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広報おくしり 平成31年２月号

奥尻町の安全・安心を守る
消防団員を募集しています！
～ あなたのチカラでまちを守り、地域の絆を深めよう！ ～

■消防団の活動
火災発生時における消火、地震や風水害といった
大規模災害発生時の救助・救出、警戒巡視、避難誘
導、災害防御などのほか、平常時においては、訓練、
住宅への防火指導、特別警戒、広報活動などにも従
事しています。
■消防団員の身分や待遇など
消防団員は、非常勤特別職の地方公務員です。
団員になると、年額報酬や災害活動又は訓練に出
動した際に出動手当が支給されます。
また、公務災害補償や被服の貸与、退職報奨金な
ど、団員へのサポート体制が整っています。
詳しいことについては、奥尻消防
署へお問い合わせ下さい。
檜山広域行政組合奥尻消防署
☎01397－2－2047

「広報おくしり」に広告を
掲載しませんか ?
町では、広報紙への有料広告掲載を実施すること
で、地域の様々な情報を紙面に掲載できるようにし
ました。
広告の掲載料は次のとおりとなっています。
区

分

町内事業者

町外事業者

約4.5㎝×8.8㎝

2,000円 / 月額

3,000円 / 月額

約4.5㎝×17.8㎝

4,000円 / 月額

5,000円 / 月額

申込期日は、
発行月の前月５日までとなっています。
掲載を希望される方は、申込書の提出が必要とな
りますので、下記の担当課へお問い合わせください。
奥尻町役場 総務課情報サービス係
☎01397－2－3402（直通）
集中！

広告募

お知らせ

確定申告のお知らせ

平成30年分の所得税及び復興特別所得税の確定申
告の相談及び申告書の受付は、２月18日（月）から３
月15日（金）までです。

確定申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書
等作成コーナー」で作成し、印刷して郵送等により提
出することができます。「確定申告書等作成コーナー」
には、給与所得や年金所得のみの方専用の初めての方
でも操作しやすい画面もありますので、是非ご利用く
ださい。
※税務署へ「ＩＤ・パスワード方式の届出」をするこ
とで、スマートフォン等のタブレット端末でも確定
申告書作成コーナーから e-Tax での送信が可能とな
りました。税務署など確定申告会場にお越しの際に
は「前年の申告書控え」、確定申告に必要な書類及
び印鑑をご持参ください（「確定申告のお知らせ」
が届いている方は併せてご持参ください）
◇確定申告書にはマイナンバーの記載が必要です
申告をする方や扶養親族の方などのマイナンバーの
記載が必要です。また、マイナンバーを記載した申告
書を提出する都度、申告者ご本人の本人確認書類の提
示又は写しの添付が必要です（控除対象配偶者、扶養
親族及び事業
専従者などの本人確認書類は不要です）
※ e-Tax で申告書等を送信すれば、
本人確認書類の提示又は写しの
提出は不要です。
【本人確認書類の例】
例１ マイナンバーカード
（表面及び裏面の写しの添付が必要）
例２

通知カード＋運転免許証、公的医療保険の
被保険者証など（両方の写しの添付が必要）

◇医療費控除の提出書類が簡略化されました
平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わ
りに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりまし
た。医療費控除の明細書には、医療を受けた人ごと、
病院・薬局ごとに医療費を合計して記載する必要があ
ります。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー
ナー」では、医療費控除の明細書や確定申告書を作成
することができますので、是非ご利用ください。
医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があり
ます（税務署から求められたときは、提示又は提出し
なければなりません）

～中皮腫や肺がんなど石綿による疾病の補償・救済について～
中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたこ
とが原因であると認められた場合には、労働者災害補償保険法に基づく各種保険給付や
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金が支給されます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特
徴です。
中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿業務に従事されていた場合には、
労災保険給付等の支給対象となる可能性がありますので、最寄りの労働局または、労働
基準監督署にご相談ください。

【北海道労働局労働基準部労災補償課】
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お知らせ

法テラス江差通信

遅れましたが､ 明けましておめでとうございます。
今年も法テラス江差をよろしくお願いいたします。
ところで､ 皆様は「法テラス」という組織をご存
じでしょうか。
知らない方も多いと思いますので､ 今回は､ 私が
所属している「法テラス」という組織についてご説
明したいと思います。
「法テラス」の正式な名前は「日本司法支援セン
ター」といいます。仕事の内容は､ 司法過疎地域に
おける法律事務所の設置と､ 資力の乏しい方に対す
る弁護士費用等の立替えという仕事があります。
司法過疎地域における法律事務所の設置というの
は、弁護士が不在のため､ 法による助けを受けたく
ても受けられないような地域に､ 弁護士が常駐する
法律事務所を新たに設置して､ 法律相談を受けやす
くする等の目的のために行われていることです。
資力の乏しい方に対する弁護士費用等の立替えと
いうのは､ 弁護士費用をいったん「法テラス」が立
て替えて､ 立て替えた分については､ 利用者に毎月
5,000円程度の分割払いで返済してもらうというこ
とです。この制度を利用するには､ 一定の資力基準
を満たさなければなりません。また､ 法律相談につ
いても､ 資力基準を満たす方については同一事件に
つき３回まで無料で応じることが可能です。なお､
生活保護を受給されている方に関しては､ 法律相談
が無料なのはもちろん､ 原則として立替金の返済も
不要となります。
上記の資力基準についてのお問い合わせや法律
相 談 の お 申 し 込 み は､ 法 テ ラ ス 江 差 ０ ５ ０ －
３３８３－５５６３ まで。
（法テラス江差 弁護士 加地彰吾）
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平成31年･32年度入札参加資格申請書（指名願）受付
「檜山広域行政組合」が発注者となる「建設工事」及び「物
品の購入」または「役務の提供」などに係る競争入札に参加
をするためには「入札参加資格申請書（指名願）」の提出が
必要となります。
●受付期間
平成31年２月１日
（金）
から２月28日（木）まで
（土・日・祝祭日は除きます）
●有効期間
平成31年度及び平成32年度
（平成31年４月１日から平成33年３月31日）
●提出方法
「持参」または「郵送」とします。
・持参受付時間 ８時30分から17時まで
（郵送の場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封）
・提出場所（郵送先）
〒043-0052 北海道檜山郡江差町字茂尻町96番地
檜山広域行政組合 総務企画課総務係
※管内の各消防署への提出も可能です。ただし受理票の送
付については、総務企画課での受付以降となりますので
ご留意ください。
●提出書類
・北海道市町村統一様式ほか、申請書類一式
※申請先の宛名は「檜山広域行政組合 理事長 宛」とな
ります。管内の消防署ではないのでご注意ください。
※資格要件や必要書類の詳細については、檜山広域行政組
合のホームページをご参照ください。
お問い合わせ先：総務企画課総務係

