く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
年間に延長して納付

に限って︑払い忘れていた国民年
金保険料を
可能になる措置がとられることに

東川の暮らし体験︑ご家族︑友

ンしました︒
人同士でのご利用にどうぞ︒一般
の住宅と同様の住まい機能を持っ

国民年金は保険料の未払い期間

なりました︒
があると︑将来年金額を受け取れ
付き︶︒布団︑バスタオル︑タオ

ＤＫ＋２階ロフト︑浴室︑トイレ

額に近づけたい場合は︑払い忘れ
子レンジ︑テレビ︑洗濯機等を完

ル︑浴衣︑調理道具︑炊飯器︑電

施設は６人用２室︵いずれも１

た年金保険料を納付することが有

〃

重一男氏が就任︑職務代理者に選

また同日付けで新教育委員に兼

お問い合わせは☎︵内線５９２︶

写真の町課から

姉妹都市の人々が撮った写真展
姉妹都市のカナダ・キャンモア
町︑ラトビア・ルーイエナ町と東
川町の高校生︑写真愛好家が撮影
した写真を一堂に展示して﹁自然
と生きる人の美しさ﹂をテーマに
東川町姉妹都市交流写真展開きま
姉妹都市３町の初の交流写真展

す︒

作品︑高校生写真クラブの写真作

です︒それぞれの町の写真クラブ
品１５５点を展示します︒それぞ
れの国の自然︑人々の生活の違い
月 日︵土︶から 月

が良く分かる作品が並びます︒
日時

日︵日︶

会場 文化ギャラリー

地域活性課から
お問い合わせは地域づくり推進
室☎︵内線２６１︶

１月８日︑成人式開催のご案内
来年１月８日︵日︶︑農村環境
改善センターで平成 年成人式を
開催します︒町内に住民登録のあ
る新成人の方へのご案内は 月上
対象となる方は︑１９９１︵平

旬に発送します︒

成３︶年４月２日から翌１９９２
︵同４︶年４月１日までに生まれ

12
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みの家屋︑既に登記済みの家屋
等を除く︶︒
月１日付けで各行政

