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お知らせ

公道を走らない場合（田畑や敷地内でしか
使用しない車両）でも、小型特殊自動車は軽
自動車税の課税対象です。該当する車両を所
有している場合は、軽自動車税の申告をして、
課税標識の交付を受けてください。

小型特殊自動車の課税標識（ナンバープレ
ート）は、軽自動車税の課税物件であること
を表す標識です。課税標識（ナンバープレー
ト）の交付を受けていても、道路運送車両法
の保安基準を満たしていなければ公道を走る
ことはできません。

児童扶養手当の現況届
⃝児童扶養手当とは
父母の離婚、死亡、未婚などにより父（母）と生計を
ともにしていない18歳以下（※）の児童を養育してい
る母子家庭（父子家庭）に支給される手当
※誕生日以降の最初の3月31日まで
⃝提出期限
８月31日（金）まで
⃝提出に必要なもの
①現況届　②印鑑　③児童扶養手当証書　④養育費
等に関する申告書　⑤同居扶養義務者に関する調書　
⑥同意書⑦一部支給適用除外事由届出書（一部支給
停止措置の対象になる方のみ）
※この他にも書類の提出が必要となる場合があります。

⃝対象
町外の高校（高等専門学校は１年生～3年生）へ通学また
は下宿等をしている生徒の保護者（町内在住に限る）
⃝助成内容
月額5,000円分を子育て支援ポイントとして還元
⃝対象期間
平成30年４月～９月分（長期休暇1カ月分を除く）

⃝提出に必要なもの
在学証明書（発行日から2カ月以内）
あつまるカード、印鑑
⃝受付期間
９月３日（月）～10月31日（水）
⃝受け付け
町民福祉課子育て支援グループ 
または上厚真支所

よくある質問

Ｑ１．公道を走らないから、ナンバープレートをつけ
る必要はないのでは？
Ａ１．小型特殊自動車は、所有していることで軽自動
車税が課税されます。公道走行とは無関係です。

（地方税法442条の２、町税条例80条）
Ｑ２．取得した際にナンバープレートをつける必要は
ないといわれたが？
Ａ２．小型特殊自動車は、所有していることで軽自動
車税が課税されます。該当する車両を取得、または現
在、未申告の車両を所有している場合は、速やかに軽
自動車税の申告をして課税標識（ナンバープレート）の
交付を受けてください。不申告の場合は「科料（10万
円以下）」が科せられます。

（地方税法442条の２、町税条例80条・88条）
Ｑ３．対象になる車両は？
Ａ３．農耕用の小型特殊自動車は、トラクター・コン
バイン・田植機・農業用薬剤散布車などで、乗用装置
のあるものが対象です。農耕用以外の小型特殊自動車

は、フォークリフト・ショベルローダー・タイヤロー
ラーなどが対象です。

（道路運送車両法施行規則２条別表第一）
Ｑ４．車両を買い換えたので、そのままナンバープレ
ートを付け替えてよいか？
Ａ４．車両を買い換えたときは、課税標識（ナンバー
プレート）も変える必要があります。前の車両の課税
標識を返納し「廃車」申告手続きをするとともに、新し
い車両の「登録」申告手続きをしてください。
Ｑ５．現在、使用していないのでナンバープレートを
返したいのだが？
Ａ５．小型特殊自動車は、使用していない場合でも、
所有していることで軽自動車税が課税されます。車両
を廃棄、譲渡した場合に課税標識（ナンバープレート）
を返却してください。

（地方税法442条の２、町税条例80条）
Ｑ６．手数料を払うので希望ナンバーを交付してほし
い。
Ａ６．課税標識（ナンバープレート）の管理の都合上、
希望ナンバーには対応できませんのでご了承ください。

⃝日時
９月９日（日）13時30分～16時30分
⃝会場
消防署厚真支署会議室（錦町47－２）
⃝内容
応急手当の基礎知識、ＡＥＤを用いた心肺蘇生法、止
血法、その他応急手当

