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2022年４月１日から

お知らせ

成年年齢は18歳になりました

2018年６月に、民法の定める成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改
正する法律」が成立し、改正法は2022年４月１日から施行されました。

●成年になる日
〜2002年４月１日生まれ

2002年４月２日〜
2004年４月１日生まれ

2004年４月２日〜生まれ

20歳の誕生日に成年

2022年４月１日に成年

18歳の誕生日に成年

●成年年齢からできること・できないこと
18歳に変わるもの

20歳が維持されるもの

親の同意がなくても契約できる

飲酒

例：携帯電話の購入、クレジットカードの作成等

喫煙

10年用パスポートが取得可

公営競技（競馬、競輪、オートレース、モーター

女性の婚姻年齢の変更

ボート競走など）の投票券の購入

（16歳から18歳へ引き上げられます）

養子を迎えること

性別の取扱いの変更審判

国民年金の被保険者資格

公認会計士資格の登録

大型・中型自動車運転免許等の取得

司法書士資格の登録
土地家屋調査士資格の登録

以上のほか、各種契約、国家資格の取得が
可能に！

健康面・依存症など様々な影響を考慮して、
20歳を維持。

成年年齢引き下げによる消費者トラブルにご注意ください
未成年者が親の同意を得ずに契約した場合、契約を取り消すことができる「未成年者取消権」があ
ります。
成年年齢を18歳に引き下げると、18歳や19歳は、親の同意なく一人で契約をすることができるよ
うになる一方で、
「未成年者取消権」を行使することができなくなるため、悪徳商法などによる消費
者被害の拡大が懸念されています。
消費者トラブルに巻き込まれた場合や、困ったことが起きた場合には、一人で悩まず、次のような
窓口に相談してください。

消費者ホットライン

☎188

地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内します。
※相談窓口に繋がった時点から、通話料が発生します。
（相談は無料です）
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次のいずれかに該当する事実があり、税金を納期通り納付することが困難な場合、納付することができない金
額を上限として、１年以内に限り徴収を猶予する制度があります。
なお審査には資産状況、収入状況などの調査を行い決定の可否を判断するため、
必ず適用されるものではありません。
□ 震災、風水害、火災などの被害や盗難にあったとき
□ 納税者やその生計を一とする家族が病気、または怪我をしたとき
□ 納税者が事業を休廃止したとき
□ 納税者が事業で著しい損失を受けたとき

町税の免除 ・ 減免について

納税が困難な方は

特別な事情により納税が困難な場合には、申請に基づき、町税
が免除・減免される制度があります。

早急に相談を…

町・道民税の場合
□ 生活扶助を受けることになったとき
□ 失業や病気などの理由により、生活が困窮するほど所得が激減
したとき
□ 災害による被害を受けたとき など

税務国保課税務係では、個々の事情
を考慮した納税ができるように、相談
を随時受付しています。

国民健康保険税の場合

納税に関してお困りのことがありま

□ 災害または盗難により損失を受けたとき
□ 病気や怪我により、昨年と比べて収入が減少し医療費が大幅に
かかったとき
□ 前年の所得が基準以下であった者が失業や休廃業となったとき
□ 昨年と比べて所得が激減したとき
□ 生活保護に準ずるほど生活維持が困難になったとき など

したら、お気軽にご相談ください。ま
た、電話での相談も受けておりますの
で、ご連絡をお願いします。
奥尻町役場

固定資産税の場合
□ 生活扶助を受けている者が所有する固定資産

税務国保課税務係

☎01397－2－3407（直通電話）

など

軽自動車税種別割の場合
□ 身
 体障害者または精神障害者が所有する軽自動車等（身体障害者または精神障害者と生計を一にする者が所
有する軽自動車を含む）で、当該身体障害者等と生計を一にするものが運転する車両１台につき減免するこ
とができます。

町税に関するお問い合わせは、税務係（☎01397－2－3407）までご連絡ください。

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
令和４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

