車内販売のお手伝いをしまし
れでも︑まずはＳＬを知らな

な思いが強くなりました︒そ

はＳＬを動かすことも夢では

そんな熱意があれば︑やがて

きく︑確かなものにしていく︑

実感できるように︑さらに大

たが︑この列車が走る網走〜
い︑鉄道になじみがない児童

は本当にもったいない︑そん

三セクター鉄道﹁えちごトキ
円

の観光列車﹁流氷物語号﹂の

めき鉄道﹂社長の鳥塚亮氏が
知床斜里間の片道運賃は

ご覧いただきました︒私がＳ

公園に保存されているＳＬを

ですが︑私の案内で羽衣児童

ＪＲが１人のお客様から頂け

らしいサービスを提供しても︑

両を導入して︑どんなに素晴

です︒どんなに素晴らしい車
Ｌ学習﹂ともいえる活動がで

を持ってもらえるような︑﹁Ｓ

の皆さんにＳＬや鉄道に興味
えも頭をよぎります︒

ないかもしれない︑そんな考

サービスの対価はある程度自

一般の事業者であれば商品や

受けることになっています︒

づき︑国土交通大臣の認可を

鉄道会社の運賃は法律に基

鳥塚氏はそう言います︒

社の経営者である私の仕事だ﹂

の仕組みをつくるのが鉄道会

要不可欠な存在になれる︑そ

れば︑地域にとって鉄道は必

体が黒字になる仕組みができ

その鉄道があることで地域全

ること︒鉄道事業が赤字でも︑

とで地域が潤う仕組みをつく

前︒大事なのは鉄道があるこ

﹁鉄道︵会社︶は赤字で当たり

直しに尽力されている鳥塚氏︒

経営が厳しい地方鉄道の立て

だいたようです︒人口減少で

程で︑ＳＬが清里町に保存さ

ができました︒その準備の過

鉄道についてお話をすること

年生の児童の皆さんにＳＬや

方からのご依頼もあって︑５

た︒昨年︑清里小学校の先生

﹁ＳＬ﹂の活用を考えてきまし

中で︑公園に保存されている

させていただきました︒その

私は鉄道にこだわった活動を

これまで２年半にわたり︑

塚氏はそう強調していました︒

︵緩和︶することも必要だ︑鳥

った規制を可能な範囲で撤廃

では限界があります︒そうい

っても︑鉄道会社の努力だけ

を向上させる努力をしろと言

ような運賃の制約の中で売上

営改善が急がれますが︑この

厳しさを増すＪＲ北海道の経

じます︒せっかく生まれた良

効果が生まれていると私は感

が走ることで沿線地域に良い

で︑たとえ赤字でもこの列車

元の熱意で生まれた観光列車

氷物語号﹂も鉄道を愛する地

思います︒私が乗務した﹁流

さんの思いがまさにそれだと

いにしてくれている地元の皆

に来るずっと前から駅をきれ

います︒例えば︑私が清里町

う意識が必要だと鳥塚氏は言

自分たちの大切なものだとい

地域の人たちにとって鉄道は

う仕組み﹂をつくるためには︑

﹁鉄道があることで地域が潤

ます︒

せていただきたいと思ってい

手伝いできることは何でもさ

解を深めてもらうために︑お

習﹂など︑ＳＬや鉄道への理

私でよければ今後も﹁ＳＬ学

きたことが大きな成果でした︒

皆様︑本当にありがとうござ

にする活動を続けていきます︒

私なりのやり方で地域を元気

にお礼申し上げます︒今後も︑

読んでくださった町民の皆様

今回が最後となります︒毎回

して私のこの活動レポートも

皆様に感謝申し上げます︒そ

りしてお世話になった全ての

となりました︒この場をお借

にとってはとても貴重な財産

多くの方々との出会いが︑私

して得られない貴重な体験や

期は終了します︒都会では決

で私の地域おこし協力隊の任

ます︒間もなく︑この３月末

そこに立っているのだと思い

で︑前途は多難ですが︑私は今︑

れない﹂それがスタート地点

次第でいろいろできるかもし

言います︒﹁工夫すればやり方

発想は生まれないと鳥塚氏は

い﹂という考えからは︑良い

円だけです︒

由に設定できますが︑公共交
れることになった経緯も知り︑

加盟しており、将来にわたり「美しい村」を守り続

8
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２月のある日︑新潟県の第

清里町を来訪され︑冬囲い中

Ｌの地域資源としての活用を
る運賃収入は

通を担う鉄道会社にはそれが

いました︒

町外に住所を移しても、学

︵小島︶

い効果を地域全体で享受し︑

あとで返していただくことに
い。

加入の届出が遅れると、保

生の届出を行うことで、引き

連合には、概ね人口１万人以下の 63 町村地域が

公園に置いてあるだけの状態

資格に異動があったときは、

なりますので、ご注意くださ

なっていますので、速やかに

■学生の方へ

険証がないためにその間の医

続き清里町国保の保険証を使

続けるために活動しています。

国民健康保険の異動手続きのお知らせ
職場の健康保険や後期高齢
日以内に届出を行うことに

いて、全ての方に国民健康保

手続きをお願いします。

︻町外への進学が決まった場合︼

者医療制度の加入者などを除
険（国保）への加入が義務付
■届出が遅れると

場合は、町民課窓口で手続き
療費が全額自己負担となり、

うことができます。なお、保

5,000 円

けられています。また、左記

を行ってください。
保険税をさかのぼって納めて

の表に記載の事由に該当する

国保の手続きは、原則とし

険税は、現在の世帯主が継 続
して負担することになります。

○手続きに必要なもの
・在学証明書または学生証、
入学前の場合は合格通知
︻卒業や就職が決まった場合︼
①卒業や退学によって学生で
はなくなった時
○手続きに必要なもの
・清里町国保の保険証
※お住まいの市町村の国保へ
の加入手続きが必要です
②就職などで新しく別の健康
保険に加入した時
○手続きに必要なもの
・清里町国保の保険証
・新しく加入した健康保険証

