算定されますが︑全額納付に比べ︑ １
年金額が2分の１になります︒
文化研究科人文地学教室︒町内の

実施するのは東京大学大学院総合

旭川ケーブルテレビ㈱︵ＣＡＴ

町民パソコン教室を開きます

容を使用することはありません︒

﹁講座Ａ＋Ｃ﹂

時半〜正午︶︑﹁講座Ａ＋Ｃ﹂
日︵水︶
時半〜正午︶︑﹁講座

お問い合わせは公共施設管理室
☎︵内線２３８︶

受講料 無料
北海道排水設備工事責任技術者試

導入しました︒次のとおり第 回

授︵水圏環境工学分野︶○地域

北海道大学大学院工学研究院教
間さん︵☎ ︱０７０７︶

ーブルテレビ㈱︑吉岡さん︑本

験の全道統一試験︑試験講習を行

月２日︵水︶午後１時半

受験不要︶︒
日時

ーネット契約の動向とインターネ

東川町民を対象として︑インタ

後１時〜同３時半︵土・日除く︶

日︵月︶午前９時〜正午︑午

受付期間 ９月１日︵木︶〜同月

から

ット利用状況の調査が行われます︒

この場合通常払い込み料金は免除

局の貯金窓口で受け付けています︒

義援金は︑ゆうちょ銀行・郵便

○ 歳以上の方が２人以上いる

になります︒受領証は税の寄付金

き月額８千円
世帯 1世帯につき月額８千円

内︶を通じて日本赤十字社北海道

字社東川町分区窓口︵社会福祉室

旭川がん検診センターで町民が

てください︒

受診券をご持参のうえ︑受診し

します︒

﹁東川町がん検診受診券﹂を発行

保健指導室にご予約ください︒

ますので︑検診日をご確認の上︑

は︑チラシなどで期日をご案内し

②﹁集団検診﹂をご希望の場合

てください︒

受診券をご持参のうえ︑受診し

町がん検診受診券﹂を発行します︒

指導室にご連絡ください︒﹁東川

︱７１１１︶に予約のうえ︑保健

は︑旭川がん検診センター︵☎

①﹁個別検診﹂をご希望の場合

可能です︒ぜひご利用ください︒

診は︑平日ばかりでなく土曜日も

ん検診を実施しています︒個別検

う

年１回はがん検診を受けましょ

http://www.jrc.or.jp/contribution
/l3/Vcms3̲00002069.html

日本赤十字社のホームページは

控除申請時にご利用いただけます︒

○ 歳以上の単身世帯1世帯に

得割非課税であることを証する

児童を養育する世帯︵※住宅借

①②ともに町の特定健診も同時
に受診可能です︒料金は﹁平成
年度健診のご案内︵保存版︶﹂を
ご覧ください︒

20

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
各種届け出は住民室︵内線１１

定住促進課から
ご家庭を対象に︑７月末から８月
す︒

上旬ごろ調査票を郵送するそうで

っと便利に使いたい方までが対象

開きます︒パソコン初心者からも
です︒パソコンを使って実際にイ

Ｖポテト︶が町民パソコン教室を

︵内線２２１︶︑その他のお問い
けた調査ということです︒学術研

調査報告会のお問い合わせは☎

企画総務課から

合わせは企画財政室☎︵内線２２
究を目的とし︑目的以外に調査内

﹁４分の１﹂﹁２分の１﹂﹁４

▼一部免除︵一部納付︶
分の３ ﹂と３ 段階あります︒前年
ンターネットの世界を体験してい

線１１６︑１１７︶

２ ︶︑住宅のことは住まい室︵内

所得を基に審査が行われます︒
ただきます︒
皆さまのご協力をお願いします︒

文部科学省科学研究費補助を受

国民年金は︑保険料の免除・納付
６︶

の前年所得によって全額免除︑一

申請者︑申請者の配偶者︑世帯主

国民年金保険料を納付すること
講座内容は︑Ａ﹁インターネッ

京大学大学院総合文化研究科人文

トの使い方﹂︑Ｂ﹁電子メールの
本から便利な使い方﹂︒

一部免除の場合︑保険料を納付

部免除が決定します︒

忠別川上流災害の調査報告会を

