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お知らせ

20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入し、納付しなければなりません。
しかし、学生の方は一般的に所得が少ないためご本人の所得が一定以下の場合、国民年金保険料の
納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象となる方は、学校教育法に規定する大学（大学院）
、短期大学、高等学校、高等専門学校、専
修学校及び各種学校（修業年限１年以上である課程）に在学する学生等で、ご本人の前年所得が次の
計算式で計算した金額以下であることが条件です。

（所得の目安）118万円＋ { 扶養親族等の数×38万円 } ＋社会保険料控除等
学生納付特例の承認期間は４月から翌年３月までとなりますが、承認を受けた次の年度も在学予定
である場合、４月始めに再申請の用紙が送られてきますので、引き続き学生納付特例制度をご希望の
場合は、必要事項を記入のうえご返送ください。

◎国民年金保険料学生納付特例申請について
学生納付特例制度により、令和元年度に保険料納付猶予されている方で令和２年度も引き続き在学
予定の方へ、３月末に基礎年金番号等が印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書を送付します。
同一学校に在学されている方は、このハガキに必要事項を記入し返送いただくことにより、令和２
年度の申請ができます。
（この場合、在学証明書または学生証の写しの添付は不要です）
なお、令和２年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付を希望される場合は納付書を送付
いたしますので、お手数ですが奥尻町役場 税務国保課国保年金係（☎２－3406）または、年金事
務所までご連絡をお願いします。

確定申告書の内容が間違っていたとき ･･･

提出した確定申告書に計算誤りや申告漏れ等があることに気付いた方や、
うっかり確定申告書の提出を忘れている方はいませんか ?

＊もう一度ご確認ください＊

税額を多く申告していたときは「更正の請求」により正しい税額への訂正及び納め過ぎた税額の還付を求
めることができます。また、税額を少なく申告していたときは「修正申告」により正しい税額に修正し、不
足している税額を速やかに納付してください。なお、確定申告書を提出しなければならないのに提出を忘れ
ていたときは、速やかに確定申告書を提出してください。
◇詳しくは、最寄りの税務署へお尋ねください◇

町税（町 ･ 道民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税）の納期に関するお知らせ
令和２年度の各種税の納期は次のとおりです。忘れずに納めましょう。
納入期日

10月 11月 12月

１月

２月

4月30日 6月1日 6月30日 7月31日 8月31日 9月30日 11月2日 11月30日 1月4日

４月

2月1日

3月1日 3月31日

７期

８期

町・ 道 民 税

固 定 資 産 税
軽 自 動 車 税
国民健康保険税

１期

５月

１期

６月
１期

７月

２期
１期

８月
２期

２期

９月

３期
３期

３期

４期

４期
５期

３月

４期

６期

９期
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地方税ポータルシステム
（eLTAX）をご存じですか？

eLTAX（エルタックス）とは、地方税（法人道
民税や法人事業税など）の申告や納税などをインター
ネットを利用して行うことができる自治体共通の便
利なシステムです。
税制改正により、2020年４月１日以後に開始す
る事業年度分から大法人の eLTAX による電子申告
が義務化されます。
また、2019年10月から電子納税ができる地方税
共通納税システムも稼働しています。
なお、eLTAX の詳しい情報は、ホームページで
ご覧いただけますので、ぜひご確認ください。

エルタックス・ホームページ
https://www.eltax.lta.go.jp/

◆お問い合わせ先
札幌道税事務所税務管理部（☎011－204－5083）
檜 山 振 興 局 税 務 課（☎0139－52－6472）

建設業労働災害防止協会から講習会受講者の募集
有資格者の充足を図るため、次のとおり講習会を
開催いたします。

◎フルハーネス型安全帯特別教育【学科・実技あり】
●日
時：5月12日（火）午前９時～午後４時
●会
場 :（一社）檜山地域人開発センター
（江差町字南が丘７－172）
●受 講 料：７, ４１０円
●申込期間：４月13日（月）～４月27日（月）
◆お問い合わせ・申込み先
建災防江差分会 事務局
（檜山建設協会内 ☎0139－52－1813）

なお、新型コロナウイルス対策でやむを得ず中止
の場合はご了承願います。

◆ ◆ ◆

広報おくしり 令和２年４月号

確定申告期限の延長に伴う振替納付日の変更について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、
申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税について
４月16日（木）まで、申告・納付期限を延長しました。
これに伴い、振替納税を利用されている方の振替
納付日についても次のとおり変更となります。
振替納付日の前日までに預貯金残高をご確認いた
だき、納税資金の準備をお願いいたします。

