
「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令和４年９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９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。
※�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注意して
ください。申込みをされない場合は、マイナポイン
ト第２弾のポイント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弾に申し込んでいない人（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

〇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・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、電話にて
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ヶ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　９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
ドの受け取りの予約」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

マイナンバーカードのお知らせ
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令和４年第３回定例会日程および内容
◎会期　９月６日～１４日（９日間）

月　日 曜日 開議時間 内　　容　　等 場所 備　　考
９月　６日 火 午前９時 本会議（開会） 議事堂
　　　７日 水 〃 総務文教常任委員会 委員会室
　　　８日 木 〃 民生建設常任委員会 委員会室
　　１３日 火 〃 本会議（一般質問） 議事堂 中継配信あり
　　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。

　９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拡大状況により、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

　町では、新婚世帯が新生活をスタートするための住居
費や引越費用、リフォーム費用の一部を補助しています。
◎補助金額　１世帯あたり最大３０万円
◎�補助対象世帯　次の条件をすべて満たす世帯が補助の

対象となります。
　１�　令和４年４月１日～令和５年３月３１日に婚姻届

を提出し、受理された夫婦であること。
　２�　申請時において、夫婦ともに町内に住民登録がさ

れていること。
　３�　町内に１年以上定住する意思がある夫婦であるこ

と。
　４�　婚姻日における年齢が夫婦ともに満３９歳以下で

あること。
　５�　取得できる最新の所得証明書を基に、夫婦２人の

年間合計所得が４００万円未満であること。（年収
に換算すると５４０万円程度が目安）

　６�　申請時において、夫婦ともに町税等の滞納がない
こと。

　７�　他の公的制度による家賃補助等による補助金を受
けていないこと。

　８�　過去に、夫婦ともに当該補助金の交付を受けてい
ないこと。

　９�　国、県または町等の公的な制度による他の補助金
等の交付を受けていないこと。

◎補助対象となる経費
　１　住居費
　　①住宅購入費
　　②�住宅賃貸借費用（賃料、敷金、礼金（保証金等こ

れに類する費用を含む）、共益費、仲介手数料）
　　※�勤務先からの住宅手当支給分などは、補助対象外

となります。
　２　住宅のリフォーム費用
　　・�修繕費用、増築費用、改築費用、設備更新等の工

事費用
　　※�倉庫、車庫、門扉、フェンス、植栽等の外構にか

かる工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入ま
たは設置にかかる費用は除く。

　３�　引越費用（引越業者または運送業者への支払に係
る実費）

　　※�令和４年４月１日～令和５年３月３１日に支払わ
れたものに限ります。

◎提出書類
　◦必須書類
　　・大野町結婚新生活支援事業補助金交付申請書
　　・戸籍抄本または婚姻届受理証明書
　　・夫婦の所得証明書
　◦該当する場合
　　・�住宅の売買契約書、工事請負契約書または請書の

写し、領収書等の写し
　　・住宅の賃貸借契約書の写し、領収書の写し
　　・住宅手当支給証明書（給与所得者のみ）
　　・引越費用にかかる領収書等の写し
　　・�貸与型奨学金を返済したことがわかる書類（貸与

型奨学金を受けている人）

�
問合せ先 �政策財政課　☎ ３５－５３６３

結婚に伴う新生活に係る費用を支援します！
大野町結婚新生活支援事業
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低所得の子育て世帯生活支援特別給付金のご案内
（ひとり親以外の世帯分）

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する
中、食費や電気・ガス料金等の物価高騰に直面する低
所得の子育て世帯に対し、（子育て世帯生活支援特別給
付金《ひとり親世帯分》の支給を受けた者を除く）国
から生活支援特別給付金が支給されます。

◎支給対象者　次の①かつ②の（ア）または（イ）に
該当する人
①令和４年３月３１日時点で１８歳未満の児童（障が
い児の場合、２０歳未満）を養育する父母等

（令和５年２月２８日までに生まれた新生児も対象にな
ります）
②（ア）令和４年度住民税（均等割）が非課税の人
　 （イ）�新型コロナウイルス感染症の影響により、令

和４年１月１日以降の収入が急変し、住民税
非課税相当の収入となった人

※対象児童…�平成１６年４月２日以降（障がい児の場
合、平成１４年４月２日以降）令和５年
２月２８日までに出生した人

◎支給額　児童１人あたり、一律５万円
　※�町独自支援として特別給付金の支給対象となった

児童に対し、さらに５万円を上乗せ支給します。

◎申請方法
・�令和４年５月分以降の児童手当または特別児童扶養

手当の新規受給者で住民税非課税の人
　→�申請不要です。対象となる人に、案内を送付します。

（すでに転出先で受給している人を除く）
・�上記以外の人（例：高校生のみ養育している人、新
型コロナウイルスの影響で収入が急変した人など）

　→�申請が必要です。
◎申請時に必要なもの
・�請求者本人を確認できる書類の写し（運転免許証、

マイナンバーカード等の写し）
・�受取口座を確認できる書類の写し（通帳、キャッシュ

カード等の写し）※請求者名義の口座に限る
・�請求者および配偶者の個人番号が分かるもの（通知

カード、マイナンバーカード等）
・�請求者および配偶者の収入額を確認できるもの（令

和４年１月以降の任意の１ヶ月の収入）
※�新型コロナウイルスの影響で収入が急変し、申請す

る人のみ必要です。
※�上記以外の関係書類の提出をお願いする場合があり

ます。

◎申請期限　令和５年２月２８日（火）
� 問合せ先 �子育て支援課　☎ ３５-５３７０
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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！



