
(単位：千円) 

　地方交付税

普通交付税

特別交付税

　臨時財政対策債

　基金積立金

　起債残高

△ 53,657

国 保 会 計 1,200 1,145 1,025 904 784 △ 120

738,984

4,077,886

2,747,825

下 水 道 会 計 540,578 496,329 461,539 324,676

663

409,569

△ 103,907

項　　 　目 平成30年度 令和元年度

109,324

1,371,569

1,272,404

平成29年度

1,419,512

1,314,620

104,892 99,165

1,349,281

1,239,957

62,824

増減(Ｂ-Ａ)

582,307 168,370

43,666

750,6771,147,846

令和２年度(A)

4,203,020

59,567

令和３年度(B)

1,610,728

1,494,693

116,035

58,945

1,443,152

1,346,418

96,734

95,400

3,798,861

913,639 646,089

令和４年度

1,613,969

1,513,969

100,000

15,251

167,576

148,275

19,301

△ 36,455

一 般 会 計

簡易水道会計

国保診療所会計 101,606 △ 7,10777,128

355,912

686,677

3,902,768

2,862,403 △ 10,616

△ 32,407

2,626,053

747,972

95,171

4,100,792

2,769,328

777,671

91,229

2,636,669

771,391

84,235 70,986

707,401

3,556,946

2,453,220

①

②

(一般会計・国保事業特別会計・国保診療所事業特別会計・後期高齢者医療特別会計・簡水事業特別会計・下水道事業特別会計を含みます。)



①

②

239 242 189 163 136 117 101
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国立社会保障・人口問題研究所推計国勢調査
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127,095