４月
5月2日

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

６月

5月31日 6月30日

１期

１期

７月
8月1日

２期
１期

８月

９月

10月 11月 12月

8月31日 9月30日 10月31日 11月30日 1月4日

２期

２期

３期
３期

３期

４期

４期
５期

１月

２月

３月

1月31日 2月28日 3月31日

４期

６期

７期

８期

９期
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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７名の方（定員15名）に
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
務災害補償を適
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

地方税ポータルシステム（eLTAX）
をご存じですか？

お知らせ

「令和４年 敬老のつどい」
に関するお知らせ
アトラクション協力者の募集
町では「敬老のつどい」において、歌や踊り・芸
などで会場を盛り上げていただくアトラクション（余
興）へご協力いただける方を募集しています。ぜひ
ご応募ください。
※なお、新型コロナウイルス感染症の動向により
皆様の安全を考慮し、中止とさせていただく場
合がございます。開催については決定次第お知
らせいたします。

金婚の方へ
金婚（結婚50周年）を迎えるご夫妻に「記念品」
を贈呈させていただいております。
本年、金婚を迎えるご夫妻は『昭和47年１月１
日から昭和47年12月31日まで』の間に婚姻届を提
出されたご夫妻です。
今年金婚を迎えるご夫妻は、下記担当係までご連
絡をお願いいたします。

◆記念品の贈呈は《申出されたご夫妻に限ら
せて》いただきます。

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。
2021年10月１日から道民税利子割、道民税配当
割及び道民税株式等譲渡所得割の申告手続きが可能と
なりました。
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。
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。

また、申出いただいたご夫妻は戸籍等の調査に同
意されたものとみなし、係において調査のうえ贈呈
させていただきます。

■ エルタックス・ホームページ ■

令和３年分の申告所得税及び復興特別所得税の振
替日は４月21日（木）、消費税及び地方消費税（個
人事業者）の振替日は４月26日（火）です。
振替日の前日までに預貯金残高をご確認いただき、
納税資金のご準備をお願いします。

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）

◎ご連絡または申出については
奥尻町役場
保健福祉課 福祉介護係
☎0139723381

国税の振替日について

広
告

൷ࠁဒƕǓށڛǂƸȖǨȫȹǜᢄᑌơưƎǕˠᅉƱƣŶ
ᑕӹƹſǬȪȴǼށڛƀ
ᑕӹƹ
ſǬȪȴǼށڛƀټƗƟƹȉȴƌǔǈƣŶ
ټƗƟƹȉȴƌǔǈƣŶ
ᑕӹƹſǬȪȴǼށڛƀټƗƟƹȉȴƌǔǈƣŶ
・業務内容−奥尻航路乗組員
（甲板業務一般・司厨
（調理）
業務）
・休
日−１ヶ月約10日でシフト制
（有給休暇６ヶ月で10日）
・給
与−月額手取り賃金194,000円以上、総支給額238,000円以上
・加入保険−船員保険・厚生年金・労災保険・雇用保険
・資
格−調理師免許取得者歓迎
■お問い合わせ：江差支店【TEL】0139-52-1066

・年
齢−57歳まで
・勤 務 地−奥尻〜江差 定期航路
・賞
与−あり（年２回、昨年実績4.46ヶ月）
・選考方法−書類選考・面接

担当：西舘（ニシダテ）【メール】ys.nishidate@heartlandferry.jp
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法テラス江差通信

～もしも認知症になったら～
「もし、自分や身近な人が認知症になってしまっ
たら？」と不安に思ったことはありませんか？買い
物は？預貯金の引き出しは？家賃は誰が支払ってく
れる？と心配は尽きません。困ったときは、役場や
福祉の方のお世話になることも考えられますが、そ
こでは解決できない法的な問題が起こることもあり
ます。
認知症により、判断力が低下した人を法的に守る
制度として「成年後見制度」があります。
法定後見制度は、判断力が低下した後に家庭裁判
所に申し立てて、身上保護（住居の確保・施設や病
院に関する手続など）や財産の管理をする人（後見
人）を裁判所に選んでもらうものです。
後見人には、親族や弁護士、社会福祉士が選ばれ、
本人の考えを尊重しつつ今までと同じような生活を
送れるよう支援していきます。難しい制度と思うか
もしれませんが、認知症はいつなるのか分かりませ
ん。制度を知り、活用することを検討してみてはい
かがでしょうか。
お困りごとがありましたら、お気軽にご相談く
ださい。ご相談のご予約は ０５０−３３８３−
５５６３ までお電話ください。なお、令和４年４
月14日
（木）海洋研修センターなどにおいて「無料
法律相談」を開催します。詳細は、役場地域政策課
へお問い合わせください。
（法テラス江差 弁護士 南 七重）

