく終了します！
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令和４年度子育て世帯負担軽減給付金のご案内
　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、原油価格等の高騰に直面する子育て世帯を支援するため、給
付金が支給されます。
◎給付額　支給対象者１人あたり３万円です。
　　　　　�県では、０～１８歳までの児童を養育する県内に住所を有する支給対象の皆さんに、対象者１人あたり

１万５千円を支給します。
　　　　　さらに、本給付金の支給対象者に限り、町の独自支援として一律１万５千円を上乗せ給付します。
◎給付金の支給について
　児童手当の受給状況や養育をしている児童の生年月日等により、申請の有無や支給日等が異なります。

　　

いずれに
あてはまるか
確認してください

Ｂをご覧くださいＡをご覧ください

①：令和４年１１月分の
児童手当（本則給付）受給者

②：平成１６年４月２日から
１９年４月１日生まれの
児童（高校生等）のみの養育者

③：公務員の人で
令和４年１１月分の
児童手当（本則給付）受給者

 Ａ　①令和４年１１月分の児童手当（本則給付）受給者
申請は不要です。　本給付金の対象となる人へ、１１月２８日に案内を送付します。
支　給　日　１２月１５日（木）（児童手当振込口座に支給しますので確認してください。）

 Ｂ　②平成１６年４月２日〜１９年４月１日に生まれた児童（高校生等）のみの養育者
 　　③公務員の人で令和４年１１月分の児童手当（本則給付）受給者
申請が必要です。　�１２月下旬頃に案内を送付しますので、届き次第お早めに申請してください。

申 請 期 限　令和５年１月３１日（火）
申　請　先　子育て支援課
申 請 方 法　案内に印字してあるＱＲコードを読み取り、ＬｏＧｏフォームより申請してください。
　　　　　　※�ＱＲコードの読み取りができない等、電子申請ができない人は申請書を窓口まで提出してくださ

い。（申請書は窓口備え付けのものを利用していただくか、町ホームページよりダウンロードし
てください。）

　　　　　　※保護者の所得が児童手当（本則給付）の支給対象となる金額と同等未満の人に限ります。
　　　　　　　申請後、本給付金の対象になるか審査を行います。
　　　　　　※審査の際、公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出をお願いする場合があります。
支　給　日　１月１３日までの受付分→１月下旬頃に支給予定
　　　　　　１月３１日までに受付分→２月中旬頃に支給予定

◎次に該当する場合は、本給付金の支給対象外となります
・児童手当受給者や生計維持中心者が県内に住所を有さない場合
・児童手当等受給者が令和４年１１月分の特例給付を受給予定および所得上限額以上の場合
　�（高校生等のみを養育している場合は、生計維持中心者が児童手当（本則給付）の支給対象となる金額と同等以上
のとき）
・施設等入所児童を養育している場合（施設設置者等）
◎その他
・�本給付金は、令和４年１０月３１日が基準日となり、１１月分児童手当支給予定市町村または基準日時点での居
住市町村から支給されます。
・�ＤＶ被害により児童とともに避難をしている人で、１１月分の児童手当を受給することができない人については、
本給付金を受けることができる場合がありますので、問合せてください。
・�養子縁組の不実施等により、父母ともに児童手当（本則給付）の受給者となっている場合は、受給者ごとに本給
付金を支給します。
※本給付金について詳しくは、町ホームページをご覧ください。

� 問合せ先 �子育て支援課　☎ ３５-５３７０

電子・窓口：午後５時１５分まで
郵送：当日消印有効
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新築住宅の定住奨励金制度が変わります
　現在の「大野町新築住宅の定住奨励金」制度が令和５年１月１日をもって失効となり、１月２日以
降については、新たな「大野町新築住宅の移住定住補助金」制度に変わります。
　新制度の概要と、現在の制度との主な変更点については次のとおりです。
※�現在、定住奨励金制度の補助を受けている人、令和５年１月１日までに新築住宅を取得（新築・建
替え・購入）された人については、現行の制度（これまでどおり）の補助内容となります。

◎新制度の概要
事　　業　　名 大野町新築住宅の移住定住補助金

対　　象　　者

町内で住宅を取得し、入居された人
※�住宅の取得とは、住宅の新築もしくは住宅の建替えまたは新築住宅の購入をいいま
す。
※住宅の増築や改築、相続や贈与により取得するものは含みません。