千人
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1,999

1,927
1,856 1,795 1,735

1,669

村が目指す人口推移



③

④



③

④



⑤

持続可能な脱炭素社会の実現に向けて

温室効果ガスを減らす

◎暮らし
①環境配慮行動の普及・推進

ⅰ低炭素ライフの普及

ⅱ ゴミ発生量削減の啓発

②省エネライフスタイルの実践

ⅰ エネルギーロスへの対策

ⅱ省エネルギー機器への転換促進

ⅲ住宅への再生エネルギー設備の推進

ⅳ３Ｒ（リデュース･リユース･リサイクル）の推進

◎仕事
①環境配慮行動の普及

ⅰ エコオフィス活動の推進

ⅱ事業系廃棄物の発生抑制

②低炭素設備への転換促進

ⅰ エネルギーロスへの対策

ⅱ省エネルギー機器への転換促進

ⅲ住宅への再生エネルギー設備の推進

ⅳ３Ｒ（リデュース･リユース･リサイクル）の推進

温室効果ガス吸収源を増やす

◎森林整備による吸収源見える化の推進
（村内森林の状況、対応をとるにあたっての課題）

①村有林の整備

②民有林の整備

ⅰ所有者の分かる森林の整備

ⅱ所有者不明森林の整備

◎Ｊ－クレジット制度の推進
（村内排出量）



【現行】し尿処理手数料（令和元年10月1日改正）

し 尿 処 理 手 数 料 ８６ 円/10ℓ 消費税率の改正　　（８％→１０％）

　し尿等収集運搬料 ７２ 円/10ℓ 　　収集運搬事業者分

　し尿等投入手数料 １４ 円/10ℓ 　　組合投入手数料分

　し尿等投入手数料 １４ 円/10ℓ 　据置

事 業 系 仮 設 ト イ レ 1,000 円/基 　据置

　【備考】
　　　基本料金（３６０ℓ）３，３８４円以降１０ℓ毎に９４円
　　　事業系仮設トイレの場合は＋1,000円/基で基本料金４，３８４円

事 業 系 仮 設 ト イ レ 1,000 円/基

　収集運搬事業者分
　　※事業系仮設トイレとは
　　　建設業法29種類に該当する工事現場等に
　　　設置される仮設トイレ

　【備考】
　　　基本料金（３６０ℓ）３，０９６円以降１０ℓ毎に８６円
　　　事業系仮設トイレの場合は＋1,000円/基で基本料金４，０９６円

し 尿 処 理 手 数 料 ９４ 円/10ℓ 　９．３％増

　し尿等収集運搬料 ８０ 円/10ℓ 　８ 円/10ℓ増

【改正後】し尿処理手数料（令和５年７月1日改正予定）

⑤

⑥



真狩村消費経済活性化応援事業

「真狩村お買い物商品券」の配付について

このたびコロナ禍において電気・ガス・食料品等の価格高騰の影響によ

り生活コストが増加していることから、生活者の負担軽減及び村内の経済

対策の一助とするため、真狩村・真狩村商工会では、３月２０日（月）ま

で使用できる「お買い物商品券」を配布します。

新型コロナウイルス感染症は未だ猛威を振るっていますので、ご使用の

際は、感染リスクを避けながらのご使用をお願いいたします。

村内の全世帯に一人あたり

「３,０００円分の商品券」を配付

みんなを応援！
使って応援！！

＜お問合せ先：真狩村商工会 ☎４５－２１２６＞

受取期間： 令和 ５ 年 １ 月 １１ 日（水）～ １ 月 ３１ 日（火）※平日のみ

受取時間： 午前９時００分～午後５時３０分まで

※１月１１日（水）～１３日（金）の３日間は、午前９時～午後６時まで

（3日間のみ、正午１２時～午後１時の受取も可能）

利用期限： 令和 ５ 年 ３ 月 ２０ 日（月）

対 象 者： １２月１日時点で村の住民基本台帳に登録されている方

受取方法： 商工会窓口にて直接受け取り。

簡単な「受取手続」と村内居住の確認ため「身分証明書類」※をご提示ください。

※）運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等の村内居住が分かるもの。

利用要綱：

利用店舗： 村内商工会員事業所（一部、利用できない店舗もあります。）

① 公共料金等の支払いや金融機関での預金、送金料等の利用はできません。

② 有効期限後の利用はできません。

③ 現金への引き換えはできません。また、釣銭の受け取りもできません。

④ 電子マネーへの入金、金券、商品券、プリペイドカードの購入には利用できません。

⑤ 商品券の盗難、紛失があっても再発行はいたしません。

⑥ 商工会員事業所以外での利用はできません。

【真狩村お買い物商品券】



企業名 企業名

金丸興業㈱ ㈲淡水真狩

カフェ　　森　　　の　　　詩 昭和トラック㈱

㈱マッカリビレッジタウンファクトリー 合同会社　　　な　　　ご　　　み

La ｂｅｌｌｅ ｃｏｎｆｉｔｕｒｅ ｍａｓａｋｏ お食事処　　　一　　　ふ　　　じ

