議会事務局から
お問い合わせは☎内線３１１

町議会第２回定例会開会のお知
らせ
日

日︵金︶の両日︑会期

第２回定例会は︑６月
︵木︶︑
午前９時半から開会︑一般質問︑

年度応募を受け付けます︒必要な
用紙は定住促進課で配布していま
す︒
町内で民間賃貸住宅を建設する
にあたって︑町が建築費を補助し︑
賃貸住宅の町内供給促進︑定住促
戸に対して補助決

進を図る事業です︒昨年度は民間
賃貸住宅４棟
定しました︒

所︑水洗トイレ︑洗面施設︑浴
室︑テレビ受信施設など所定の

日︵金︶まで

性能を持つ各設備を完備してい
ること︶
締め切り ６月
地方税︑納付すべき公共料

金を滞納していない個人︑また

条件

①参加表明書②提案書③事

は法人事業者
応募

shikawa.lg.jp
国民年金の保険料は納付期限ま

と︑ 歳からの老齢基礎年金など
を受けることができます︵３００
月＝ 年以上︶︒

所がある 歳から

歳未満の第１

国民年金制度は︑日本国内に住

各金融機関︑郵便局︑コンビニエ

る日本年金機構の納付書によって︑

分まで︶︒お手元に郵送されてく

円です︵今年４月分から来年３月

保険料は︑月額１万５千２５０

号被保険者︵農・林・水産業︑自
ンスストアで納めることができま

でに納めましょう

営業︑学生など会社勤務︑配偶者

税務課収納室

以外の人︶が加入し保険料を納め
ターネット利用の納付︑便利でお

す︒クレジットカード納付︑イン

保険料を未納のまま放置すると︑

る義務があります︒

〃

2日間の予定で開会します︒

部︶︱を準

業者概要︵以上各１部︶④その
他所定提出書類︵

3,024

建築費の４分の１以内

㈲まるイ ノザワ物産

の金額︒１ 事業者の補助金限度

公園芝刈り等管理委託業務

補助内容

〃

一般会計等の補正予算案を審議予
得な口座振替もできます︒
未納者は︑強制徴収の督促によ

歳以上で支給対象になる老齢基
礎年金を受け取ることができませ

〃

定です︒皆さまの傍聴をお待ちし
備して定住促進課に提出︵郵送
提出は不可︶

13,500

額は︑施工事業者が町内業者の

㈱東川電気工事

場 合４ 千 万 円 ︑ 町 外 事 業 者 に よ

防犯灯省エネルギー化整備工事

日程等は変更になる場合があり
っても指定期限までに納付がない
場合︑延滞金を課すだけではなく
納付義務のある方の財産を差し押

万一の病気︑事故によって一級︑

ん︒

さえる場合があります︵納付義

〃

ています︒
本年度の単年度事業︵事

業の最後は来年３月 日まで︶︒

その他
または二級程度の障害が発生した

〃

る施工の場合は︑その８ 割に当

場合に支給対象となる障害基礎年

16,740

たる３ 千２００ 万円まで︒１ 平
提案書の作成などに対する質問

務者とは被保険者本人︑連帯して

藤田建設工業㈱

ます︒

は︑所定の質問書様式で提出の

納付する義務を負う配偶者︑世帯

市街地道路側溝等改修工事

方㍍当たりの建築費用補助金限
金︑死亡によって支給対象となる

〃

度額は︑町内業者施工の場合３
遺族基礎年金なども受けることが

〃

お問い合わせは住民室☎内線１
こと︒質問書の提出は持参︑ま

218,160

定住促進課から

たはファックス︑メール可︒

所得が少ないなど保険料の納付

主︶︒

花本建設㈱

万８ 千円以内︑町外業者施工の

保険料納付期間︵保険料免除期

出来ません︒

東川小学校外構整備工事

場合３ 万４００ 円以内です︵共
│３ ６ ４ ４

〃

１１
ファックスは☎
︵役場総務課︶︑Eメールは

〃

自己所有地に建設する１棟

386,640

有面積を含む︶︒

㈱藤田組

対象

特定地区公園整備工事

民間賃貸住宅建設支援事業の受

〃

が困難な場合は︑保険料免除制度

1,728

け付け開始

㈲谷地建設

teijyu.sokushin@town.higa 間︑合算対象期間含む︶を満たす

キトウシ森林公園家族旅行村塩素滅菌室建設工事

２ 戸以上の賃貸用共同住宅︵台

指名競争入札

﹁東川町美しい風景づくり賞﹂を

11,556

民間賃貸住宅建設支援事業の本

毎月第2月曜日／17
毎月第2月曜日／17：
：15〜20
15〜20：
：00
00

花本建設㈱

ク製品︵主な具体例︶
今年も﹁東川町美しい風景づく

玩具類︑ハンガー︑小物ケース︑ 選考します
バケツ︑漬物たる︑ボウル︑タッ
審査対象は①町内全域の住宅︑

り賞﹂の選考・審査を行います︒

契約方法等

や猶予制度がありますので︑役場
定住促進課住民室にお問い合わせ
ください︒
パー︑ＣＤケース︑雪かき︑植木
鉢︑プランター︑ごみ箱など
店舗︵敷地内の花壇︑建物設計︑
木彫看板︑電飾など︶②事業所︑
事務所︵植樹︑草木などの緑化︑
企業看板︑電飾など︶③自然環境
の保全︑快適な生活環境づくりの
ための住民活動︵森林地域などの