財務専門官採用試験のお知らせ

財務省北海道財務局では、財政・金融のプロフェッ
ショナルとして活躍する財務専門官を募集していま
す。
■受験資格
１．平成４年４月２日から平成13年４月１日生まれの者
２．平成13年４月２日以降生まれの者で次に掲げるもの
⑴ 大学を卒業した者及び令和５年３月までに大
学を卒業する見込みの者
⑵ 短期大学又は高等専門学校
を卒業した者及び令和５年３
月までに短期大学又は高等専
門学校を卒業する見込みの者
■受験申込受付期間
令和４年３月18日（金）９時～４月４日（月）まで【受信有効】
■受験申込方法
インターネット（次の URL）よりお申込みください。
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
■第１次試験日 令和４年６月５日（日）
■お問い合わせ先
財務省北海道財務局人事課人事係
☎011－709－2311（内線4252）

広報おくしり 令和４年４月号

協会けんぽ北海道支部からのお知らせ
■令和４年度保険料率改定のお知らせ
令和４年３月分（４月納付分）から健康保険料率
は10.39％（マイナス0.06ポイント）
、介護保険料
率は1.64％（マイナス0.16ポイント）となり、北
海道支部の保険料率が引き下げとなるのは初めてで
す。
主な要因は、新型コロナウイルス感染症の拡大に
より、加入者皆さまの医療機関受診に対する行動変
容が起こったことで、医療費の上昇が一時的に抑え
られたことです。健康保険料率及び介護保険料率の
引き下げに関しまして、ご理解をいただきますよう
お願いします。
《皆さまにお願いしたいこと》
保険料率は、各都道府県の医療費水準に基づき算
出されており、北海道の医療費の上昇を抑えること
ができれば保険料率の伸びを抑えることができる仕
組みになっています。
医療費の上昇を抑えるため、健診の受診・健康づ
くり・ジェネリック医薬品の使用促進などの取組み
にご協力願います。
■令和４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）

電話でも調停手続案内
平日毎日裁判所で受付
お隣との土地の境界、落雪による家屋の修理代の
弁償、お金の貸し借り、売買代金の支払、敷金返還、
賃金支払などをめぐる民事上の紛争や夫婦間の離婚、
婚姻費用分担、養育費分担、面会交流、遺産分割な
どをめぐる紛争について裁判官と調停委員が当事者
の間に入って話合いで柔軟に解決する手続が調停で
す。電話でも手続のご案内をしていますので、是非
ご利用ください。
・江差簡易裁判所
・函館簡易裁判所
・函館家庭裁判所

函館家庭裁判所江差支部
☎０１３９－５２－０１７４
☎０１３８－３８－２３４０
☎０１３８－３８－２３５０
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13

令和４年度調理師試験
調理師法（昭和33年法律第147号）第３条の２第１
項の規定により、令和４年度調理師試験を次のとおり実
施します。
１ 試験日時 令和４年８月25日（木）
午後１時30分～午後４時まで
２ 試 験 地 函館市（試験会場は受験票により通知）
３ 試験科目及び試験方法
 食文化概論・公衆衛生学・栄養学・食品学・食品衛
生学及び調理理論についての筆記試験
４ 受験資格
 学校教育法（昭和22年法律第26号）第57条に規定
する者であって、多数人に対して飲食物を調理して供
与する寄宿舎・学校・病院等の施設又は飲食店営業・
魚介類販売業・そうざい製造業・複合型そうざい製造
業に掲げる営業において令和４年５月20日までに２
年以上調理の業務に従事した者
５ 受験願書受付期間
令和４年５月９日（月）～５月20日（金）
※最寄りの保健所へ提出
６ 提出書類
⑴調理師試験受験願書
１部
⑵調理師試験受験者整理カード １部
⑶調理師試験入力通知書
１部
７ 受験手数料
6,900円に相当する額面の北海道収入証紙
８ 合格発表
令和４年10月14日（金）
※受験案内の配付は、保健所で行います。
◎お問い合わせ先 江差保健所企画総務課企画係
☎（直通）0139－52－1053

