
　JAところの「ところピンクにんにく」が地理的表示（ＧＩ）保護制度に登録されました。
　地理的表示保護制度とは、地域で育まれた特産と言われる農林水産物や食品などの「地
域ブランド」を守るためにできた制度で、生産地や品質など国の基準を満たしたものの「地
理的表示（産品の名称）」を知的財産として登録。国が不正を取り締まります。
　「ところピンクにんにく」は、ホワイト種より強い風味が特色で、生で食べると辛みが強
く、熱を加えると甘みが増します。
　また、滋養強壮や脂肪燃焼の成分など栄養価が高いことも分かりました。
　常呂の特産品「ところピンクにんにく」の今後に期待が高まります。
　※�「ところピンクにんにく」の成りたちについては、JAところのホームページ（右記の

QRコード）でご覧いただけます。

「ところピンクにんにく」がＧＩに登録
─ 先人が残してくれた大切なにんにくを未来へ ─

ところ通信
Vol. 270

北見市

◆◆◆ 道の駅「パレットピアおおの」内　子育てはうす　ぱすてるからのお知らせです。◆◆◆

へようこそ！

　親子教室「ピヨピヨクラブ（０歳児）」の会員募集を行います。
　親子で手遊びや体操、製作あそびを楽しむ教室です。
　お子さんや保護者の交流の場として、たくさんのお友だちをつくり、
一緒に子育てを楽しみましょう！

〈ピヨピヨクラブ〉
　対象児：０歳児（令和３年１２月１日～４年４月２日生まれの子）
　開催日：火曜日（月１回程度）
　時　間：午前１０時３０分～１１時１５分
　定　員：１０組

　ご希望の人は９月９日（金）までに「子育てはうす ぱすてる」に申込書を提出してください。
　電話での受付はしません。

◎８月のスケジュール（予定）
木工教室…１日（月）
誕生会…２２日（月）
栄養相談…２９日（月）
休館日 ��３日（水）、１０日（水）、１２日（金）、１７日（水）、�

２４日（水）、３１日（水）

▲ピヨピヨクラブふたば（０歳児）クラス

※�スケジュール内容は、変更する場合
があります。また、詳しい内容は、
問合せてください。
※�新型コロナウィルス蔓延防止のため、
今後の動向次第では開館状況等が変
更になる場合がありますので、ホー
ムページ等にて確認してください。

問合せ先  子育てはうす　ぱすてる　☎ ３４－１０１０

防災行政無線をアプリで確認することができます！
　「情報発信おおの」は、町の情報をスマートフォンで受け取れる町公式情報
アプリです。発信される最新のお知らせを見逃すことなくチェックできます。
◎防災行政無線をアプリで受信
　各種町からのお知らせもアプリで受信できます。
◎いざという時に備える機能
　防災マップや各種防災関連サイトの閲覧ができます。� 問合せ先 �総務課　☎ ３５－５３６４
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給与所得者の個人住民税（町県民税）は原則�特別徴収�です。

特別徴収（給与からの差し引き）のメリット
ポイント１
１回あたりの納税額の負担が
少なくなります
普通徴収（納付書での納付）では年４回（６月・８月・
１０月・１月）の納税ですが、特別徴収（給与からの差
し引き）では１２回に分割して（６月から翌年５月まで）
毎月の給与から差し引かれますので、年税額は変わりま
せんが、１回あたりの納税額が少なくなります。

ポイント２
納税の手間が省けます
毎月の給与から差し引かれるため、金融機関等へ納税
に出向く手間が省けます。
また、納期限を気にする必要がなくなり、納め忘れも
無くなります。

※�県と県内全市町村では、所得税源泉徴収義務がある事業主の皆さ
んに、個人住民税の特別徴収を徹底する取組みを行っています。

特別徴収制度の流れ

税額計算

市
町
村

給与支払者＝
特別徴収義務者

事
業
主

従
業
員

納税
義務者

給与支払報告書の提出

（1月31日まで）①
②

③

④

⑤

特別徴収税額通知
（5月31日まで）

特別徴収税額通知

県では
平成27年度から

徹底

税額の納入
（翌月10日まで）⑥ 給与から差し引き

（6月から翌年5月まで）

個人住民税の特別徴収　Ｑ＆Ａ
Ｑ１　パートやアルバイトも特別徴収の対象となるのですか？
Ａ１　�原則として、パート、アルバイト、役員等全ての従業員の人が特別徴収の対象となります。ただし、既に退