⃝対象者
高校生以上の方、再講習の方
⃝持ち物
筆記用具、印鑑 
※再講習の方は普通救命講習修了証をお持ちください。
⃝申し込み
９月７日（金）まで

ひとり親家庭の皆さんが抱えているさまざま
な悩みごとについて、北海道の母子・父子自立
支援員が相談に応じます。

提出先 ▷ 町民福祉課子育て支援グループまたは上厚真支所

特別児童扶養手当所得状況届
⃝特別児童扶養手当とは
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養
育している方に支給される手当
⃝提出期限
９月11日（火）まで
⃝提出に必要なもの
①所得状況届　②印鑑　③特別児童扶養手当証書　
④同意書　⑤別居監護申立書（対象児童と別居して
いる場合）　　　　　　　　　　　

⃝日時
８月22日（水）　13時～16時
⃝場所
総合ケアセンターゆくり
⃝対象
母子家庭・父子家庭・寡婦の方

町民福祉課 子育て支援グループ　☎ 26‒7872
（総合ケアセンターゆくり内）

町民福祉課 子育て支援グループ　☎ 26‒7872
（総合ケアセンターゆくり内）

胆振総合振興局 社会福祉課　☎ 0143-24‒9845

消防署厚真支署　☎ 26‒7119

総務課 税務グループ　☎ 27‒2481

児童扶養手当・特別児童扶養手当の現況届

高校生の通学費等助成

ひとり親家庭向け相談

受給者世帯の所得の状況や児童の養育の状況を確認するために必要なものです。
提出がない場合は８月分以降の手当の支給を受けられなくなりますのでご注意ください。

母子・父子自立支援員による移動相談を開催します。

町外の高校に通学する生徒の保護者に対して、通学費などの一部を助成します。

救急の日　普通救命講習

トラクターやフォークリフトなどをお持ちの方へ

もしものとき大切な人を救えるのは目の前にいるあなたです！

公道を走らないトラクターやフォークリフトなども課税標識（ナンバープレート）の交付を受けてください。

農耕用作業機 その他（農耕用以外）
トラクター、コンバイン
田植機、農薬散布車など

フォークリフト
ショベルローダーなど

最高速度35km/h未満
車体のサイズ制限なし
排気量の制限なし

最高速度15km/h以下
長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.8m以下
排気量制限なし

※表の条件に該当しないもので事業に使用しているものは「固定
資産税（償却資産）」の申告の対象となります。

課税標識（ナンバープレート）交付（申告）の際に必要なもの 
•所有者と使用者の住所、氏名　•印鑑　•車名（メーカー名）　•車体番号　•排気量　•販売証明書または譲渡証明書
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ローカルベンチャースクールとは

町内を拠点にした起業や新規事業立ち上げを支援す
るためのプログラムです。

起業に限らず、新たな分野への挑戦を考えている方や、
一次産品の加工を検討している農家の方なども応募で
きます。

具体的な内容

各分野における町内外の専門家からアドバイスを受
けながら、参加者が作成した事業計画の磨き上げを行
います。参加者１人に対し、 専門家を含めた支援チーム
が結成され、自分の事業計画について相談することが
できます。

空き家バンク制度とは、空き家を売りたい（貸したい）
とお考えの所有者の方に、物件情報を「厚真町空き家バン
ク」に登録していただき、ホームページなどで物件をお探
しの方に紹介する制度です。

• 切り替え作業による断水はありません。
•  まれに白く濁った水が出る場合がありま

すが空気が原因です。異常はありません
のでご使用ください。しばら
く水を出すときれいになりま
す。改善されない場合はご連
絡ください。

https://www.a-zero.co.jp/lvslll-atsuma-lvs
申し込みはウェブサイトから申し込み締切▷９月30日（日）　17時まで

一次選考合宿▷10月26日(金)~28日(日)
最 終 選 考 会▷11月24日(土)~25日(日)

① 空き家の情報募集（ホームページ、窓口で随時受付）
② 空き家所有者から、町へ情報登録（申請書提出）
③  町から、空き家物件情報の提供（ホームページ・窓口）
④  利用希望者は、提供された情報を確認（ホームページ・

問い合わせ）
⑤ 町は利用希望者の連絡先を空き家所有者へ連絡
⑥ 当事者同士で交渉・契約

◦ 連絡先など、所有者が希望しない情報は、ホームページ上で公開していません。
◦ 情報の提供に伴って、所有者と利用希望者やその他第三者との間で何らかの問題が発生した場