第31回 YOSAKOI ソーラン祭り 審査員募集
YOSAKOI ソーラン祭りの審査基準は、演舞を観て感じた
『感動』特別な技術や知識は必要ありません。今まで観客と
してお祭りをご覧になった方、これまでなかなか祭りに馴染
みがなかった方も審査員として参加してみませんか？

《新型コロナウイルス感染症の影響により、
開催概要が変更になる場合があります》
き：令和４年６月11日
（土） 9:30～19:00
12日
（日） 9:30～22:00
ところ：札幌市中央区（大通公園周辺）
〈募集人数〉 約110名程度（抽選）
と

〈募集期間〉 令和４年４月１日
（金）
～４月30日
（土）
ホームページ・FAX・郵送で申込みください
◎詳しい募集要綱等は公式ホームページ↓
https://www.yosakoi-soran.jp/ をご確認ください。
◆お問い合わせ・応募用紙送付先
YOSAKOI ソーラン祭り実行委員会
〒060-0001 札幌市中央区北１条西２丁目
北海道経済センター４Ｆ
TEL：011－231－4351 FAX：011－233－4351
E メールアドレス：shinsa@yosakoi-soran.jp

お知らせ

2022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４年３月18日㈮～４月４日㈪〈受信有効〉
【http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html】
２. 受験資格
⑴平成４年４月２日～平成13年４月１日生まれの者
⑵平成13年４月２日以降生まれの者で次に掲げる者
①大 学
（短期大学を除く）を卒業した者及び令和
５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 令和４年６月５日㈰
４．第２次試験 令和４年７月12日㈫・13日㈬・
14日㈭の指定された日
５．お問い合わせ先
北海道労働局 総務部総務課人事第一係
〒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）

または最寄りの各労働基準監督署

～知ってますか？～

道の「苦情審査委員」制度
○道が行った業務や制度の内容を審査する制度が
「北海道苦情審査委員」制度です。
○皆さん自身の利害に係わる苦情であれば「苦情
審査委員」に申立てができます。
○皆さんに代わって「苦情審査委員」が公正で中
立的な立場から、道の関係機関に対し必要な調
査等を行います。
○審査の結果、道の業務に不備な点や制度に問題
があるときは道の機関に是正や改善を求めます。
○もちろん、個人情報の保護にも十分配慮します。
①苦情申立の窓口は、道庁の『道政相談センター』
か各総合振興局（振興局）の総務課へ。
②苦情申立書の付いたリーフレットを用意してい
ます。
③ホームページからでも申立書をダウンロードで
きます。
◎北海道トップページの「総合案内」→道政相談
等の窓口
→「２ 苦情審査委員の窓口」→道政に関する
苦情申立ては、北海道苦情審査委員へ
→ ４ 苦情申立てについて（申立書はこちら）
④申立て方法は「苦情申立書」に必要な事項を記
入し、提出してください。なお、郵送・ファッ
クス・メールでも申立てができます。
⑤お問い合わせ先
北海道総合政策部知事室道政相談センター
〒060－8588 札幌市中央区北３条西６丁目
ＴＥＬ 011－204－5523（直通）
ＦＡＸ 011－241－8181
メール kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp

または各総合振興局（振興局）総務課まで
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࿖᳃ᐕ㊄㒾ᢱቇ↢⚊ઃ․ᐲߩߏ᩺ౝ
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）128万円＋ { 扶養親族等の数×38万円 }
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３年度に保険料納付猶予されている方で令和４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４
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４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。