　７月 30 日、３年ぶりに開設された、ところ常南ビーチ海水浴場の海開
きが行われました。
　晴天となった海開きの日の海水浴場は、打ち寄せる波に歓声を上げながら
水遊びをする子どもやパラソルの下、日光浴を楽しむ人などで賑わいました。
　８月 11 日までの開設期間中、海水浴場にはオホーツクの短い夏を楽し
む様子が見られました。

ところ常南ビーチ海水浴場開設
─	オホーツクの短い夏を満喫	─

ところ通信
Vol. 271

北見市

　町の公立認定こども園については、年少人口の減少と施設の老朽化により令和２年３月に北こども園を閉園し、
令和３年度に施設の取壊しを行いました。
　近年おいては、新型コロナウイルス感染症の影響により出生率は一段と低下し、年少人口が著しく減少しています。
施設の老朽化や少子化等の状況、将来人口推移や町情勢を踏まえ、町全体の認定こども園の将来を的確に見極める
とともに、幼児教育が生涯の人格形成の基礎を培う重要な時期であることから、就学前の必要な教育・保育サービ
スの提供ができるよう、公立の認定こども園の再編方針を定めることを目的とし、令和４年３月に「大野町認定こ
ども園基本構想」を策定しました。今後、これに基づき公立認定こども園の統廃合計画を推進していきます。
◎就学前児童数および出生届出数
　全ての地区において就学前の児童数が減少する傾向にあります。
町全体の就学前児童（０～５歳）数� （単位：人）

年度
実　数 推　計

２０１０ ２０１５ ２０２０ ２０２５ ２０３０ ２０３５ ２０４０ ２０４５
児童数 １, ２９５ １, １４０ ９３２ ７９５ ６９１ ６００ ５２５ ４６６

170 178 199
148 178 170 188

142
164

135 126 117 135
108 96

0
50
100
150
200
250

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

出
生
届
出
数
（
人
）

出生年度

出生届出数のグラフ

◎公立認定こども園の再編検討
　こども園の「需要と供給量のバランス」「施設配置と通園距離」を評価視点とした比較検討を行い、再編の方針を
次のとおりとしました。
各園の具体的な方針

西こども園 南こども園

方針
・令和６年度末を目途に閉園
・�令和７年度は統合園の仮園舎として活用

・令和６年度末を目途に閉園
・令和７年度に改修工事
・�令和８年度は統合園として運営開始、当面存続

◎公立認定こども園の統廃合スケジュール

公立認定こども園の統廃合計画について

令和７年３月３１日
西こども園
南こども園

「閉園」
「閉園」

令和７年４月１日
統合こども園運営開始

現南こども園の改修工事着手
「西こども園を仮園舎とする」

令和８年１月
統合こども園の移動
「改修後の新園舎（現南こども園）
へ移動する」
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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

　令和５年４月からの「教育・保育給付認定申請、利用申込み」など必要書類の配布を開始します。
◎４月入園申込受付
　◦受付期間　１０月３日（月）～３１日（月）
　◦受付場所　役場子育て支援課
　　※�２・３号認定希望の人は、上記期間内に申込んでください。
　　※�１号認定希望の人は、希望園により入園手続き・申込み期間が異なります�

ので、各施設へ問合せてください。
◎必要書類の配布
　◦配布開始　９月５日（月）
　◦�配布場所　役場子育て支援課、各認定こども園および子育て支援施設「子育てはうす　ぱすてる」
◎町内の施設一覧

類　型 認定こども園名 所在地 定　員 年　齢 電話番号

保育所型
大野町西こども園（公立） 瀬古４８０番地 ８０人 ０～５歳児 ３２-１０４３
大野町南こども園（公立） 本庄２００番地６ ８０人 ０～５歳児 ３５-２００２

幼保連携型

大野こども園（私立） 大野２４０番地１ ８５人 ０～５歳児 ３２-００２２
豊木認定こども園（私立） 桜大門５３８番地 １６０人 ０～５歳児 ３２-００２９
認定こども園うぐいす（私立） 公郷３１３番地 ６５人 ０～５歳児 ３４-２３２３
幼保連携型認定こども園東さくらこども園（私立）相羽７６３番地８ １３０人 ０～５歳児 ３４-１５３３

幼稚園型 認定こども園大野クローバー幼稚園（私立） 桜大門３０番地 ９０人 ０～５歳児 ３５-９６８０

◎保育料等の支払い（契約）
　◦公立施設　町（施設）と契約し、保育料等を町へ支払います。
　◦私立施設　施設・事業者と契約し、保育料等を事業者へ支払います。
◎教育・保育給付認定の種類
　認定こども園を利用される場合は、利用のための認定（教育・保育給付認定）を受ける必要があります。

年　齢 保育の必要性 教育・保育給付認定区分

満３歳以上
な　し １号認定 教育標準時間

あ　り ２号認定
保育標準時間
保育短時間

満３歳未満 あ　り ３号認定
保育標準時間
保育短時間

　　　◦「保育標準時間」認定：１日最長１１時間まで
　　　◦「保育短時間」認定：１日最長８時間まで

◎保育を必要とする事由
　２号・３号（保育）認定を受けるには、次のいずれかに該当することが必要です。
　・就労（フルタイム、パートタイム、自営業などすべての就労　ただし、月４８時間未満の就労を除く）
　・妊娠・出産　　・保護者の疾病・障がい　　・同居または長期入院している親族の介護・看護
　・災害復旧　　・求職活動（起業準備を含む）　　・就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）
　・育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用を希望している場合
� 問合せ先 �子育て支援課　☎ ３５-５３７０
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