お問い合わせは☎内線３１０︑

議会事務局から
３１１

浜 辺 ︑藤 原 両 議 員 が道 町 村 議 会

︶︑藤原啓子議員︵

︶

日︑東川町議会の浜辺啓

議 長 会 表 彰を 受 賞
６月
議員︵
年自治功労者

の２ 人が北海道町村議会議長会
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表彰を受け︑第２回町議会定例会
の席上︑米田保副議長から表彰伝
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地方自治へ貢献してきました＝議
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員の在職は１９８３ ︵昭和
３月
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年間に

藤原議員は︑１９９９ ︵平成
︶年３ 月
わたって町村議会議員として活動︒
地方自治功労が認められました︒

産の価格をもとに算定した税額を
所在市町村に納める税金です︒
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小型特殊︑二輪︑農耕作業車等︶

︵原動機付き自転車︑軽自動車︑
振替︶︑事情によっては減免にな

納税猶予︑分割納付︵原則口座

身体障がい者が使用する軽自
た日までの日数に応じて延滞金を

た場合︑納期限の翌日から納付し

税︵料︶金を納期限後に納付し

延滞金を徴収しています

動車で︑一定の要件を満たすもの
徴収しています︒納期限内に納付

各種届け出は住民室☎内線１１

ごみの野焼きは禁止！

に通報をお願いします︒

ら︑ためらわず役場住民室︑警察

行為です︒悪質な行為を見かけた

美しく住みやすい環境をそこなう

モラルに欠ける心ない行為は︑

イ捨てをやめましょう︒

家の周辺︑空き地などで安易なポ

てが目立っています︒道路沿い︑

ごみ︑たばこの吸い殻のポイ捨

ごみ︑吸い殻のポイ捨て禁止
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定住促進課から

を済ませるようお願いします︒

は減免措置があります︵生計を一

す︒

る場合もあります︒

てください︒

日︵金︶までに必ず納税相談をし

することが困難な場合は︑７月

何らかの事情で納期ごとに納付
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を所有している方が納める税金で

毎年４ 月１ 日現在︑軽自動車

軽自動車税

浩貴

家庭ごみ︑事業所ごみは︑野外

受賞者を代表して浜辺議員は
額を毎年１月１日現在で居住する
務がある方は︑一部市区町村を除

上の方で個人住民税を納税する義

から公的年金からの特別徴収︵引

市町村に納める税金です︒
﹁東日本大震災からの復興に関
き落とし︶が始まっていますが︑

﹁議員の職を務めることができた
し地方公共団体が実施する防災の
東川町は実施を見送っています︒

くなっています︒ご理解をお願い

の均等割額は前年に比べて千円高

廃棄物処理法に基づき︑従来の家

ないため︑家の外と中を自由に往

つなぐなどという飼い主の義務も

度がありません︒犬のように鎖で

ごみの野焼き︑事業所内でのご

て近所トラブルを引き起こしてい

ごみ箱あさりでごみを巻き散らし

ちを十分に考え︑他人に迷惑をか

周辺住民︑動物が苦手な人の気持

公園に放置して後始末しない﹂と

最近﹁犬︑猫のふん尿を道路や

年金受け取りに備えておくことが

保険料の支払いを再開して将来の

し︑支払いできるようになったら

に保険料の支払いを一時的に停止

る﹁保険料免除﹂﹁若年者納付猶

て保険料の納付が免除︑猶予とな

いるのに︑周囲から疑いの目で見

保険料を未納したままでいると︑

免除︑納付猶予措置を受けずに
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のは日々の積み重ね︒今後も微力
ための施策に必要な財源の確保に

納付に関するご相談は収納室☎
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公的年金を受給している 歳以