法などは、連合ホームページをご覧ください。

１口

☎ 25-2135）
（企画政策課まちづくりグループ
ける「サポーター会員」を募集しています。登録方

○準会員

清里事務局
「日本で最も美しい村」連合
連合では、活動を技術的・財政的に支えていただ

■問い合わせ
けるには、多くの人の力添えが必要です。

ページＱＲコード
を持って自立し、将来にわたって美しい地域であり

■「日本で最も美しい村」連合サポーター会員募集
オンリーワンを持つ農村漁村が自らの町や村に誇り

いただくことになります。

印鑑、
身分を証明できるもの

100,000 円

できません︒私は２月にＪＲ

﹁そんなことできるわけがな

訴えていることを知っていた

970

て世帯主の方が行うこととな

保険証をなくしたり、
汚れて使えなくなったとき

１口

「日本で最も美しい村」連合は、小さくても輝く

また、脱退の届出が遅れる

国保の保険証

っていますが、同一世帯の方

世帯が分離、合併したとき

と、国保で負担した医療費を
国保の保険証、
職場の健康保険証
（または加入証明書）

2021.3
2021.3
広報きよさと
9

■問い合わせ
２１５７
‒

国保の保険証

その他

町内で住所が変わったとき

○正会員

14

国保の保険証、
職場の健康保険証
（または加入証明書）
職場の健康保険に入った
国保を
（就職した）とき
やめる
とき
職場の健康保険の
被扶養者になったとき

■サポーター会員年会費

「日本で最も美しい村」連合では
サポーター会員を募集しています

970

町民課町民生活グループ
☎２５

美しいまち通信

最終回
国保の保険証
他の市町村に転出するとき

職場の健康保険の
資格喪失証明書
職場の健康保険をやめた
（退職した）とき

転出証明書
他の市町村から転入したとき
国保に
入るとき

手続きに必要なもの
事由

清里町の地域資源
①斜里岳のすそ野に広がる防風林の農村景観
②斜里川が育んだ豊かな水と森林資源
③大規模穀物栽培が育てた循環型農業

地域おこし協力隊活動レポート
であれば手続き可能です。

■こんな時は手続きが必要です

くらしの情報広場
Town Information
Town Information
くらしの情報広場

第 次清里町総合計画の
策定状況をお知らせします
た。きよさと観光協会のホー
記載があると考えています。

画原案の項目に沿った内容の

しては、第６次清里町総合計

町は今後も英語教育や多様な
ムページでは、男鹿の滝へ行
計画の取組みへの貴重な意見

存されているということでし

バックグラウンドを持つ人々
くのに便利なアクセスがない
とさせていただきます。

むことができると思いました。

にて、第

ご意見の概要とご意見に対

︻考え方︼

きよさと」と６つの分野

ついて議決がなされ、計画と

転入や転出、または住宅を

ますので、希望される方は事
前にご連絡ください。
※検査料として１万円（消費
税・振込手数料別途）が必
要になります。
■詳細と申込先
３５７２

産業建設課建設グループ
☎２５

清里町簡易水道水質検
査計画書を縦覧します
令和３年度清里町簡易水道

日

の水質検査計画書を次のとお
り縦覧します。

～

■縦覧期間と時間
３月８日

３５７２

10
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ーション手段ですので、清里

との対話を持てる教育を大切
ことを侘びていますが、逆に

がいもはでんぷん製造に引き