猶予制度︵申請︶
があります
が困難な場合︑申請によって保険
昨年８月︑忠別川上流で起きた

料の納付が免除︑猶予となる﹁保
河川災害の調査報告会﹁平成 年

調査に関するお問い合わせは東

しないと︑その間﹁未納期間﹂と

開きます

なり︑受給資格期間に算定されま

使い方﹂︑Ｃ﹁ウィンドウズの基

険料免除﹂﹁若年者納付猶予﹂の
地理学教室の佐竹泰和さん︵修士

制度があります︒
課程︶☎０９０︱９７５５︱６９

日時
時半〜正

告会︲集中豪雨による被災実態と

８月豪雨︑忠別川上流災害調査報
①②７月３日︵日︶ ﹁講

せん︒将来受け取る年金額も減額
座Ａ＋Ｃ﹂︵午前

になります︒

免除︑納付猶予を受けずに保険

時 半 〜 同３ 時 ︶ ③ ④ 同 月

日

２１

料未納の状態のまま死亡︑障害の
調査報告は︑同災害調査団長の

地域の防災について﹂を開きます︒
午︶︑﹁講座Ｂ＋Ｃ﹂︵午後１

▼若年者納付猶予度
一定以上の所得のある世帯主と

場合︑遺族基礎年金︑障害基礎年
清水康行北海道大学大学院工学研
︵午後１時半〜同３ 時︶⑤⑥同

金を受けられないことがあります︒
究院教授︵水圏環境工学分野︶︑
月

表を担当します︒
農村環境改善センター
お問い合わせ︑申し込み 旭川ケ

排水設備指定工事店の資格要件

無料

に排水設備工事責任技術者制度を

○災害調査報告＝清水康行

役場第１小会議室︵１階︶

会費

各 人

内容

会場

ただし︑その間保険料の支払い
雇用保険受給者証︑雇用保険被

金額は少なくなります︒
他の市町村から転入した方は︑
活動︶法人環境技術研究センタ

防災について＝ＮＰＯ︵非営利

います︵講習は 月︑既登録者は

源泉徴収票︑確定申告書の写しな

河川工学分野︶

10

免除期間の保険料は︑将来受け
取る年金額を満額に近づけるため
ど︑前年の所得状況を証明するも

に︑

年以内であればさかのぼっ

て全額納付することができます︒

︱１６１

大学院工学研究院教授︵寒冷地

インター ネット 利 用 実 態 アンケ

16

ート調査にご協力を

のをご持参ください︒
本年度の申請は︑印鑑をご持参

免除承認期間は７ 月から翌年６月

旭川年金事務所は☎

ください︵役場１階１番窓口︶︒

支給されます︒

５ で特別な介護が必要な方︱に

精神または身体に重度の障が

②障害児福祉手当

︵保護者のもの︶③保険証︵子供

障がい児︵者︶
の

のもの︶④限度額認定証⑤印鑑

ご存じですか？

つき月額４千円
◇申請時に必要なもの
①直近の生活保護の決定通知書

歳未満の

いがあるため︑日常生活におい
在宅の児童に支給されます︒

︵生活保護を受けている方のみ︶

て常に介護が必要な

◇障がい児を養育している方に支

障がいがある方のための経済的

方への経済支援

12

までです︒
免除期間は受給資格期間として

▼全額免除

受験料４千円︑受講料３
年

千円︵テキスト代含む︶︑試験

手数料
制度変更のため︑来年度︵

市

旭川市︑札幌市な

度︶から費用が上がります︒
ど道内

試験・講習地

があります︒

②平成 年度の市町村民税が所

給される手当
③特別児童扶養手当

書類︵①を添付の場合または
年１月１日現在︑本町に世帯全

歳未満の児童

精神または身体に中程度以上
の障がいがある

員の住民票があった方は不要︶
③在学証明書︵高等学校︶④預

を養育している父母などに支給
されます︒

金通帳の写し︵口座番号等が分
かる面︶

合は支給額が月末にご指定の口

審査の上︑支給が決定する場

◇支給

座に振り込みになります︒

に実施しています︒該当する世帯
で受給を希望する方は︑必要書類

東日本大震災の被災者義援金額

状況のお知らせ

東 日 本 大 震 災の 義 援 金 受 け 付 け