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

わが家の

アイドル☆

☆

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、最寄りの労働基

準監督署または、北海道労働局にご相談ください。

【北海道労働局 労働基準部労災補償課】

４月は
軽 自 動 車 税
を納める月です
◎忘れずに納期（５月２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。

佐々木雄己 さん・英恵 さん
（字奥尻）
の

次男

そう

た

奏 汰

くん （２歳１ヶ月）

～両親からのメッセージ～

明るく元気にすくすく育ってね♡

15

広報おくしり 令和４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・火・木・金曜日

整形外科診療
▶４月 １ 日
（金）
▶４月15日
（金）

午後１時から
午後１時から

矯正歯科診療
▶４月 ８ 日
（金）
眼

科

診

午後１時から（事前に予約が必要）

療

▶４月18日
（木）
▶４月19日
（金）

午後１時から
午前８時10分から
（午前中のみ、事前に予約が必要）

耳鼻咽喉科診療
▶４月21日
（木）

奥尻町国保病院

☎２－３１５１

● JAL2891

函館発 11：10→奥尻着 11：40

● JAL2890

奥尻発 12：10→函館着 12：40
４月の土曜日・日曜日及び
４月29日（金 ･ 祝）

● JAL2894

奥尻発 12：45→丘珠着 13：30

◎離島割引が JAL Web サイトからご予約できるようにな
りました。詳しくは、下記へご連絡ください。

◆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




（再診のみ、完全予約制）
午後 月曜日及び14・28日





●呼吸器内科 午前 金曜日
午後

木曜日

●総合診療（外科） 午前 火・水・木曜日
●外
●小

児

科 午前 ８日（受付：午前11時まで）
科 午前 月～金曜日





午後 火・木曜日（受付：午後３時～４時）





午後

木曜日





午後

４・25日







●泌 尿 器 科 午前 月～金曜日

（受付：午前11時まで）
午後 13・27日

膚

科 午前 火曜日

【診療受付時間】
午前８時～11時（初診の方は午前９時～）
午後１時～ ２ 時30分
予約受付時間（定期患者のみ）午後１時～午後４時

◆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。

住
所

字宮津

よろこび
かなしみ

也

保護者

慎

お誕生

心香

おなまえ

小出

ご結婚

夫の名
妻の名  住 所
星野貴也＝ 髙田早矢香 字米岡

ご冥福を
お祈りします

住
所

齢

）
は前月末比較増減

年

0）

21 71 92

おなまえ

（

1,491世帯（




●消化器内科 午前 水曜日（受付：午前11時まで）

〒043-0022 檜山郡江差町字伏木戸４８４
☎0139-52-0036 FAX0139-52-0098

字奥尻
字奥尻

計 2,420 人 （ －3）
◯

（月曜のみ午前10時から診療）

北海道立江差病院

歳
歳

女 1,131 人 （ －1）
◯

満
満

男 1,289 人 （ －2）
◯

20

和田 イ子
布施香代子

住民基本台帳２月末現在

︵令和４年２月 日から令和
４年３月 日まで・敬称略︶

町の人口・世帯



月・金曜日

●総合診療内科 午前 月～金曜日（受付：午前11時まで）

●皮

丘珠発 11：20→奥尻着 12：10

【HAC 運航】



午後

科 午前 ７・21日


（予約以外の初診受付：午前11時まで）


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

● JAL2895

【HAC 運航】



●眼

［丘珠⇔奥尻運航日は、函館⇔奥尻運休］

丘珠⇔奥尻
直航便運航日



●循環器内科 午前 月～金曜日

●耳鼻咽喉科 午前 ５・６・14・19・20・28日

2022年４月１日～2022年４月30日

【HAC 運航】

（受付：午前11時まで）
午後 水・金曜日
（午前・午後診療いずれも完全予約制）

●精 神 科 午前 月～金曜日（初診完全予約制）
●産 婦 人 科 午前 ４・５・25・26日

航空機ダイヤ
【HAC 運航】





●神 経 内 科 午前 １・15日

午後１時から

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下さい。
◆お問い合わせ先





ふるさと納税の状況
令和４年２月末現在

●寄附件数
2,003件
●寄附金額
48,752,622円
※令和３年度分集計