清里町は国際理解教育につ
私はこの美しい原風景の自

好家や移住者も引き続き清里
のまちづくりの将来像「うる

日まで、清里町ま

や生活の比較などを考えても
を訪れると思います。
おいと温もりで未来を創るま

３年１月

が町議会の議決を得ました

■清里町総合計画の基本構想

にしてほしいです。

継がれ、製品は主に本州へ出
いて、外国人英語指導助手を
然をそのまま保存することを

しています。収穫されたじゃ

荷されています。でんぷんと
幼児期はじめ、小、中、高校
望みます。この自然こそ清里

その方が自然をより良く楽し

案︶にかかる町民意見募集

同じように小麦やてん菜など
へ派遣し、成長過程に見合っ
の大切な資産だと思いますし、

日開催の臨時町議会

とを知ってもらうためにも特
らう機会と体験を合わせて、
︻考え方︼

月

た結果、３件のご意見が寄せ
産品の開発やブランド化につ
友好都市を結んでいるニュー
清里町の自然と魅力のあり
の基本目標（この２つをあわ

次清里町総合計画

られました。ありがとうござ
いて進めていますので、ご意
ジーランドモトエカ町との交
方、移住などのご意見と思い

いました。
見を参考にさせていただきま
換留学や短期滞在研修を清里

する考え方を掲載します。

清里町の自然環境との関わ

ち

す。
せて基本構想といいます）に

ような経験や多様な考え方を

ます。

地域の産業で

未来を切り拓

高校生で行っています。この

︻ご意見１︼
基本目標１
りは、基本目標５

して取り進めることが決まり

持つことのできる人材をこれ
生、自然保護、５
この後、計画書として整え

４環境共

く力を育む生涯学習推進のま
からも育てて行けるように進
環境美化の項目において、ご

ましたした。

めたいと考えます。

５景観、

ち 学
[ 校教育、社会教育 に
]
ついて
て皆さんにもお知らせしてい

特
[ 産品、地場産業 に
] ついて
町内で販売されている水飴

意見をいただいた景観の保全

清里町で英語のコミュニケ
みんなの気持

︻ご意見３︼

がでんぷんから作られている
基本目標６

く予定です。

ーションに触れる機会があり
や環境への配慮について取り

ことを知りました。でんぷん
■問い合わせ

ちと行動でまちづくりに取り

ました。
企画政策課

まちづくりグループ

自然と共に暮らす清里町で
の生活の魅力をより一層深め
☎２５

普段は英語での会話は少な

ることで、来訪者や移住いた

もあるので、水飴や水飴を使

男鹿の滝を訪れた時、清里
だける方を増やして行きたい

組むまち 交
[ 流、移住、定住

理解力は備わっていると感じ
町の魅力を見つけました。私
と考えます。

について

ました。以前住んでいたまち
たちの印象は、原生林といっ

世帯で年間の所得税額が４

移動される方は上下水道の手

２１３５

では感じなかったことです。

のですが。
清里町はでんぷんを造る原
た自然の本来の容姿がよく保

いただいたご意見につきま

英語は主要な国際コミュニケ

生活情報

万円を超えない方および町税

続きが必要です。

転入︑転出時の上下水道
の手続きを忘れずに

町では、難病者などの方に

などの滞納が無い方

■支給要件

２分の１を基に算出します。

ける方の助成額は交通費の

療受給者証により助成を受

策・橋本病重症患者対策医

※ウイルス性肝炎進行防止対

料のじゃがいもを多く作付け

自動車の抹消・移転の登
録は３月末までです

月１日現在の登録に基づいて
対して通院交通費を助成して

自動車税種別割は、毎年４