㈱トゥルモン 藤川電気商会

道の駅真狩ﾌﾗﾜｰｾﾝﾀｰ くらぱん

食堂　　山　　び　　こ Ｐｏｌｋｕ

カフェ　マッカリズム ㈲西村工業

ころみや ｐｏｗｅｒｓ　ｇｒｅｅｎ　ｔｒｕｃｋ

ＧＲＥＥＮ　ＰＥＡＣＥ ロイヤル農機商会

横山建設㈱ ヘアーサロン　お　お　い

さとう塾 ㈲羊蹄ハイヤー

たから かねまつストアー

㈲島口商店 まっかりや

インテリア・クボタ 森左官工業所

Cａｆｅ　　と　　み　　や 道新たかしま販売所

セイコーマート真狩店 美装オートタカハシ

真狩ＢＡＳＥ 村上建設㈱

スナック　木蓮 ｈａｉｒ ＆ ｃａｆｅ　　ｌ  ｉ  ｆ  ｅ

佐々木商店 ＭＡＫＫＡＲＩ　Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ

㈱蘭越日通プロパン真狩営業所 タキザワ工業

Ｌａ・Ｌａ ㈲おおひろ

ニセコ斉藤塗装 ㈱アグリテック真狩

ガレージスケートパーク＆ショップ Big Cat ㈱ささき農園

㈱ＳＡＩＫＩ ㈱ジャパン・ミネラル

矢野運送 ㈱坂本輸送サービスようてい支店

合同会社　アンディーズ ２代目　ひっぱり多古

㈱　Ｍ　　　　　　　　　　　　　　Ｎ ㈱ＴＡＫＩＢＩ

㈱新良（ニセコラーメンポテラ） そば屋　い　　し　　豆

まっかりユースホステル ニセコ羊蹄山南麓ときどき移住の家　はなひまわり

㈱ラパンフーヅ（マッカリーナ） ロバヲのマフィン

ベジタブルワークス㈱ ㈲湧水の里

ヘアーサロン　は　し　も　と ㈲横内観光農園

ビューティーサロン　ト　レ　ビ　ア 雑貨カフェ・ｆｕｃｃａ

味　　処　　　い　　　ろ　　　り まっかり温泉

三有環境土木㈲ なみうち助産院

小川屋

真狩村消費経済活性化応援事業

「真狩村お買い物商品券」取扱店舗一覧



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援給付金を受給できる要件（給付要件） 

要件①：事業に関する要件 

以下のいずれかに該当するもの 

（１）中小企業者又は小規模企業 

（２）医療法人 

（３）社会福祉法人 

（４）真狩村商工会員である又は非商工

会員で村の住民基本台帳に掲載さ

れている事業者 

 

※第一次産業者は除く 

※指定管理料を受ける指定管理事業は除く 

※法人運営に村からの補助金を受ける法人事

業者は除く 

※同一の者が代表者となる事業者は、当該事

業者のうち一つの事業者のみ申請可能 

要件②：経費に関する要件 

（１）令和４年４月１日以降に売上

げが計上されている 

（２）「令和４年１～１２月のいずれ

かの月」と「令和元年１月～

令和３年１２月までのいずれ

かの年の同月」の経費を比較

し、増加がある 
 

（例）令和４年５月の電気料で比較する場合 

  ⇒令和２年５月の電気料 

  ※単価・月の総額が 

   増加していること 

 

支給額 
７０,０００円 

（要件①の（２）（３）に該当し、入院又は入所施設を有する場合は３０万円） 

受付期間 令和５年１月１１日～令和５年２月２８日 ※商工会員は、商工会にて受付 

お問合せ 
真狩村商工会           TEL：0136-45-2126 

真狩村役場企画情報課商工観光係  TEL：0136-45-3613 

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた村内事業者の皆さま

に支援給付金を支給し、事業継続に向けた一助とするとともに、本村の経

済の安定と地域活力の増進を図ります。 

 

対象の経費は 

電気・ガス・燃料・食材費

です。 

必要書類 

真狩村物価高騰対策支援給付金支給申請書に以下を添えて提出 

要件②の（１）：令和４年度の売上台帳等 

要件②の（２）：請求書又はお知らせ票、帳簿等 



支給対象となる世帯（いずれかにあてはまる世帯）

住民税均等割非課税世帯等の皆さまへ

支給対象と申請の有無

 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（以下「給付金」とい

う。）は、住民税均等割非課税世帯や令和４年１月から12月までに家

計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。

 給付金を受給するための手続きが不要な方と必要な方がおりますの

で、詳細は裏面の「給付金の支給手続き」をご確認願います。

世帯全員の令和４年度

「住民税均等割が非課税」
の世帯

令和４年１月～12月の収入が

減少し「住民税非課税相当」
の収入となった世帯(家計急変世帯)