定用紙に記入の上︑班ごとに行
ない場合があります︒未払い期間

区に調査を依頼しています︒所

申告方法

政区長に提出してください︒行
がある方で︑少しでも満額の年金

ており︑長期滞在が可能です︒

政区を経由しない場合は︑役場

10

税務課窓口へ直接提出してくだ
月 日︵水︶

〃
北海道川重建機㈱旭川支店

さい︒
申告期限
事前予約制です︒住まい室で空

備︒

地地域︑周辺地域で行う公共用施

㈲谷地建設

未払いの国民年金保険料をさか

設整備︑住民福祉の向上に資する

員会事業について︑教育委員会業

執行状況について点検︑評価を行
方教育行政の組織及び運営に関す

い公表することを定めている﹁地
る法律﹂の規定によるものです︒
期間

場所 農業環境改善センター縦覧
月末日まで
力いただきました︒うち 年間職

５期

定住促進住宅建設工事（南入Ｂ）

効です︒
室情報をご確認のうえ︑ご予約く

〃

㈲門間建設

車庫や物置であっても

ださい︵受け付けは利用３カ月前

室︶から長期滞在の場合月額８万

町では臨時職員を希望される方

上川小学校長を定年退職して町
内に在住︒在職中︑東川小学校教
︵３年間︶として勤めました︒教

員︵７年間︶︑東川第二小学校長
育委員の任期は 月１日から４年

月

間︑職務代理者の人気は１年間で
す︒

高木正晴︵新︶

︻東川町教育委員会選挙︼︵
教育委員長

1日︶

男︵同︶

▼教育委員長職務代理者 兼重一

教育委員長 内田昌幸

◆退任

教 育 委 員 会 業 務の点 検 ︑評 価 報

務の点検︑評価報告書を縦覧に供

年度に実施した町教育委
選挙が行われ︑新教育委員長に指

平成

告書の縦覧

〃
定住促進住宅建設工事（南入Ａ）

平方㍍以上の床面積があれば固
のぼって納めることができるのは︑

４千円︵同︶︑１カ月を超える場

しています︵冬期間は暖房料金と

を対象に︑定数外職員登録制度で

お問い合わせは☎︵内線５８２︶

職務代理に兼重氏

新 教 育 委 員 長に高 木 氏 ︑委 員 長
月１日開いた第５回教育委員

名推薦で高木正晴教育委員が選任

会で任期満了に伴う町教育委員会

兼 重 氏 は ︑ 今 年３ 月 上 川 町 立

任されました︒

履歴書︑運転免許証と

教育課から

事業を行うために交付されている

ました︒

務代理者︑１年間委員長を歴任し

㈱小岩組

ものです︒

同交付金は︑水力発電施設の立

した︵交付金充当率は約 ％︶︒

公住公園団地B1,B2,C1,C2棟屋根葺替工事

すべての教育委員会事務の管理︑

します︒

〃
㈱小岩組

その他

現在過去２年分までです︒しかし

のぼって納められるようになりま
合は１泊について３千７００円加

使用料は１泊１万５００円︵１

から４日前まで︶︒

年分までさか

この制度の施行日︵※︶から３ 年

す︵既に老齢基礎年金を受給して
算︵加算額が１月分使用料を超え

間に限って︑過去

なお３ 年以上さかのぼって保険

いる方などは対象となりません︶︒

月１日までの政令で

る場合は月額分︶などに各種対応

年

料を納付する際は︑加算金がかか
ります︒
※平成

︱１６１１︑または役場住民

お問い合わせは旭川年金事務所

定める日︵追ってお知らせします︶
☎
室︒

宿泊施設﹁大雪遊水ハウス﹂
オー
今年８月新築︑利用開始になっ

プン
た第三地区地域センター︵東８号
北１番地︶に併設の交流体験宿泊
施設﹁大雪遊水ハウス﹂がオープ

員にご登録のうえお申し込みくだ

花本建設㈱

内田氏は１９９１︵平成３︶年

日付け

内田昌幸教育委員長は︑教育委

されました︒
員任期満了に伴って９月

〃

キトウシ森林公園駐車場整備工事 その２工事

月1日に東川町教育委員に就任︒

で退任しました︒

指名競争入札

㈱ひだの塗装工業

登録をお願いしています︒所定の
事項を記入のうえ︑ご自分の顔写
真を添付して企画総務課にご持参
ください︒用紙は企画総務課に備
えています︒
町内在住の方で︑大型１種

免許証︑大型特殊１種免許証車

要件
両系建設機械運転技能講習修了
月１日から来年３ 月

証を有する方
日

採用期間

業あり︶

勤務時間 ７ 時 間 半 ︵ 早 出 除 雪 作

年末・年始︵ただし降雪時には

勤務を要しない日 土・日・祝日︑
出動します︶
月 日

賃金 日額８千６００円
締め切り
提出書類

車両系建設機械運転技能講習修
了証の写し添付

草刈り機械を購入しました
町はこのほど︑事業費６７２万
円で草刈り機械を購入しました︒
町道及び林道の安全確保︑町並

不落随契

松井組工建㈱
平成23年度公営住宅清流東団地長寿命化型屋根塗装工事

用紙︵定数外職員履歴書︶に必要

さい︒

藤田建設㈱

定資産の対象となります︵壁の
ないカーポート等は対象外︶︒
住宅用

年１

年中に次のように

地は税負担軽減の特例措置等があ

︹住宅用地の異動申告︺
ります︒平成
異動があった場合は︑平成
▼住宅用地として使用されてい

月末までに申告してください︒
る土地の面積や用途などに異動が
あった場合▼住宅用地から住宅用
地以外の用途に変更した場合▼住
宅用地以外の土地から住宅用地に
変更した場合

各種届け出︑年金のことは住民

定住促進課から
室︵内線１１２︶︑住宅のことは
住まい室︵内線１１６︑１１７︶

年秋︵予定︶から３ 年間

国民年金保険料の納め忘れがあ
平成

る方へ

して日額１００円加算︶︒

お問い合わせは公共施設管理室

都市建設課から
☎︵内線２４０︶

小集落内道路の除雪支援交付金
申請を受け付けます
町の除雪サービスを受けること
が出来ない共同利用の私道を除雪
する費用を負担軽減していただく
ための交付金制度です︒
交付額は︑１戸当たり３ 万５千
円を上限とします︵ただし1戸当

〃
西部処理区管渠新設工事

業を効率的に進める機材です︒電

み景観の向上のための下草刈り作

〃
㈱山田ポンプ商会
定住促進住宅建設工事（北入）

10月 4日

東川町農業協同組合
11

たりの除雪費が同額を下回る場合

月１日から

〃
花本建設㈱

都市建設課

源立地地域対策交付金を活用しま

年間に渡って教育行政に尽

指名競争入札

㈱日立製作所北海道支社

9月27日

２
ｔ
トラック購入
12

は︑実績の個人負担除雪経費とし
申請の受け付けは
日まで︒別途詳細事項があ

随意契約
旭岳温泉ﾋﾟｭｱｾﾝﾀｰ監視制御設備更新工事

平成23年度公営住宅清流東団地A1.4居住性向上型内部改修工事

10

キトウシ地区飲料水供給施設整備工事
26

ます︶︒
同月
ります︒事前に施設管理室にお問
助成対象になるのは︑次の条件

い合わせください︒

①町民が居住する一戸建て住宅

すべてに当てはまる場合です︒
が道路沿線に２戸以上あること②
土地登記によって道路敷地が他の
敷地と明確に区分されていること
③道路敷地の所有者は居住者以外

〃
花本建設㈱
西６号道路改良工事

9月 9 日

凍結防止剤散布機購入
12

か︑住居を別にする複数の所有で
あること︱︒

除雪業務臨時職員を募集します
除雪業務を希望する臨時職員を
募集します︒ご希望の方は臨時職

指名競争入札
㈱藤田組
上岐登牛道路改良工事

39,375,000
40,740,000
13,597,500
1,837,500
36,750,000
8,715,000
11,550,000
14,700,000
9,975,000
7,665,000
19,425,000
19,005,000
18,900,000
1,732,500
4,578,000
第三地区道路新設工事
10

11

11

契約方法等
請け負い価格
（税込み、
円）
請け負い業者
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等
名
備
設
入札日

24

工事及び委託の入札結果をお知らせします。

工事・委託の入札結果のお知らせ
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10
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11

11

27

31

24

30

