後も楽しい大会運営を心掛けます︒
より多くの町民の皆さまの参加を

器に入れてご持参ください︒油の

み食用油をペットボトルなどの容

油所︑東川ツバメ︑ひがしかわ石

はお持ち帰りください︒

㈱ひだの塗装工業

6,405,000

〃
第一地区コミュニティセンター外部塗装工事

㈱タダノ

4,147,500

〃
キトウシ森林公園駐車場整備工事

藤田建設工業㈱

16,800,000

〃
上岐登牛道路路面補修工事その２

花本建設㈱

17,325,000

〃

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
会場 農村環境改善センター
対象者 １９９０︵平成２︶年４
期待いたします︒

今月号に﹁町長への手紙﹂を添
種類は問いません︒回収料金は無

油︶︒各スタンドでは回収容器を

動すると競技がよく見えなくなり
﹁燃やせるごみ﹂としても出すこ

スキー場ロッジ改修工事

岳源水の取水口にびっくりした様
子︒

内容 講話︑調理実習︑試食︵希

一部１００円を負担︶

望者には体脂肪測定もあります︶

０７︶

一行は︑それぞれの国で安全な

申し込み 保健指導室栄養士

企画総務課から

しています︒

上に役立ててもらうことを狙いに

し︑各国でそれぞれ生活環境の向

豊かな水資源や水関係施設を見学

善に携わる行政官︑技術者です︒

飲料水確保などを担当生活環境改

などが原因で生活習慣病が年々増

不適切な食事の摂取︑運動不足
えています︒健康の大切さを考え︑

Ｊ ＩＣＡの研 修でアフリカ諸 国
お問い合わせは︵内線２２２︶

自 衛 隊工 科 学 校 生 徒 ︑自 衛 官の

フランス語圏アフリカ乾燥地帯

お問い合わせは旭川地方協力本部

候補生を募集します︒自衛隊への

自衛隊高等工科学校生徒︑自衛官

自衛隊では来年４月採用の陸上

募集
ス﹂の研修者一行が本町の地下水

諸国のカメルーン︑セネガルなど

活用の様子を視察しました︒
慣病﹂︵脂質異常症︶︑調理実

から

◆陸上自衛隊高等工科学校生徒

南地区隊☎

︱０６４８
生活用水などすべての水をまかな

歳未満︵ 年４
月１日現在︶の日本国籍を有す

歳以上

資格
富な水が常時流れ出ている大雪旭

っている町の現状や羽衣の滝︑豊

人が訪れました︒地下水で

習︑試食︵希望者には体脂肪測
筆記道具︑エプロン︑三

定もあります︶
角巾︵食材料費の一部１００円

持ち物

を負担︶

る男子で︑中学校卒業者または
年３ 月卒業見込み︑修了見

中等教育学校の前期課程修了者
︵

込み含む︶
日

年１月７日︵金︶
試験日 １次試験・ 年１月

締め切り

陸上自衛隊旭川駐屯地︵旭

︵土︶
会場

川市春光町︶
歳未満の日本国

◆自衛官候補生︵男子︶
歳以上

年１月 日︵土︶

籍を有する者

資格

会場

試験日

陸上自衛隊旭川駐屯地︵旭
川市春光町︶

教育課から
お問い合わせは︵内線５８１︶

東川小学校移転改築の中間報告
会を開きます
東川小学校の移転改築︑学童・
食育交流施設などの計画策定に伴
う基本計画案作りの進行状況につ
いて︑北海道大学大学院工学研究
院︑小篠隆生准教授の中間報告会
を開きます︒皆さまのご来場をお
町教委は︑同小の移転新改築に

待ちしています︒
伴う計画策定に当たって﹁東川小
学校等建設推進委員会﹂を設置︒
父母︑先生︑児童︑生徒へのアン
ケート調査︑ワークショップを開

18
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確定申告の際︑ご自身の社会保険
料の額と一緒に納付した保険料額
月２日〜１９９１︵同３ ︶年４

使用済み食用油の回収にご協力
ごみ減量化とリサイクル推進の

ください
ため︑町では使用済み食用油の回

付いたしました︒町政に対するご

収をしています︒ご家庭の使用済

意見や提案などお気軽にお寄せく

見の一部をご紹介します︒

今年これまでに寄せられたご意

見に回答します

﹁町長への手紙﹂
でいただいたご意

月１日生まれの方

を合算して申告してください︒こ
の場合ご家族分の控除証明書は︑
申告する方の申告書に添付する必
要があります︒
お問い合わせは旭川年金事務所
☎ ︱１６１１
控除証明書の再発行が必要な場
合は︑控除証明書専用ダイヤル☎
５７０︱０７０︱１１７
料です︒
回収場所は町内３カ所のガソリ