職された人や給与の支払いのない月（給与不定期）がある人など、毎月の給与から特別徴収（給与からの差
し引き）できない人は除きます。

Ｑ２　特別徴収と普通徴収（個人納付）のいずれかを選択できるのではないですか？
Ａ２　�給与所得者に係る個人住民税の特別徴収は、地方税法（第３２１条の３）に定められたものであり、従業員

の希望により「普通徴収」を選択することができる制度ではありません。

Ｑ３　�給与所得以外に営業所得があり確定申告をしました。営業所得分に係る個人住民税についても給与からの特
別徴収となるのですか？

Ａ３　�給与・公的年金等に係る所得以外の所得にかかる個人住民税については、確定申告書第２表または個人住民
税申告書の徴収（納税）方法の選択欄で「自分で納付」を選択し申告することで、個人での納付（普通徴収）
とすることができます。※徴収（納税）方法の選択について記載がない場合は、給与からの特別徴収となり
ます。

� 問合せ先 �税務課　☎ ３５－５３６7

事業主（給与支払者）・お勤め（給与所得者）の皆さんへ

【注意】
※①～⑥の順が個人住民税の特別
徴収での納付の流れとなります。
※個人住民税（町県民税）は例年
６月から翌年５月までがその年の
年度（１年）となります。
※�現在、普通徴収（納付書にて年
４回の納付）の人で、特別徴収
（毎月の給与からの差し引き）

へ切替をしたい人は、勤務先の

給与担当者へ相談してくださ

い。（会社からの特別徴収切替

依頼書が役場へ届いて、処理を

した後に特別徴収に切替ができ

ます）
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猫、犬との付き合い方
①猫による問題
　最近「家の庭にフンや尿をされて困っている」「家等に
猫が近づかないような対策をしても効果がない。なんとか
してもらえないか」という相談が多く寄せられています。
それらの問題は、飼い主のいない猫（野良猫）のほか、飼
い猫によっても引き起こされます。猫は愛護動物であるた
め、町や保健所でも捕獲することはできません。（犬は狂
犬病予防法の関係で保護を行います）

②猫による問題を解決していくために
　・室内飼育に努めましょう。
　・飼育できる頭数にしましょう。
　・�飼えない子猫が産まれないように、不妊去勢手術をし
ましょう。

　・�やむをえず外で飼育する場合は、猫用トイレを設置し
ましょう。

　・エサをあげる場所やトイレは清潔にしましょう。
　・しつけ（特にトイレのしつけ）をしましょう。
　・�首輪をつける等の所有者を明らかにするための措置を
しましょう。

　・最後まで責任を持って飼いましょう。

③野良猫への対応について
　野良猫にエサを与える優しい気持ち、可愛い猫に癒やさ
れ、心温かくもなりますが、　安易なエサやり、不妊処置
等の飼育者責任を果たさない状況での安易な行動は、野良
猫が定着し、繁殖する要因となり、野良猫を増やすだけで

なく、フンや尿などにより近隣住民が大変迷惑することと
なります。
　地域の人のためにも猫のためにも、野良猫へのエサやり
はやめましょう。

④犬のフンの後始末について
　「お散歩セット（ビニール袋、テッシュなど）」を持って出
かけるようにしましょう。フンは、埋めたり、そのまま放置
したりせず、家に持ち帰って適切な処理をしてください。

⑤飼い主の責務
　犬、猫等動物の飼い主には、動物の所有者として「命ある」
動物を愛護し適切に管理する責任があります。責任をもっ
て動物の飼育をしなければなりません。鳴き声やフン害に
よる近隣トラブルを起こさないために、しつけを徹底し、
外で放し飼いをしない等、適切な飼育を行いましょう。

⑥地域猫活動支援事業
　県動物愛護センターでは、飼い主のいない猫に起因する
問題を減らしていく対策の１つとして地域猫活動支援事業
が行われています。

　詳しくは、次まで問合せてください。
　県動物愛護センター　☎ ０５7５-３４-００５０
　皆さんには、適切な対応、飼育にご協力をよろしくお願
いします。

� 問合せ先 �環境生活課　☎ ３５-５３7２
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団 地 名 中之元北団地（特定公共賃貸住宅）２階〜４階部分
募集戸数 若干数（２ＤＫ・３ＤＫ）