「給付金支給のお知らせ」が

届いた方は、手続きは不要です。

※一部申請が必要な場合がありますので、世帯全

員が令和４年度住民税均等割非課税世帯にも関

わらず、「支給のお知らせ」が届いていない場

合は担当までお問い合わせください。

支給手続きや支給要件の詳細は裏面をご確認ください。

申請期限：令和５年１月31日（火）

申請時点で住民登録のある市区町村に

申請してください。

【申請書配布先】真狩村役場住民課福祉係

申請が必要です

詳しくは裏面「I」へ 詳しくは裏面「Ⅱ」へ

１世帯あたり５万円

（１回限り）

●手続きが不要な方は、令和４年12

月28日より順次支給します。

●手続きが必要な方は、申請受付日

から順次支給します。

給付金の支給額 給付金の支給時期

電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金（５万円/1世帯）のご案内

住民課資料１



 対象となる世帯には、「給付金支給のお知らせ」が届きます。振込口

座に変更がない場合は手続き不要です。

 給付金の振込口座を変更する場合は「給付金支給口座登録に係る届出

書」、給付金の受給を拒否する場合は「給付金受取拒否の届出書」を

令和４年12月23日（金）までに役場担当窓口へご提出ください。

 給付金を受け取るには、申請が必要です。

 申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に

令和５年１月31日（火）までに役場担当窓口にご提出ください。

Ⅰ 令和４年度住民税（均等割）が非課税の世帯

住民税非課税世帯等に対する臨時特例給付金の

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください！

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合

は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(＃9110)にご連絡ください。

！

世帯の全ての方が、令和４年１月１日以前から現住所に居住しており、令和４年
６月２日から９月30日（基準日）までに転入した方がいない場合

世帯の中に、令和４年１月２日以降に転入した方がいる場合又は住民税未申告
の方がいる場合

 給付金を受け取るには、申請が必要です。

 申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に

令和５年１月31日（火）までに役場担当窓口にご提出ください。
収入が減少することが、あらかじめ明らかな月の収入減少により給付を
申請した場合、不正受給（詐欺罪）に問われる場合があります。

給付金の支給手続き

お問い合わせ

内閣府住民税非課税世帯等に対する

臨時特別給付金コールセンター

0120ｰ526ｰ145
受付時間 9:00～20:00（12/29～1/3を除く）

真狩村住民課福祉係

〒048-1631 虻田郡真狩村字真狩118番地

０１３６－４５－３６１２

受付時間 平日8:45～17:30

※ご不明な場合はお気軽にご連絡ください。

！

Ⅱ 予期せず家計が急変したことで収入が減少し、
世帯全員が住民税非課税相当※となった世帯(家計急変世帯)

（一例）住民税非課税となる年間給与収入の目安（真狩村の場合）単身の場合：93万円以下、母・子(1人)の場合137.8万円以下

※ 住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額（令和４年１月から12月までの任意の１か月収入×12倍）が市町村民税均
等割非課税水準以下であることを指します。（適用される限度額は、市区町村ごとに異なりますので、お住まいの市区町村にお問い合わせ
下さい。）



 

 

 

 

村では、灯油価格等の高騰により生活に影響が大きい高齢者世帯等に対し、冬季暖房費用 

（灯油、電気代ほか）の一部を助成する『真狩村福祉灯油等助成事業』を実施します。 

  つきましては、対象と思われる方は住民課福祉係まで申請書等を提出してください。 

 

【対象者】 

令和４年１２月１日現在、真狩村に住む住民税非課税世帯で、以下に該当する方 

なお、ほかの暖房（電気・ガス・薪など）を利用されている方も対象となります。 

   ※ただし、施設入所者及び長期入院者は除きます。 

 

【支給額】  

    １世帯あたり 上限１０，０００円 

【申請受付】 

●受付期間；令和５年１月１０日（火） ～ 令和５年２月２８日（火） 

    ●受付場所；役場住民課福祉係（担当：筒井・渡辺） 

    ●申 請 書  役場住民課窓口にあります。 

灯油等を購入した合計１万円以上の領収書等をお持ち下さい。 

【支給方法】 

     申請を受付後、内容を確認し、受付月ごとに指定の口座へ振り込みます。 

対    象    者 対象世帯 申請に必要なもの 

・６５歳以上の方だけで構成 

される高齢者世帯 
※１８歳未満を扶養している方を含む 

世帯主 

（保険証上で扶養 

されていない方） 

 