ださい︵別添色刷り︶︒
﹁町民体育祭の観客テント位置が
︱物品の出し入れ︑放送器材の
用意し︑営業時間内の引き取りを

ンスタンドです︵ホクレン東川給

設置を考えると︑駐車場に近い本
行っています︒持参した容器から

駐車場やトイレから遠い﹂

部席は現在地から動かすことがで
回収容器に移し変え︑持参の容器

ますし︑特に東側はひん繁な競技
とが出来ますが︑その場合は固形
化剤で油を固めるか︑新聞紙など

町内の早朝除雪は︑原則午前８

〃

10月7日

地域活性課から
お問い合わせは地域づくり推進

きません︒また観戦用のお客さま

おり決まりました︒ご両親︑地域
用品出し入れに支障をきたすこと

に油を吸わせて固形化し出すこと

化を進めるため︑家庭用の電動生

時までをめどに行いますので︑除

1,522,500
9月14日 第三小学校教員住宅玄関ドア取替工事

室︵内線２６１︑２６２︶

１ 月 ９ 日 ︑成 人 式 を 開 催 ︱ ど う
テントは︑位置を西側や東側に移

年成人式の日程が次のと

の皆さまともども︑晴れ姿の様子
となります︒

平成

ぞご来場ください

をご覧いただくことができます︒
﹁老人会のテントだけでも﹂と

使用済み食用油は︑従来通り

どうぞご来場ください︒
いう声もありますが︑そうすると

月上旬ご案内状
が必要です︒

対象者には︑
をお送りします︵事前にご連絡を
町内各地域の皆さんが一緒になっ

生ごみ減量化に効果的な電動生

て観戦するテント席から孤立して
今年の町民体育祭は突風に見舞

離れてしまいます︒

いただいた方を含む︶︒現在町外
日︵金︶

にお住まいの方で︑東川町で成人
を迎えたい方は︑同月
までにご連絡ください︒

ごみ処理機を購入する場合︑町は

町内から発生する生ごみの減量

ごみ処理機の購入助成

いうアクシデントがありました︒
購入費用の一部を補助しています︒

われ︑慌ててテントをたたむ︑と
しかし皆さまのご協力で素早い対

年１月９日︵日︶▽午後

零時半︑受け付け▽同１時︑記
応が出来ました︒事務局では︑今

日時
念写真撮影▽式典︑同１時半▽

補助対象となる台数には限りがあ

﹁料理は苦手で﹂という男性で

﹁男の料理教室﹂
を開きます

申し込み 保健指導室栄養士

同２時 分︑新成人のつどい

りますので︑生ごみ処理機導入を
雪作業の終了を見計らってごみ出
しするようご協力ください︒

検討のご家庭は早めにお申し込み
も簡単に作れるレシピをご紹介し
ます︒ヘルシー野菜料理に挑戦し

㈲谷地建設
23

ださい︒

保健福祉課から

〃

角巾︵バンダナ︶︵食材料費の

時〜

27,090,000

22

①町内在住で︑購入し

た処理機を自宅で家庭用として
ましょう︒
対象 町内の男性の方
月７日︵火︶午前

㈱藤田組
北立団地道路新設工事

持ち物 筆記用具︑エプロン︑三

午後１時ごろ

日時

〃

23

応募条件

福祉のことは社会福祉室︵内線

使用する方②町税を完納してい
る方③過去５年間に同様の補助
５０３ ︶︑健康と食のことは保健

45,150,000
西１
０号南道路新設工事

食事で健康﹁栄養教室﹂

指導室︵内線５０５︑５０６︑５

を受けていない方︱のいずれも

㈱藤田組

㈱山田ポンプ商会
23

冬期間︑町内道路は除雪車が随
間からのごみ出しは除雪作業の妨

22

27

満たすこと
○家庭用の生

ごみ処理機で︑加熱︑乾燥に

〃
青少年野営場給水管改修工事

17

時除雪作業をしますので︑早い時
げになる場合があります︒

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

15

29

対象となる処理機
よって生ごみを減量化するもの
扱店︵宮崎電機︑農協資材店舗

︵粉砕だけは不可︶○町内の取

1,911,000

花本建設㈱

︵Ｊ ＩＣＡ︶の研修﹁仏語圏アフ

日︑︵独︶国際協力機構

進員となる単位を取ることができ

お問い合わせは︵内線２３３︶

都市建設課から

アグリサポートセンター︶で購

自分の健康は自ら守ることを心掛
けましょう︒身近な食材料で調理
実習をします︒バランス︑味付け

購入費の２ 分の１ 以内

入のもの

を確認する機会としてご活用くだ

補助額

指名競争入札
上岐登牛道路路面補修工事

リカ乾燥地域村落飲料水管理コー

月

の行政マンが水視察
日︵金︶午前

対象 町民の方
月

午後１時ごろ

日時

時〜

ます︒

さい︒希望する方は食生活改善推

︵消費税含む︶であって︑上限

所定の申込書にご記入

２万５千円以内︵千円未満切り
捨て︶
応募方法
の上地域づくり推進室にお申し
込みください

冬期のごみ戸別収集にご協力を

23,625,000
8月30日

契約方法等
請負価格
（税込み、円）
請負業者
等
名
備
設

都市建設課
工事及び委託の入札結果をお知らせします。

いごみ﹂ともに全町戸別収集︵農

講話﹁食べて防ごう生活習

場所 保健福祉センター

11

家地区では試行︶しています︒

内容

10

23

17

12

ごみ収集は︑現在資源ごみを除

17

18

10

入札日

23

23

15

いて﹁燃やせるごみ﹂﹁燃やせな

11

11
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12

23

12

工事、委託の入札結果

27