●申告所得税及び復興特別所得税 ５月15日（金）
●消費税及び地方消費税
５月19日（火）

法テラス江差通信
～保証人になるということ～

長かった冬も終わりを告げ、とうとう新年度になりますね。新し
い土地で、新しい学校・職場で、新生活を迎えられた方もいらっしゃ
ると思います。そして、中には、引っ越しをして、新たに家を借り
た方もいるのではないでしょうか。そこで、今回は、大家さんと賃
貸借契約を結ぶときにも求められることが多いであろう保証人につ
いて、簡単に説明したいと思います。
まず、保証人というと簡単になってはならないと思う方も多いと
思います。しかし、現実的には依頼されると断りにくいのも事実で
はないでしょうか。そうすると、保証人になるとどのような責任を
負うのか納得することが重要になります。
保証人というのは、主たる債務者が債務を履行できないときに、
代わって責任を負う人のことをいいます。例えば賃貸借契約では、
賃借人が家賃を支払わないとき保証人が代わって支払わなければな
らないことになります。また、お金の貸し借りをした場合だと、借
主が貸主にお金を返せないとき、保証人が代わって貸主に返さなけ
ればならないということです。
なお、よく「連帯保証人」という言葉も聞きますが、連帯保証人
は保証人に比べて主張できる内容が少なく、
より責任が重くなります。
また、保証人が負う責任の範囲について、民法では利息・違約金・
損害賠償等にも及ぶと規定されています。そうすると通常どおりの
賃貸借契約の保証人は、賃貸人が支払わなかった家賃だけでなく、
その利息も支払う必要があります。賃借人が建物や壁、床等を壊し
た場合の損害賠償責任も保証人が負いうることになります。
以上のように保証人の責任の大きさを考えると、保証人になるこ
とを依頼された場合、契約内容をよく確認してほしいと思います。
そして、保証契約に限定されませんが、契約書の内容に疑問を持っ
たというような場合、お気軽に法律相談をご活用ください。
ご相談のご予約は ☎050－3383－35563 までお願いいたします。

（法テラス江差 弁護士 柿谷佐保子）

防衛省・自衛隊からのお知らせ

◆ ◆ ◆

■令和２年度自衛官採用試験日程（令和３年３月下旬～４月上旬採用）
募集種目
一般曹候補生
（陸・海・空）
自衛官候補生
（陸・海・空）

資

格

受付期間等
５/15（金）まで

18歳～32歳の男女

（令和３年４月１日現在の年齢）

試

験

期

日

１次：５/23（土）
２次：６/27（土）～6/29
（月）のうち希望する１日

５/24（日）･5/25
（月）、6/13（土）～6/15（月）の
年間を通じて受け
うち希望する１日
付けしています
※７月以降も毎月採用試験を実施します。

※詳しい募集種目、試験内容や申込み方法等については、江差地域事務所（自衛隊函館地方協力本部）へお問い
合わせください。
【お問い合わせ先】 江差地域事務所（檜山郡江差町字姥神町10－13 ☎0139－52－2476）
メールアドレス：hakodate.pco-esashi@rct.gsdf.mod.go.jp
担当：吉田・野呂
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協会けんぽ北海道支部からのお知らせ

国税専門官募集

■令和２度保険料率改定のお知らせ
令和２年３月分（４月納付分）から健康保険料率は
10.41％（プラス0.10ポイント）、介護保険料率は1.79％
（プラス0.06ポイント）となります。
健康保険及び介護保険料率の引上げに関しまして、ご理
解をいただきますようお願いします。

札幌国税局では、国税局や税務署において税のスペシャリス
トとして活躍する国税専門官を募集しています。

■令和２年度「協会けんぽの健診」のご案内
協会けんぽ北海道支部では年度内に１回、加入者の皆さ
まの健診費用の一部を補助しています。
35歳～74歳の被保険者（ご本人）さまへは、がん検診
を含めた充実した健診項目の「生活習慣病予防健診」を、
40歳～74歳の被扶養者（ご家族）さまへは、メタボリッ
クシンドロームに着目した「特定健康診査」の２つの健診
をご用意しております。
生活習慣病の予防と早期発見・早期治療のためにも年に
１度は健診を受けましょう！
【お問い合わせ先】
全国健康保険協会（協会けんぽ）
北海道支部
℡011-726-0352（代表）

１．受験資格
⑴ 平成２年４月２日から平成11年４月１日生まれの者
⑵ 平成11年４月２日以降生まれの者で大学を卒業する見
込の者など別に定める者
２．申込受付期間
申込みはインターネットにより行ってください。
３月27日
（金）
９：00～４月８日
（水）
［受信有効］
申込専用アドレス
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
３．第１次試験 ６月７日
（日）
【基礎能力試験、専門試験（多肢選択式及び記述式）】
４．第１次試験合格者発表日 ６月30日
（火）9：00
５．第２次試験 ７月８日（水）～７月17日（金）のうち指定す
る日【人物試験及び身体検査】
６．最終合格者発表日 ８月18日
（火）
◇ご不明な点は、札幌国税局人事第２課採用担当（℡011-2315011 内線2315）または最寄りの税務署（総務課）にお尋
ねください。