課税される税金です。自動車

■手続場所
３５７２

産業建設課建設グループ

■助成額
通院先までの区間のＪＲ料

います。
対象となる方は、期間内に

を廃車、売買または譲渡によ
り所有しなくなった場合には、

☎２５

札弦センター

金に、課税状況に応じて助成
率（３段階）を乗じた額

申請に必要書類などを持参の
うえ、手続きをしてください。

すぐに運輸支局で抹消または
移転の登録をしてください。

☎２６

緑センター

２２６７

■申請に必要な書類
通院交通費助成申請書、税

５２２２

☎２５

産業建設課建設グループ

役場１階

■縦覧場所と詳細

午前９時～午後５時

（金）

■対象者
次の受給者証などの交付を

☎２７
■手数料

転入︐住宅移動の場合は給
水申込手数料として 円が必
要です。
■詳細と手続先
３５７２

産業建設課建設グループ
☎２５

飲用井戸の水質検査の受
付を行っています
飲用井戸の水質検査を希望
される方は、次のとおりお申
込みください。
■申込方法および検査月日
毎月１回検査を実施してい

19

‒

‒

‒

（月）

‒

３月末日までに抹消または移
転の登録がされていない場合

※申請に必要な書類は福祉介

者証または手帳など

情報調査同意書、印鑑、受給

月から令和３年３月ま

受けている在宅の方で、令和
２年

は、令和３年度も自動車税種
別割が課税されますのでご注

でに町外（道内）の医療機関

○身体障害者手帳

（保健センター内）

620

意ください。

■受付締切

護グループにあります。

○特定疾患（指定難病）・小

４月５日

に通院、通所された方

ないときは、札幌道税事務所

児慢性特定疾病の医療受給

なお、変更登録が間に合わ

自動車税部にご連絡いただく

者証

■詳細と申請先

か、道税ホームページから自
動車税種別割の住所変更手続

（１級・２級）

保健福祉課福祉介護グループ

きをしてください。

☎２５

３８４７
○療育手帳（Ａ判定）
○精神障害者保健福祉手帳

■問い合わせ
札幌道税事務所自動車税部

（１級・２級）
○ 人工透析療法を受けている方
○ウイルス性肝炎進行防止対
策・橋本病重症患者対策医
療受給者証

‒

‒

（月）

10

‒

‒

難病者等通院交通費助成
︵下期︶の申請を受け付
けています

福祉情報

いとは思いますが、英会話の

‒ ‒

税情報

った産品は特産になると思う

原料のじゃがいもの生産地で

活力と活気を生み出すまち

6

組むように示しています。

基本目標２

︻ご意見２︼

︻考え方︼

結果について

日本の食生活に欠かせない作
た取組みを行っています。語
この資産を護ることで自然愛

日から令和

ちづくり参加条例に基づいて、

物を北海道、そして清里町の
学の学習だけではなく、文化

月

第６次清里町総合計画（原案）
農業で担っています。このこ

令和２年

にかかる町民意見募集を行っ

■第６次清里町総合計画︵原

]

10

25

☎ ０１１ ７４６ １１９０
‒

2021.3
2021.3
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11

2

6

12

25
‒

くらしの情報広場
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年金出張相談所が開設
されます
令和 年 月から︑町の公金の
口座振替日が 日に統一されます
たは金融機関の変更を希望さ