振込先通帳・ 

健康保険証・ 

領収書（請求書 

または納品書） 

・身体障害者手帳１、２級 

・療育手帳Ａ、Ｂ 

・精神保健福祉手帳１～３級 
いずれかの交付を受けている方 

世帯主または 

世帯員 
手帳 

・ひとり親家庭 世帯主 
医療受給

者証 等 

【お問い合わせ先】  住民課福祉係（筒井・渡辺） 

                   電話０１３６－４５－３６１２《住民課直通》 

１２月１日以降の領収書、

請求書または納品書 



出産・子育て応援
交付金の概要

出産・子育て期の孤立感や不安感を解消するため、妊娠期から出産・
子育てまでの相談に応じながら、経済的支援を行う制度です。

住民課保健係 担当；小野寺・白川
TEL 0136-45-3612（直通）

【支給対象者】

①令和４年４月１日以降に出産
した方

②妊娠中でこれから出産する方
③妊娠した方
■真狩村に住所を有する方

お問合せ先

※アンケートへの回答や申請が必要です。

事業のポイント１

妊娠届出時に
アンケートに答え
出産応援ギフト
がもらえる。

事業のポイント２

保健師等が相談
に応じ、あなたを

サポート

事業のポイント３

出産後に
アンケートに答え
子育て応援ギフト
がもらえる。

お悩みの相談など、

お気軽にご連絡願います。

交付要綱ができましたら、対象者
へお知らせいたします。

【給付額】 総額１０万円
①、②、③それぞれ支給方法が
異なります。



　　　真狩村化学肥料及び配合飼料価格高騰対策支援事業補助金（案）について

　世界的な穀物需要の増加やエネルギー価格の上昇に加え、ウクライナ情勢の影響

により、化学肥料原料の国際価格や配合飼料価格が大幅に上昇し、合わせて日本の

円安経済の状況により、生産者の農業経営に大きな影響を及ぼしています。

　このような状況のなか、真狩村化学肥料及び配合飼料価格高騰対策支援事業補助

金交付要綱（案）を定め、農業経営の影響を緩和し、安定した農業の経営継続を支

援いたします。

１.事業内容

　　　予算の範囲内において、北海道が行う化学肥料購入支援金給付事業の対象と

　　なる化学肥料について、１トンにつき３,０００円以内で補助し、また、同じ

　　く北海道が行う配合飼料高騰対策緊急支援事業補助金の対象となる配合飼料に

　　対して、１トンにつき３,０００円以内で補助を行うもので、上限額はそれぞ

　　れ１５万円とする。

２.助成対象者

　　　農業経営体　１１０経営体　（内畜産経営体　１７経営体）

◎参考

  〇肥料対策

（国）肥料価格高騰対策事業

肥料価格高騰による農家経営への影響を緩和するため、化学肥料の２

割低減の取組を行う農業者に対して肥料コスト上昇分の７割を支援す

る。

支援額　＝　肥料コスト増加分　×　０．７

肥料コスト増加分 ＝ 当年の肥料購入費 － （当年の肥料購入費 ÷

価格上昇率　÷　使用量低減率）

　（例）・肥料費が１００万円の場合

（100万円 － （100万円÷１．６÷０．９）） × ０．７ ≒ ２１３千円

※北海道は秋肥・春肥を一本化して支給。

　（価格上昇率１．６はＪＡようていにて推計）

（北海道）化学肥料購入支援金給付事業

高騰する肥料購入費の負担を軽減するため、道内の農業者に対し、事

業実施主体（北海道肥料コスト低減体系緊急転換事業推進会議）を通

じて、化学肥料購入支援金を給付する。

支援金　　化学肥料１トン当たり３,１２５円（上限）

産業課村政懇談会資料



※申請額が予算額を超えた場合、支援金の単価調整を行う。

  〇飼料対策

（国）配合飼料価格安定制度

配合飼料価格の上昇が畜産経営に及ぼす影響を緩和するため、民間（

生産者１トン６００円と配合飼料メーカー１トン１,２００円）の積立

てによる「通常補填」と、異常な価格高騰に時に通常補填を補完する

「異常補填」（国と配合飼料メーカーが積立て）の二段階の仕組みに