住宅使用料
（賃貸条件等）

使用料 ２ＤＫ　43,000 円／月（駐車場１台、２㎡の物置を含む）
３ＤＫ　52,000 円／月（駐車場１台、２㎡の物置を含む）

敷　金 家賃の３ヶ月分

その他 インターネット回線、広場、物置、集会場、自転車置場、ゴミ集積場、エレベー
ター有り

入居資格
（全てに該当すること）

・昨年の１ヶ月の世帯全員の所得金額（※）が 158,000 円以上 487,000 円以下の人（所
得の上昇が見込まれる人を含む）
・現に自ら居住するための住宅を必要としていること
・現に同居し、または同居しようとする親族があること
・現に町税およびこれに準ずる納付金を滞納していないこと
・その者または現に同居し、もしくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと

※　１ヶ月の所得とは（年間所得金額−控除額の合計）÷１２ヶ月
◇駐車場は、１戸につき１台です。
◇入居決定／応募戸数が募集戸数を超えた場合は、抽選により入居者を決定します。
◇ゴミ当番、管理人、地元とのお付き合い等があります。

� 申込・問合せ先 �建設課　☎ 35-5376　※ 詳しい内容は役場ホームページをご覧ください

町営住宅入居者募集 礼金・共
益費なし

！

静かな環
境で全室

日当たり
良好！

商業施設
も近くて

便利！



マイナンバーカードを作って、マイナポイントを受け取ろう！
◎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として「マイナポ
イント第２弾」を実施中です。
　マイナポイントを受け取るためには、マイナンバーカー
ドを取得のうえ、別途申込みが必要です。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。
※�健康保険証の利用申込み、公金受取口座の登録を令和４年
６月３０日より前に既に行った人もマイナポイントの申込
みが別途必要となりますのでご注意ください。申込みをさ
れない場合は、マイナポイント第 2弾の付与がされません。
　「マイナポイント第２弾」でもらえるマイナポイントは、
次の①～③になります。

①�マイナンバーカードを取得された人のうち、マイナポ
イント第１弾に申込んでいない人（マイナンバーカー
ドをこれから取得される人も含みます）→最大５,
０００円相当のポイント
※�令和３年１２月までにマイナポイント第１弾に申し込
んだ人で、まだ２０, ０００円のチャージやお買い物を
行っていない場合（最大５, ０００円分までポイント付
与を受けていない人）は、令和４年１月１日以降も引
き続き、上限（５, ０００円相当）までポイントの付与
を受けることができます。
②�マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込み
を行った人（すでに利用申込みを行った人も含みます）
→７, ５００円相当のポイント
③�公金受取口座の登録を行った人（すでに登録を行った
人も含みます）→７, ５００円相当のポイント

※�マイナポイント第２弾には申込期限がありますので注意
してください。
　・マイナンバーカードの申請期限：９月末
　・マイナポイントの申込期限：令和５年２月末

◎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は…
　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７月から「ＱＲ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ヶ月かかります。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、電話にて事前予約
が必要です。

◎対象者　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
◎日時　８月１４日（日）・２８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
受け取りの予約」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
約の日に来庁の際に必要なものがそろっていない場合等
は、交付ができませんので、はがきを確認のうえ来庁し
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

マイナンバーカードのお知らせ

夏の節電のご協力のお願い
　今夏の中部エリアの電力需給は、非常に厳しい見通しです。
　町民の皆さんにおかれましては、９月３０日まで、無理のない範囲での節電にご協力をお願いします。
◎エアコン
　・夏冷房時の室温は２８℃にしましょう！
　・月に１回～２回はフィルターを掃除しましょう！
◎照明
　・無駄な灯りはこまめに消すようにしましょう！
　・�壁スイッチで電源OFFにしましょう！（リモコン機
能を使用中はわずかに電力を消費します）

◎冷蔵庫
　・熱いものは冷ましてから入れましょう！
　・開閉の時間を短くし、無駄な開閉をやめましょう！

問合せ先 �中部電力パワーグリッド（株）
　　　　　�ネットワークコールセンター
　　　　　�☎ ０1２０-9８５－２３２
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