■問い合わせ

月から、町の公
○上・下水道料に関すること

年
れる場合は、お気軽にお問い

令和
日に統一

金の口座振替日が
産業建設課建設グループ
３５７２

合わせください。その際に手

☎２５

２１３６

３５７７

２１５７

３８４７

２００５

２７３０

清里町学校給食センター

○給食費に関すること

☎２５

生涯学習課社会教育グループ

○学童保育料に関すること

☎２５

保健福祉課福祉介護グループ

○介護保険料に関すること

☎２５

（医療保険担当）

町民課町民生活グループ

すること

○後期高齢者医療保険料に関

☎２５

（町営住宅担当）

町民課町民生活グループ

○住宅使用料に関すること

☎２５

町民課税務・収納グループ

に関すること

自動車税・国民健康保険税

○町道民税・固定資産税・軽

☎２５

されます（振替日が土・日・
きます。

続きのご案内をさせていただ

日に

祝日の場合は、翌営業日とな
ります）。
なお、口座振替日が
変わったことにより、納付書
などでのお支払いに変更、ま

○札弦保育所

齢別の定員があります。

※３歳未満児については、年

満１歳６ケ月～

○清里保育所

■受け入れ年齢および定員

のうえ提出してください。

すので、必要事項などを記入

センターに申請書類がありま

各保育所または子育て支援

■申込方法と申込先

ください。

せていただきますのでご了承

清里保育所・札弦保育所の年度途中
入所について
町立保育所の令和３年度途
中の入所申請について、下記
の期間で受付します。
両親の就労や病気などによ
り保育が必要な方は、申請期
間内に手続きを行ってくださ

満２歳６ケ月～

■問い合わせ
保健福祉課

■定員を超える申請があった
場合

２１００

子ども・子育てグループ
☎２５

定員を超える申請があった
場合は、保育の必要性や世帯
の状況などを勘案して選考さ

12
広報きよさと
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年金の資格や請求などに関
する相談所が開設されますの
で、ぜひご利用ください。
なお、会場における混雑を
緩和し、十分な相談時間を確
保するため、完全予約制とな
ります。各開設日の１カ月前

歳まで継続的に業務委託

契約を締結する制度の導入
歳まで継続的に次の事業

‒
‒

から予約受付できます。
相談者が多数の場合は受付
順で締め切られることがあり
ますのでご了承ください。
■開設場所および開設時間
・網走市（オホーツク・文化
時～午後４時