入れて持ち帰るための携行袋︑お
しっこを洗い流すために必要な水

庭用ごみ焼却炉は構造基準を満た

来して他人の敷地内にふん尿をし︑

猫は︑法律による規制︑登録制

入り容器を携行しましょう︒

さなくなっているため使用できま
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ます︒

排出原因を作ります︒﹁ばい煙が

ペットの飼い主は︑動物の習性︑

によって環境汚染物質・ダイオキ

家の中に入ってくる﹂﹁自宅の窓

けないように飼う配慮が必要です︒

シンが大量に発生し︑大気汚染の

を開けられない﹂﹁干した洗濯物
に臭いやすすが付く﹂など︑日常

国 民 年 金 は 保 険 料の免 除 ︑納 付
猶予を活用しましょう

の生活環境にも悪影響を及ぼしま
す︒

付することが困難な場合︑将来の

いう苦情が多く寄せられています︒

できます︒

年金受給権を失うことがないよう

国民年金制度では︑保険料を納

犬︑猫などペットはマナーを守っ

お心当たりの方は︑ペットの散歩

て飼いましょう

時などに飼い主としてのマナーを
特に苦情が多いのは︑西町５丁

予﹂の制度があります︒

免除︑猶予制度は︑申請によっ
目５番 号付近のふん尿放置︑悪

守るようお願いします︒

臭です︒﹁きちんと後始末をして
られている﹂などと住民が不愉快

歳からの老齢基礎年金を受け取
ることができないばかりでなく︑

却資産を所有している方が固定資

毎年１月１日に土地︑家屋︑償

いて︑２００９︵平成 ︶年

ながら貢献したい﹂と謝辞を述べ
係る地方税の臨時特例に関する法
固定資産税

ました︒
律﹂の施行によって︑個人住民税

内線１２１︑１２２︑課税に関し

税務課から

ては課税室☎内線１２３︑１２４

年度の町税︵住民税︑固定資

町税の納税通知書を送付しまし
た
産税︑軽自動車税︶納税通知書を
７月１日に送付しました︒町税は
年４回に分けて納めていただきま
す︒納税通知書の内容を確認し︑
納期限内の納付をお願いいたしま
す︒
前年の所得をもとに算出した税

住民税

自宅の庭先︑空き地でドラム缶

理委託を徹底してください︒
やブロック積み焼却炉などを使っ

せん︵ 年 月1日改正法︶︒

てごみを野焼きしないでください︒
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中井 虎汰朗

こたろう
なかい

焼却︵野焼き︶禁止です︒定めら

4,000

南町１丁目
小林 航大

にする方が所有する車両も適用対
減免を受けるためには︑７月

象︶︒
日︵金︶までに申請が必要です︒
納税は便利な口座振替を
納期限の日に預金口座から自動
的に振替納付することができます︒
窓口に預貯金口座振替依頼書を用
意していますので︑納入通知書︑
日前までに手続き願い

預貯金通帳︑銀行印を持参のうえ︑
納期限の
口座振替できる金融機関は︑○

ます︵郵便局は 日前まで︶︒
東川町農業協同組合○道内のゆう
ちょ銀行︑郵便局○北央信用組合
○北海道銀行○北洋銀行○北陸銀
行︱の道内各店舗︒
口座振替の受け付けは︑○役場
税務課○東川町農業協同組合○町
内の各郵便局○北央信用組合東川
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東川町地籍調査委託業務
〃

レストランアルバーター大規模改修実施設計委託業務 日本都市設計㈱

指名競争入札

町・道民税、固定資
産税、軽自動車税
入札日
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７月31日（木）

5月29日

20
Higashikawa 2014 July
2014 July

21 Higashikawa

夜間納税と相談の日
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納付期限
都市建設課

入札結果をお知らせします。

工事、委託、物品購入の入札結果
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人のうごき 5月16日〜6月15日
（敬称略、掲載はご承諾をいただいております）
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歳
87歳
64歳
87歳
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人口・世帯数 5月末日現在
人 口／ 7,933人（前月比＋ 24人）
男 ／ 3,694人（前月比＋ 5人）
女 ／ 4,239人（前月比＋ 19人）
世帯数／ 3,483戸（前月比＋ 11戸）
4人
出 生／
7人
死 亡／
35人
転 入／
8人
転 出／
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おくやみ
亡き人
池田 光利
村田 茂博
吉田 俊夫
西脇 信一
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