を添えて社会福祉室に申請してく
ださい︒
歳以上の方のみで構成され

◇対象となる世帯
①

る生活保護受給世帯︵障害者加

日現

は︑町内で延べ４６８万２千4０
７ 円 に な り ま し た ︵６ 月
歳以上の方全員が

②同居する

在︶︒

入金等特別税額控除等を受けら

います︒

通じて被災された方々へ配分して

﹁義援金配分割合決定委員会﹂を

支部に送金しています︒その後

いただいた義援金は︑日本赤十

市町村民税所得割が非課税世帯

算対象世帯を除く︶

11

22

◇障がい児︵者︶本人に支給され

な支援として︑国の手当支給制度

70

れている方は︑その控除前の市
町村民税額︶
○高校に通学する生徒1人につ

◇給付金額

23

お問い合わせ︑申請は社会福祉
る手当
○著しい重度の障がいがある

①特別障害者手当

歳以上の在宅の方

ため︑日常生活で常に特別の介
護が必要な
○病状または精神障害が２つ以
上の方○介護保険の要介護度４︑

23

保健福祉課から
室☎︵内線５０２︑５０３ ︶︑健

10

ー理事長︑鈴木英一北海道大学

保険者離職票が必要です︒

よって該当段階が判定されます︒

定員

都市建設課から

同居している
地域防災に関して︑ＮＰＯ︵非営

申請する年度または前年度に失
日時 ７月

いた期間は︑年金を受給するため
業︵退職︶している場合に対象に
場所

﹁講座Ｂ＋Ｃ﹂︵午前

場合︑本人︑配偶者の前年所得を
利活動︶法人環境技術研究センタ

排水設備工事責任技術者試験の

年間︶以上︶として算定され

に必要な受給資格期間︵３００月
なります︒申請者以外の﹁申請者

︵水︶

忘れずに保険料の免除︑納付猶予
基に審査が行われます︒
︵午前

歳未満の申請者の

申請をしましょう︒
▼失業による特例免除
Ｂ+Ｃ﹂︵午後１時半〜同３時︶

︵
の配偶者︑世帯主﹂の前年所得に

10

額は少ないため︑将来受け取る年

日︵木︶午後３時

ます︒

10

免除︑または納付猶予を受けて
ー︑鈴木英一理事長がそれぞれ発

お知らせ

13

10

22

本年度は以下の条件世帯を対象

福祉給付金を支給しています

20

康と食は保健指導室︵内線５０５
〜５０７ ︶︑高齢者介護は地域包
括支援センター︵内線５０８︶

﹁福祉医療受給者証﹂
の更新時期で

毎年4月、8月、11月
の各月。前月分まで
をまとめて支給（11
月は11月分を含む）

す

50,550

現在ご使用中の﹁重度心身障害
者﹂﹁ひとり親家庭等﹂﹁乳幼児
日︵日︶までで

等﹂それぞれの医療費受給者証は
有効期限が７ 月
す︒継続して必要な場合︑更新申
請が必要です︒更新の申請がお

14,330

33,670

済みでない方は至急提出願います

70

︵※︶で︑高等学校に通学する

23

︵小学校就学前の乳幼児受給者証
入院の医療費助成を受ける方は︑

障害児福祉

までをまとめて支給

１級 ２級

18

は申請不要︶︒
別途申請が必要です︒助成対象は
小︑中学生に拡大しています︒認
定結果は︑７ 月末日までに郵送い
たします︒
申請手続きは次の書類をそろえ
て申請してください︒
①乳幼児等医療費受給資格認定
申請書②振込口座が分かるもの

20

70

27

26,340

24

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

手当の種類と支給額

10

Higashikawa 2011 July
2011 July

21 Higashikawa

14

20

30

20

毎年2月、5月、8月、
11月。各月に前月分
特別障害者

特別児童扶養

支給月
支給額
（月額、
円）
手当の種類

31

53
23

25

10