交流センター）
午前
・斜里町（斜里町公民館ゆめ

６００７

時～午後３時

ホール知床）
午前
■問い合わせ
北見年金事務所

３３

（お客様相談室）
☎０１５７

町民課町民生活グループ
（戸籍年金担当）
☎２５ ２１５７

④

高年齢者雇用安定法が
改正されます
少子高齢化が急速に進行し
人口が減少する中で、経済社
⑤
に従事できる制度の導入

会の活力を維持するため、働
く意欲がある高年齢者がその
●事業主自らが実施する社会
貢献事業

能力を十分に発揮して活躍で
きるよう、環境整備を図るこ

い。緊急を要する場合など、
特別な事情がある場合は随時

～ 30 日（金）

●事業主が委託、出資（資金
提供）などする団体が行う

ご相談ください。

前月 20 日前後

とを目的として「高年齢者等
の雇用の安定等に関する法律」

社会貢献事業

26 日
入所希望月の

（高年齢者雇用安定法）の一部

が改正され、令和３年４月１
日から施行されます。
歳までの

～ 23 日（月）

今回の改正は、

～ 20 日（火）

就業機会の確保について事業

～ 18 日（金）

主が講ずべき措置（努力義務）
などを内容としています。
■改正のポイント
歳までの雇用確保（義務）
歳までの

～ 24 日（金）

ゆうちょ
銀行
釧路
信用組合
清里町
農業協同組合

‒
‒
‒
‒

‒

～ 24 日（水）

歳から

■詳細・問い合わせ
～ 22 日（金）

前月 10 日前後
～ 24 日（金）

に加え、
就業機会を確保するため、高

北海道労働局

２３１１

年齢者就業確保措置として、

７０９

職業安定部職業対策課
☎０１１

次のいずれかの措置を講ずる
努力義務を新設。

ハローワーク網走
６２８７

1 月 11 日（火）

３月

12 月 6 日（月）

２月

歳までの定年引上げ

４４

25 日

～ 21 日（金）

‒

11 月 8 日（月）

１月

10 月 8 日（金）

１２月

①

☎０１５２

※学童保育料はゆうちょ銀行未対応です
入所希望月の
9 月 6 日（月）

１１月

②定年制の廃止

※学童保育料
8 月 6 日（金）

１０月

歳までの継続雇用制度

25 日
7 月 5 日（月）

９月

③

（再雇用制度・勤務延長制度）

の導入

後期高齢者医療
保険料・
介護保険料

6 月 7 日（月）

８月

～ 24 日（月）

22 日

－

住宅使用料・
給食費

5 月 10 日（月）

７月

2021.3
広報きよさと
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3

4

25

22 日

3

4

25
納期限
（月末）

町道民税・固定
資産税・軽自動
車税・国民健康
保険税
4 月 12 日（月）

６月

（努力義務）

25
～ 9 日（金）

70 歳までの就業確保
‒

‒

27 日
4 月 1 日（木）

＋
‒

上下水道使用料
５月

65 歳までの雇用確保

網走
信用金庫
～ 3 月 12 日（金）

■開催予定表
70
70

振替対象種目
４月

70
70

■現在の振替日
希望月

8日
（火）
7日
（火）

8日
（火）
18 日
（火）
9日
（火）

3月
（義務）
‒

入所承諾通知
予定日
申請受付期間
入所

令和４年
令和３年

2月
1月
12 月
11 月
10 月
9月
8月

5日
（火）
17 日
（火）
8日
（火）
6日
（火）
斜里町

‒

7日
（火）
13 日
（火）
11 日
（火）
網走市

‒

7月
6月
5月
4月
区分

10
11
‒

65

65
70
70
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〜３月９日

概ね

歳以上で体が虚弱な

⑤高齢者向け住宅については

町営住宅の入居者を募集
します
■申込期間
３月１日
方を有する世帯
※これ以外にも入居資格があ

入居申込者に応じて、申込
み時に必要となる書類が異な
りますので、詳しくは窓口

ペット（犬・猫などの小動

■住宅使用について

でご相談ください。

りますので、お早めの相談を
お願いします。
公営住宅は一定所得を超え
る場合は申込みできません。
物）の飼育は禁止しています。
また、駐車場は各戸につき１

段階の

住宅使用料が設定されます。
台分です。

また、所得に応じて

（入居後に所得が基準額を超え

■問い合わせ
☎２５

３５７７

町民課町民生活グループ

る場合は記載以 上 の 住 宅 使 用
料となります）
団地のお部屋

青葉団地・札進団地・札南
団地・羽衣第
カ月程度時間

については、申込み後に修繕
を行うため、
を要しますので、あらかじめ
ご了承ください。
■入居資格
①収入基準を満たしている方
②住宅に困窮していることが
明らかである方
歳以下の方