対象となる住宅 令和５年１月２日以降に新築、取得された住宅
※固定資産税の新築軽減が適用される家屋であること。

補　助　金　額

町内在住の人に対しては３０万円、町外からの転入世帯の人に対しては１０万円を加
算します。
※�転入とは、世帯員の全員が転入届を提出して他の市町村等から本町に移り住むこと
をいいます。ただし、本町から他の市町村等へ転出届を提出し、転出後３年間を経
過しない再転入の場合は転入とはみなしません。

◎現在の制度との主な変更点
項　  目 現　在（令和５年１月１日まで） 変更後（令和５年１月２日以降）

補助年度 固定資産税が課税された初年度から５年
間

固定資産税が課税された初年度（１年度
限り）

補助金額

新築住宅に課税される固定資産税相当額
（上限１０万円）
※�町内建築業者で建てられた人は上限
１５万円

町内在住の人は３０万円
※�町外から移住された人（転入世帯）は
１０万円を加算

※�新制度の詳細については、町のホームページに掲載しております。不明な点がありましたら次まで
連絡してください。

� 問合せ先 �政策財政課　☎ ３５-５３６３
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自　衛　官　等　募　集　案　内

募集種目 受験資格 受付期間 試験期日

予備自衛官補（一般）１８歳以上３４歳未満の人（令和５年７月１日現在）
令和５年１月上旬〜
４月上旬

令和５年４月中旬のうち１日
（受付時にお知らせします）

　　 〃　　 （技能）
１８歳以上で保有する技能に
応じ５３歳〜５５歳未満の人
（令和５年７月１日現在）

公　務　員　合　同　説　明　会　案　内

日　時 場　所 参加団体 備　考

１２月２６日（月）
午後１時〜３時

ハローワーク揖斐
（揖斐川町極楽寺９５−１）

自衛隊、揖斐警察署、
郡消防組合（資料設置
のみ）

各団体から順番に説明を実施
し、説明終了後、質疑応答を実
施します。

※いずれも新型コロナウイルス等の影響により変更の場合あり。
� 問合せ先 �自衛隊岐阜地方協力本部　大垣地域事務所　☎ ０５８４－７３－１１５０



軽自動車税（種別割）の納期変更について

　10 月 22 日、常呂町百年広場で JAところが「収穫“菜”」を開催し
ました。
　会場では、玉ネギなどの野菜やホタテなどの海産物のほか、ところ
ピンクにんにくを使用した焼肉のタレが販売され、常呂の魅力の詰
まった旬の食材を買い求める人で大盛況でした。
　また、ホタテをふんだんに使った塩焼きそばや豚串などの飲食物も
テイクアウトで販売され、会場は、常呂の味覚を楽しむ来場者で賑わ
いました。

JA ところ収穫“菜”
─ 旬の食材や話題の商品が並ぶ ─

ところ通信
Vol. 274

北見市

令和５年度から軽自動車税（種別割）の納期限などが変更になります

◎納期限の変更
　令和５年度から軽自動車税（種別割）の納期
限を５月３１日に変更します。（これまでは４
月３０日）納期限が土・日・祝日の時はその翌
営業日が納期限になります。
※�今回納期限を変更した理由は、賦課期日（４
月１日）の軽自動車の取得・廃車等の状況を
確認できる期間を十分確保し、より適正な課
税を図るとともに、５月の連休と重ならない
ことで、納税者の利便性向上と口座振替の人
へ納税証明書の発送を速やかに行うためで
す。

◎納税通知書の発送時期
　納期変更に伴い、納税通知書は５月上旬の発
送になります。（これまでは４月中旬）５月
１７日を過ぎても納税通知書が届かない場合
は、次まで連絡してください。

◎�軽自動車税（種別割）納税証明書（車
検用）の有効期限

　令和５年から口座振替後に発送する軽自動車
税（種別割）納税証明書（車検用）の有効期限
は翌年の納期限の前日までになります。口座振
替の人への納税証明書は６月中旬（予定）に発
送します。

◎経過措置
　今回の納期限変更に伴い、車検の手続きに支
障をきたす場合は、有効期限を令和５年５月
３０日（口座振替の場合は６月１５日）まで延
長した納税証明書を再発行（無料）します。お
手数ですが、役場住民課窓口にて申請してくだ
さい。
※ 令和５年１月１日から軽ＪＮＫＳ（軽自動車

税納付確認システム）稼働により、車検時の
継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不
要となります。

◎賦課期日（軽自動車税の課税の基準日）
　軽自動車税の賦課期日は従来どおり４月１日
です。毎年４月１日現在で登録されている軽自
動車の所有者に対して軽自動車税が課税されま
す。
　廃車や所有者変更等の
手続をする場合は、３月
までにお願いいたしま
す。

� 問合せ先 �税務課　☎ ３５-５３６７
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