合は、当事者間で解決していただき、町は一切の責任を負いません。 
◦ 町は所有者と利用希望者による空き家の売買、賃貸借等の交渉および契約については、一切こ

れに関与しません。
◦ 掲載されている情報は、登録をいただいた物件のみで、町内の全ての空き家物件が掲載されて

いるものではありません。

空き家バンク
利用上の注意

①

②

③

④

⑥

⑤

役場

空き家所有者 利用希望者

お知らせ

まちづくり推進課 総合戦略グループ　☎ 27‒3179

建設課 上下水道グループ　☎ 27‒2326

産業経済課 経済グループ　☎ 27‒2486

空き家バンク制度

水道の切替作業

ローカルベンチャースクール

空き家の有効活用のために空き家バンク制度をご活用ください。

富里浄水場の完成に伴い、下記の日程で水道の切替作業を実施しています。

起業や新たな事業展開を検討している方（個人・事業者）を募集します。

今年度はシエナ・ウィンド・オーケストラ（東京）所属のクラリネッ
ト奏者、黒岩真美さんと道内の音楽家８人による管打楽器アンサン
ブルコンサートを行います。
楽器一つひとつからあふれる音の迫力を間近で感じられる貴重な

機会です。町民の皆さんにも開放しますのでぜひご来場ください。
黒岩真美さんプロフィール
北海道出身、国立音楽大学

卒業。2001年パリ・ニコル・
ノルマル音楽院へ留学。同音楽
院クラリネット科１等賞、室内
楽科満場一致の１等賞で卒業。
以後多数の世界コンクールで１
等賞受賞。

現在、佐渡裕氏が首席指揮
者を務めるシエナ・ウィンド・
オーケストラに所属。

と　き　８月22日（水）
　　　　午前の部（小学生・一般対象）　10時20分開演（80分間）
　　　　午後の部（中高生・一般対象）　13時30分開演（90分間）
ところ　厚真中央小学校体育館
演　目　サウンドオブミュージック、シングシングシング　他多数
入場料　無料

主催・問い合わせ　教育委員会 生涯学習課 社会教育グループ　☎27–2495

日本舞踊
こども教室

日
に
本
ほん
舞
ぶ
踊
よう
とは…

日本に古くからある舞踊は神話の時代から神事のために行われてきました。
江戸時代初期に歌舞伎ができ、その歌舞伎の中から舞踊の部分を独立さ

せたのが日本舞踊です。世界各国にその国々の伝統舞踊があるように、日
本には日本舞踊という伝統舞踊があります。

今回は、年齢に合わせた古典課題曲をみんなで楽しく踊ってみます。あ
わせて、着物も自分で着られるようになることを目指しています。

家に居ながら世界につながることができる現代だからこそ、自国特有の
文化を体感して、ワールドワイドな自分にチャレンジしてみませんか？

文 化 庁
平成30年度伝統文化親子教室事業

対　象：４～18歳の男女
会　場：総合福祉センター
開催日：�９月～11月の土曜・日曜日の全９回�

※全日程に参加が難しい方も参加できます。
時　間：９時～12時のうち約１時間
参加費：無料
持ち物：�ゆかた、帯、足袋�

※お持ちでない方には貸し出します。
講　師：西川流師範　西川祿

ろく
満
まろ

＜主催＞西川流日本舞踊教室
＜後援＞厚真町、厚真町教育委員会、安平町教育委員会

開催スケジュール

※変更になる場合があります。

＜申し込み・問い合わせ＞
教育委員会 生涯学習課 社会教育グループ　☎27–2495
※予定人数に達し次第、お申し込みを締め切る場合があります。
お早めにお申し込みください。

９月 30日（日）

基礎練習
課題曲練習

10月

13日（土）
14日（日）
27日（土）
28日（日）

11月

10日（土）
11日（日）
17日（土）リハーサル
18日（日）発表会

平成30年度児童生徒芸術等鑑賞会

生 徒 募 集

対象地区 作業日程
富 里、吉 野、東 和、桜 丘
本郷、新町、京町、錦町
本町、朝日、表町、美里
上野、豊沢、宇隆

８月31日（金）まで（順次切り替え）
※豊沢(ルーラル・フォーラム地区)、
新町地区は水圧が低下する場合があり
ます。

上厚真、豊川、共栄、共和
軽舞、豊丘、鹿沼、浜厚真
富野、厚和、鯉沼

９月下旬まで（予定）
※上厚真地区は上厚真浄水場からの地
下水と富里浄水場の上水の混合水を配
水します。
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