③ 単身向け住宅については、入
居時の年齢が
■公営住宅

4,300 円～ 6,500 円
3DK

217 号

5,500 円～ 8,200 円
3DK

221 号

6,000 円～ 8,900 円
2LDK

05-79 号

20,200 円～ 30,100 円
92-24 号

19,700 円～ 29,300 円

■特定公共賃貸住宅

96-641 号

97-647 号

93-614 号

95-633 号

月末にかけ

します。その後、登録したメールアドレスに申請が完

画面の案内にしたがって必要事項を入力のうえ送信

④申請完了

希望の有無」「氏名の点字表記希望の有無」を入力します。

その他申請に必要な「生年月日」「電子証明書の発行

③申請情報の登録

録してください。

※顔写真は、正面・無帽・無背景で撮影したものを登

きます。

※事前に撮影しなくても、操作中に撮影することがで

撮影した顔写真を登録します。

ェブサイトへアクセスし、スマートフォンのカメラで

登録したメールアドレスに通知される申請者専用ウ

②顔写真の登録

れます。

※ＱＲコードを読み込むと、申請書ＩＤが自動入力さ

ル連絡用氏名」「メールアドレス」を登録します。

を読み取り、申請用ウェブサイトへアクセスし「メー

スマートフォンのカメラで交付申請書のＱＲコード

①メールアドレスの登録

■スマートフォンによる申請の流れ

２１５７

☎０１２０

９５

０１７８

総合フリーダイヤル

マイナンバー

☎２５

町民課町民生活グループ

■問い合わせ

総合サイトＱＲコード

○マイナンバーカード

■申請方法の詳細はこちら

ちのうえご来庁ください。

認書類などの必要書類をお持

文書に記載されている本人確

します。案内が届きましたら、

へお受取りの案内文書を送付

され、役場から申請された方

ナンバーカードは役場へ郵送

かります。出来上がったマイ

れるまで、１～２カ月程度か

申請が完了してから交付さ

■申請完了から交付まで

お持ちのスマートフォンでマイナンバーカードの
申請ができます！
本年１月から
て、マイナンバーカードを取
得されていない方に対し、国
から順次「ＱＲコード付きの
交付申請書」が送付されてい
ます。スマートフォンから申
請をする場合は、ＱＲコード
付きの交付申請書、お持ちの
スマートフォン、顔写真のデ
ータがあれば、ご自宅でもお
手続きをすることができます。

また、１台のスマートフォン
からご家族の分の申請も可能
です。
今回は、スマートフォンに
よる申請方法についてご紹介
します。
なお、申請方法などにお困
りの方は、町民課窓口でお手
伝いしますのでお気軽にご相
談ください。
※交付申請書がまだ届いてい
ない方や紛失された方は、
町民課窓口にて再発行でき
ます。

23,000 円
08-749 号

（火）

④世帯向け住宅については、
同居親族のある方

212 号

了した旨の通知が届き、申請完了となります。

■地域優良賃貸住宅

1LDK
羽衣町 27 番地 26
ひまわり団地

羽衣町 39 番地 3

単身者向け

00-738 号

36,000 円
00-736 号

21,000 円
2LDK

95-631 号

21,000 円
94-625 号
1LDK

96-644 号

21,000 円
96-642 号
1LDK
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93-43 号

19,900 円～ 29,600 円
93-39 号

19,900 円～ 29,600 円
14-109 号
2LDK

99-671 号
一般世帯向け
‒

2DK

羽衣町 21 番地 10

1LDK
羽衣町 39 番地 4

※単身入居要件有

はごろも団地

単身者向け
ふれあい団地

5,700 円～ 8,500 円

羽衣町 39 番地 173

単身者向け
羽衣町 37 番地 3
リバーサイド団地

268 号

羽衣第 2 団地

単身者向け
札弦町 316 番地 5
さっつる団地

2DK
札弦町 36 番地 3

3LDK

8,800 円～ 13,100 円

札南団地

一般世帯向け
札弦町 316 番地 5
さっつる団地

一般世帯向け

一般世帯向け

242 号
札弦町 51 番地 2

65
‒

8,600 円～ 12,800 円
札進団地

4

238 号
緑町 22 番地 5

一般世帯向け
水元町 35 番地 5
さくらんぼ団地

羽衣町 39 番地 4
ふれあい団地
‒

3

59

3DK
青葉団地

（月）

2
2

【寄付金】
【寄付金】
【お品物】
南部 陽さん（水元町第 2）
鈴木 裕介さん（羽衣町第 1） 美馬 廣子さん（向陽北）
松浦 裕子さん（新町）
佐川 正子さん（羽衣町第 3） 三上 愛子さん（神威西）
吉田 義光さん（向陽西）
南部 陽さん（水元町第 2） 小清水町社会福祉協議会
谷口 達男さん（斜里町）
吉田 義光さん（向陽西）
【お品物】
羽田野 肇さん（小清水町）
㈲ウェルネスイシイ

社会福祉協議会へ寄付

あたたかな
お気持ち
ありがとう
ございます

‒

特別養護老人施設へ寄付
（老健きよさと・ケアハウスきよさと含む）
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