☎0139－52－3026

わが家の

☆アイドル☆

「北海道働き方改革推進支援・
 賃金相談センター」を開設しました

社会保険労務士などの労務管理・企業経営の専門家
が、無料で雇用管理改善や就業規則の見直しなどの技
術的な助言、提案を行います。
◆お問い合わせ先 ☎080－0919－1073
詳しくは、北海道労働局ホームページ

「働き方改革」バナーから

２月は

滿島 章 さん・あかね さん
（字奥尻）
の

国民健康保険税（第８期）
を納める月です
◎忘れずに納期（２月28日）までに納めましょう。
◎納税に便利な口座振替のご利用をご検討下さい。

次男

ゆう

だい

悠 太 くん（２歳11ヵ月）

～両親からのメッセージ～

いつも元気をありがとう♥
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お知らせ・戸籍

道立江差病院

奥尻町国保病院からのお知らせ
●２月の専門医の出張診療日●

●整形外科

整形外科診療
▶２月 １ 日
（金）

午後１時30分から

矯正歯科診療
▶２月13日
（水）
眼

科

診

午後１時から（事前に予約が必要）

療

▶２月14日
（木）
▶２月15日
（金）

午後１時30分から
午前８時30分から

（午前中のみ、事前に予約が必要）

耳鼻咽喉科診療
▶２月21日
（木）

午後１時30分から

出張診療日程については、専門医や
交通機関等の都合により変更となる場
合がありますのでご注意ください。
◆お問い合わせ先

奥尻町国保病院 ☎２－３１５１

航空機ダイヤ

月～金曜日
（受付：午前11時）
午前 月～金曜日
● 循環器内科
午後 月・金曜日
午前 5･19日（受付：午前10時）
● 消化器内科
（再診受付完全予約制）
25日（受付：午前11時）
（再診受付完全予約制）
毎週金曜日（再診のみ）
（受付：午前11時30分）
午後 毎週水曜日･4･18日
午前 金曜日
● 呼吸器内科
午後 木曜日
● 総合診療（内科） 午前 月～木曜日
（初診受付：午前11時）（月曜のみ午前10時から診療）
● 総合診療（外科） 午前 火・水・木曜日
午前 15･22日
●外
科
午前 月～金曜日
●小 児 科
※午後からの受診は事前連絡が必要
午前 月～金曜日
●泌尿器科
午後 水曜日
午前 月～金曜日
●精 神 科
（初診完全予約制）
午前 月～金曜日
●産婦人科
午前 5･6･13･14･19･20･27･28日
● 耳鼻咽喉科
（初診受付：午前11時）
午後 13・27日
午前 7・21日
●眼
科
（予約以外の方は午前10時までに受付）
午後 6・20・27日

※コンタクトレンズは当院で以前調整した患者のみ対応
午前 火曜日
●皮 膚 科
8・22日
●神経内科

【診療受付時間】
午前８時～11時30分（初診の方は午前９時～）
午後１時～ ２ 時30分

2019年1月8日～2019年2月28日
● JAL2891 函館発 11：30 → 奥尻着 12：00
● JAL2890 奥尻発 12：30 → 函館着 13：00

◆診療日は予定であり、変更になる場合もありま
すので、確認の上、受診してください。

※ HAC 運航

◆お問い合わせ先
日本航空㈱奥尻空港所 ☎3－2820
※航空機発着時間はご遠慮願います｡
ご予約･ご案内番号 ☎0570－025－071

住

よろこび
 かなしみ

年

字奥尻

ご結婚

満 歳

字青苗

齢

満 歳

字青苗

所

夫の名
妻の名  住 所
髙田憲吾＝中野利香 字稲穂

眞一

満 歳

字富里

21 72 92 93 90 70

ご冥福を
お祈りします

上野

賢悦

おなまえ

岸田

阿部ミトリ

満 歳

）
は前月末比較増減

賢次

４）

府金

（

  1,538世帯（

１）

〒043-0022 檜山郡江差町字伏木戸４８４
☎0139-52-0036 FAX 0139-52-0098

字青苗

計
◯
2,655 人（
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北海道立江差病院

満 歳

女
◯
1,254 人（ ０）

30

秀隆

男
◯
1,401 人（ １）

20

神

住民基本台帳12月末現在

（平成 年 月 日から平成
年１月 日まで・敬称略）

町の人口・世帯

31

午前

ふるさと納税の状況
平成30年12月末現在

●寄附件数

1,852件
●寄附金額
 37,935,000円
※平成30年度分集計