日

植樹︑自然公園地域・河川︑公園
の清掃活動など︶︱です︒
本年度分調査期間は︑ 月

︵金︶まで︒審査委員が現地調査

﹁美しい東川の風景を守り育て

を行って審査します︒
る条例﹂に基づいて実施し︑個人
部門︵３カ所︶︑団体部門︵１カ
所︶︑事業所・事務所部門︵１カ
所︶の３部門で表彰します︒

町長への手紙ご意見への回答
広報５月号で﹁町長への手紙﹂
を配布いたしましたところ︑早速
の貴重なご意見ありがとうござい
ました︒ご質問いただいた件は︑
町として下記の通り考えておりま
すので︑文書にてご回答申し上げ
なお本回答に疑義︑意見等がご

ます︒

町発注工事、業務委託の入札結果をお知らせします。

日本年金機構では︑国民年金保

防注射３千１１０円

まちづくり推進室は☎内線２３

都市建設課から
２︑２３３ ︒公共施設管理室は☎

ざいましたら︑改めて担当からご
説明させていただきます︒お手数
ですが︑担当窓口までご連絡をお

都市建設課

工事、委託の入札結果

険料を納付期限までに納めていた
だけない方に対して︑電話︑書面︑

今年２回目の狂犬病予防注射を

日以上の飼い犬は︑狂犬

病予防法によって生涯に一度の畜

生後

は︑必ず受けてください︒

注射を済ませていない飼い主さん

がいる方で︑飼い犬に狂犬病予防

実施します︒ペットとして飼い犬

施

面談で早期納入を案内しています︒ 犬の登録と狂犬病予防注射を実
老齢基礎年金の受給年金額を増

▼国民年金基金
額して受け取ることができる制度
です︒
国民年金の第１号被保険者で︑
歳未満で︑国民年金に

保険料を納めている 歳未満の方︑
歳以上
任意加入されている方が加入でき
注射が義務付けられています︒所

犬登録と︑年に一度の狂犬病予防

詳しくは北海道国民年金基金

ます︒

有者の変更︑犬の死亡時にも届け

時半

日時 ６月7日︵土︶午前９時〜

︵手数料５５０円︶を交付します︒

けた時は︑狂犬病予防注射済み票

動物病院で狂犬病予防注射を受

出が必要です︒

︵☎フリーダイヤル０１２０│６
５│４１９２︶まで︒

ごみ出しはルールを 守って分 別
資源ごみ袋の中に不適ごみの混

しましょう
同

場所 町保健福祉センター横

入が多くなっています︒ごみ出し
の時は︑ルールとマナーを守って

料金

新規登録３ 千円︑狂犬病予

近隣の迷惑にならないよう心掛け
て搬出しましょう︒
不適ごみが混入すると︑資源ご
はそのままごみステーションに残

みとしては回収されません︒ごみ
るため︑各自治会の衛生推進委員

内線２３１︑２３８

20

行政区
東町２丁目
22区

おくやみ
歳 届出人
亡き人
中村 つる 84歳 髙田 勉
中
サツ子 85歳 大槻 志津子

の方が分別し直さなければならず︑
大きな負担になっています︒
▼可燃ごみとして扱うプラスチッ

6月9日㈪

西３号道路舗装工事

同月15日

26

請負価格
（税込み、千円）
請負業者
等

12

新婦
蜂谷 郁子

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

夜間納税と相談の日
65

5月8日

〃

18
Higashikawa 2014 June
2014 June

19 Higashikawa

65

人口・世帯数 ４月末日現在
人 口／ 7,909人（前月比＋ 52人）
男 ／ 3,689人（前月比＋ 27人）
女 ／ 4,220人（前月比＋ 25人）
世帯数／ 3,472戸（前月比＋ 40戸）
1人
出 生／
4人
死 亡／
転 入／ 105人
50人
転 出／
10

ご 結 婚
新郎
竹田 慶介

そうま
あきやま

91

31

朱美

行政区
北町３丁目

豊彦

東町３丁目
秋山 蒼真

行政区
母

お 誕 生
生まれた子
11

13

人のうごき ４月16日〜５月15日
（敬称略、掲載はご承諾をいただいております）
19

25

設

名

60

60

入札日

備

65

82

20

父

41

くらし
・
ネットワーク
60