より、生産者に対して補填を実施する。

（北海道）配合飼料高騰対策緊急支援事業補助金

配合飼料価格高騰対策として、国の「配合飼料価格安定制度」に加入

している道内畜産農家等に対して、その積立金相当額を支援すること

により、経営の負担軽減を図る。

支援金　　生産者積立金相当額１トン当たり６００円



①　化学肥料購入支援金

（１）申請方法

農協組合員…農協が取りまとめのうえ申請

農協組合員以外…肥料販売会社が取りまとめのうえ申請または個人申請

（２）申請期限

令和４年１２月３１日（土）

➁　配合飼料高騰対策緊急支援事業補助金

１　対 象 者 ①　北海道が実施する「化学肥料購入支援金」の給付対象者

➁　北海道が実施する「配合飼料高騰対策緊急支援事業補助金」の給付対象者

※村内で引き続き農業を営む個人または法人に限ります。

２　申請期間 令和５年２月下旬～令和５年３月上旬（予定）

３　給 付 額 未定

４　給 付 日 令和５年３月下旬

５　そ の 他

【お問い合わせ先】
真狩村産業課農政係
電話：０１３６－４５－３６１５

　北海道では、原料の多くを輸入し、国際価格の影響を強く受けて価格が高騰している「化学肥料」

及び「配合飼料」における支援を行います。

　また、真狩村では、新型コロナウイルス感染症及び国際情勢の影響による農業資材等の価格高騰

による農業者の負担軽減及び経営の継続を図るため、北海道の給付実績に基づき「化学肥料」及

び「配合飼料」の購入費の一部を支援します。

　令和４年６月から１２月までに対象となる化学肥料を１トン以上発注し、令和５年５月までに

納品されるその肥料１トンにつき３，１２５円以内を給付

　国の「配合飼料価格安定制度」に加入する令和４年度の契約数量に応じた生産者積立金

相当額として１トンにつき６００円を給付

　（ホクレン等の加入団体にお問い合わせください。）

　申請に関するお知らせは令和５年２月に行います。

　北海道が実施する「化学肥料購入支援金」及び「配合飼料高騰対策

緊急支援事業補助金」の給付実績がない場合は対象になりません。

【真狩村】

【北海道】

化学肥料及び配合飼料価格高騰対策支援事業について



１．減免内容

※下水道使用料は通常どおりの請求です。

２．対象期間及び減免額

３．減免措置に係る手続きについて

《減免のイメージ図》
※検針は、毎月１５日から２５日の間に実施しております。

○お問い合わせ先

真狩村役場建設課上下水道係

電話　0136-45-3617

   コロナ禍における原油価格・物価高騰の影響を受ける住民の
皆様の生活や経済活動を支援するため、水道料金の基本料金
の減免を行っています。

1月(検針） 2月(検針） 3月(検針）

水道料金の基本料金を減免し、超過料金のみ請求します。

（１）対象期間　：　令和４年９月検針分から６か月間の基本料金を減免。

（２）減免額     ：　基本料金（税込み）　１，３６０円×６か月分　＝　８，１６０円

減免措置について、手続きは不要。

８月(検針） ９月(検針） １０月(検針） １１月(検針） １２月(検針）

基本料
減免

通常
料金

通常
料金

検針月
納入通知書
発送時期

口座振替日 料金

通常
料金

基本料
減免

基本料
減免

基本料
減免

基本料
減免

基本料
減免

通常料金

９月 １０月上旬 10月26日(水) 基本料金減免

３月 ４月上旬 4月26日(火) 通常料金

１２月 １月上旬 1月26日(水) 基本料金減免

１月 ２月上旬 2月27日(月) 基本料金減免

建設課資料１

２月 ３月上旬 3月27日(月) 基本料金減免

１０月 １１月上旬 11月28日(月) 基本料金減免

１１月 １２月上旬 12月26日(月) 基本料金減免

８月 ９月上旬 9月26日(月)

水道料金の基本料金減免について

検針 検針 検針 検針 検針 検針 検針 検針