2020年6月10〜14日開催

第29回 YOSAKOI ソーラン祭り
踊り手としての参加はもちろん、様々な形で気軽にお祭りに
参加することができるのが、ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭りの魅
力のひとつです。その一環として「市民審査員」として全国か
ら募集します！
あなたが演舞を見て感じた「感動」を審査基準としており、
特別な技術や知識は全く必要ありません。どなたでも審査員と
して参加していただくことができます。
《審査コンセプト》
ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭りでは「手に鳴子を持って踊るこ
と」
「曲にソーラン節のフレーズを入れること」を２大ルールと
し、様々なチームが個性あふれる演舞を披露しています。中でも、
” もっとも観る人の心を動かし、感動を届けたチーム ” として、
「ＹＯＳＡＫＯＩソーラン大賞」を選出します。
採点方法はいたってシンプル。基準をもとに、演舞を実際に
見て、１～10点の間で点数をつけていただきます。
※集合～解散までの所要時間（審査員活動時間）は最大３時間程
度です。審査区分や審査時間については、実行委員会事務局
が抽選で決定いたしますので、ご希望を伺うことは出来ません。
※応募時に、参加可能日程を、⑴13日（土）
・14日（日）両日可
能 ⑵13日
（土）
のみ可能のいずれかから選択してください。
（実際に参加いただくのは、いずれか１日です。なお、“1４
日（日）のみ可能 ” は選択不可です。）
《募集人数（定員）》
全約110名 ※応募人数が定員を超えた場合は抽選。

市民審査員募集

《募集期間》
令和２年３月１日
（日）
～４月17日
（金） ※締切日必着
《応募条件》
１、祭りの理念および本募集要綱に賛同し、真剣に演舞を審査
していただける方
２、令和２年６月時点で中学生以上の方
３、以下に定義する「チーム関係者」に該当しない方
①現在、第29回ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り参加チームに
踊り子やスタッフとして所属している方
②現在いずれかのチームに対し、金銭的・物質的な支援をし
ている方（寄附、スポンサーなど）
４、６月13日・14日の指定された時間（いずれか１日）に審
査可能な方
《注意事項》
◎詳細については→実行委員会へお問い合わせください。
《お問い合わせ・応募方法》
①メールアドレスに応募用紙のファイルを添付
⇒⇒ shinsa@yosakoi-soran.jp
②応募用紙を FAX または郵送
◇ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り実行委員会
〒060-0001 北海道札幌市中央区北１条西２丁目
北海道経済センター４F
ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り実行委員会 宛（担当：伊藤）
TEL：011-231-4351 FAX：011-233-4351

2020年度労働基準監督官採用試験要綱
１．インターネット受付期間
令和２年３月27日（金）～４月８日（水）〈受信有効〉
【http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html】
２．受験資格
⑴ 平成２年４月２日～平成11年４月１日生まれの者
⑵ 平成11年４月２日以降生まれの者で次に掲げる者
①大学を卒業した者及び令和3年３月までに大学を卒業す
る見込みの者
②人事院が①に掲げる者と同等の資格があると認める者

３．第１次試験
４．第２次試験

令和２年６月７日
（日）
令和２年７月14日
（火）
・15日
（水）
・16日
（木）
の指定された日
５．お問い合わせ先
北海道労働局総務部総務課
〒060-8566 札幌市北区北８条西２丁目１番１
札幌第一合同庁舎９階
（℡011-709-2311 内線3511）
又は最寄りの各労働基準監督署
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交通安全指導員を募集しています！
奥尻町交通安全運動推進委員会では、交通安全指
導員を募集しています。現在８名の方（定員15名）
が交通安全指導員として活動していただいておりま
す。
子供たちや地域の方を交通事故等
から守るため、交通安全指導員になっ
てみませんか？
●募 集 人 数…１～５名
●主な活動内容…交通安全教室など各学校行事への
協力や三大祭などの地域行事にお
ける街頭指導など
●対象となる方…応募の資格は特にありませんが、
健康でボランティア精神にあふれ
誠実な方
●報
酬…日当／3,000円
●そ
の
他…制服の貸与や公務災害補償が適用など
◆お問い合わせ先
奥尻町役場 総務課情報サービス係 ☎2－3402

高齢者の方の運転免許について

広報おくしり 令和２年４月号

～ お 詫 び ～

広報おくしり３月号（№624）の記事内に誤りが
ありました。
◇７ページ「お知らせ」の北海道警察官募集の中で、
第１次試験地「函館方面→函館市・八雲町」
は「函館方面→函館市」の誤りです。
訂正してお詫び申し上げます。

毎月15日は…

道民交通安全の日です！

『春の全国交通安全運動』が４月６日
㈪～15日㈬までの期間で、全国一斉に
行われます。
期間中の４月10日は「交通事故死ゼ
ロを目指す日」となっています。
◎運動の全国重点目標
1．子供を始めとする歩行者の安全確保
２．高齢運転者等の安全運転の励行
３．自転車の安全利用の推進
※新年度になり、入学や進級を迎える小学生等の歩
行中の交通事故には特に注意し、交通ルールやマ
ナーの再確認を心掛けましょう。

◎奥尻町交通安全協会では
《現在実施中の「認知機能検査」について》

午前10時（受付時間９時30分から）
に変更し、実施しています。

わが家の

☆アイドル☆

不明な点等がありましたら、函館運転免許試験
所へお問い合わせください。

◎運転免許証の返納も立派な事故防止
★運転する必要がなくなった
★身体機能の低下を自覚してきた
★病気やけがで運転する自信がなくなった


…などを理由に自主返納ができます。

その際、申請書を記載して頂きますが手数料は
かかりません。併せて、今後の身分証明書にもな
る「運転経歴証明書」の発行も可能ですが、手数
料や印鑑等が必要となります。

詳しくは、最寄りの警察署（駐在所）まで

藤原祐さん・弥生さん
（字宮津）の

４月は
軽 自 動 車 税
を納める月です
◎忘れずに納期（４月30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。

長女
次女

は

づき

む

つき

葉 月
睦 月

ちゃん（3歳6ケ月）
ちゃん（1歳1ケ月）

～両親からのメッセージ～
我が家のおてんば娘たちです♡

19

広報おくしり 令和２年４月号

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
●4月の専門医の出張診療日●

●整 形 外 科 午前 月～金曜日（受付：午前11時）
●循環器内科 午前 月～金曜日

整形外科診療
▶４月 ３ 日
（金）

午後１時30分から

		

●総合診療内科

矯正歯科診療
▶４月10日
（金）

（消化器内科も併せて
診療します）

午後１時から（事前に予約が必要）

眼

科

診

午後１時30分から

●呼吸器内科 午前 金曜日

▶４月20日
（月）

午後１時30分から

▶４月21日
（火）

午前８時30分から

		

午後

●総合診療（外科） 午前 火・水・木曜日
●外
●小

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

児

		

奥尻町国保病院 ☎２－３１５１

午後

		
		

科 午前 ９・23日
		
（予約以外の初診受付：午前11時）
		
午後 １・15・22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
●皮

2020年３月29日～2020年５月31日
● JAL2891

函館発 11：15 → 奥尻着 11：45

● JAL2890

奥尻発 12：15 → 函館着 12：45

北海道立江差病院

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

よろこび
 かなしみ

所

字宮津

住

紀

字奥尻

保護者

直

己

所

雄

お誕生

おなまえ

はる き

甲斐 大喜

そう た

住

齢

年

ご冥福を
お祈りします

佐々木奏汰

おなまえ

字松江
字青苗
字奥尻

21 92 84 61

科 午前 火曜日

◆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。

満 歳
満 歳
満 歳

）
は前月末比較増減

強
サチ
キセ

（

1,527世帯
（－ ２）

天内
小倉
石田

計 2,578 人（－ ５）
◯

（令和２年２月 日から令和
２年３月 日まで・敬称略）

女 1,201 人（－ ４）
◯

膚

【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

◆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

男 1,377 人（－ １）
◯

木曜日

（初診受付：午前11時）
午後 15日

●眼

航空機ダイヤ
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午後 火・木曜日
（受付：午後３時～４時）

●精 神 科 午前 月～金曜日（初診完全予約制）
●産 婦 人 科 午前 月・火曜日
●耳鼻咽喉科 午前 １･ ７･ ８･16･21･22･30日

◆お問い合わせ先

住民基本台帳２月末現在

科 午前 10・24日
科 午前 月～金曜日

●泌 尿 器 科 午前 月～金曜日

合がありますのでご注意ください。

町の人口・世帯

木曜日

●神 経 内 科 午前 10・24日

（午前中のみ、事前に予約が必要）

【HAC 運航】

午前 月・火・水曜日
（受付：午前11時）（月曜のみ午前10時から診療）
＊３日及び17日は総合診療内科のみ診察

（札医大派遣医） （再診のみ）※完全予約制
		
（受付：午前10時）７･21日
		
（受付：午前11時）13･27日

療

【HAC 運航】

月・金曜日

●消化器内科 （初診及び再診）午後 ６・20日

耳鼻咽喉科診療
▶４月16日
（木）

午後

ふるさと納税の状況
令和２年２月末現在

●寄附件数

2,175件
●寄附金額
 48,844,000円
※令和元年度分集計

