お問い合わせは☎内線３１１

議会事務局から

町議会第４回定例会は︑

月

町議会第４回定例会を開会しま
す
日︵木︶︑会期１日間の予定で開
会します︒
午前９時半から開会︒一般質問︑
一般会計等補正予算︑条例改正な
どを審議予定です︒

届け出は住民室☎内線１１1

定住促進課から

国 民 年 金を 受けている方が亡く
国民年金を受給している方が亡

なった時は
くなると︑年金を受ける権利もな
くなるため﹁年金受給権者死亡届
死亡届には︑年金証書︑死亡の

︵報告書︶﹂の提出が必要です︒

しょう︒動物を遺棄すると︑動物
愛護及び管理に関する法律により
懲役あるいは罰金刑の対象になり
ます︒

企画総務課から
申し込み・お問い合わせは︑☎
内線２２１

高 校 生の路 線バス〜タクシー 乗
通学に利用する路線バスが運行

り継ぎ帰宅支援
遅延した場合︑タクシーを利用し
て安心して帰宅できるように︑冬
期間に限って高校生の帰宅を支援
します︒

事実を明らかにできる書類を添え

録している方は︑原則として年金

日本年金機構に住民票コードを収

２０１３︵平成 ︶年７月以降︑

出します︒

除票など︶︒この届け出が遅れる

てください︵除籍抄本︑住民票の
と︑年金を多く受け取り過ぎるこ
受給権者死亡届︵報告書︶を省略

あり狂犬病予防注射を受け
た犬であることを証明する
ために大事な標識です︒

野 良 猫の 増 加 で 苦 情 が 増

できます︒

とになるため︑後日返納しなけれ

えています

ばなりません︒
えています︒飼い始めたペ
棄しないでください︒

ット猫は︑無責任に飼育放

野良猫に関する苦情が増

飼い犬には犬の鑑札と注射済み

年金は︑死亡した月の分まで受
給できます︒死亡した方が受給す

票をつけましょう
ペットの愛犬には鑑札︑狂犬病

るはずだった年金が残っている時
は︑死亡当時年金受給者と生計を
苦情が増えている原因は︑
ためです︒飼育放棄した飼

野良猫の数が増加している
い猫が増え︑さらに繁殖増

の予防接種済み標識を付けること
鑑札は愛犬を畜犬登録した時に
加していると思われます︒

が必要です︒
交付する登録番号を記載していま
路上放置のふん尿被害︑環

同じくしていた遺族の方がその分
ことができます︒戸籍謄本︑年金
す︒首輪に鑑札がついていれば︑

の年金︵未支給年金︶を受け取る
を受けていた方と生計を同じくし
飼い犬が迷子になっても飼い主の

孫︑祖父母︑兄弟姉妹﹂です︒受

しょう︒注射済み票は︑登録犬で

ますので︑必ず予防注射を受けま

に狂犬病予防注射期間を設けてい

す︒役場では毎年﹁５│６月﹂期

が広がります

児童扶養手当の受け取り対象者

て餌付けしないようにしま

に安易に餌や食べ物を与え

ん︒繁殖をふやさないため

捕獲をすることはできませ

野良猫は有害鳥獣駆除の

境悪化も増えています︒

給可能な優先順位もこの順です︒

い︒登録は無料ですが︑メール受

狂犬病の予防注射は毎年必要で

元に戻ることができます︒

ていたことが分かる書類を添えて
請求してください︒
生計を同じくしていた遺族とは︑

親類︑家主等が﹁死亡届﹂のみ提

信にかかる接続料金︑通信料は各

５ 親等以内の﹁配偶者︑子︑父母︑

行遅延証明書が発行されているこ

請求権者がいない場合︑同居人︑

と③東交ハイヤー︵東川町︶また

月から児童扶養手当を受給

子さんが低額の遺族厚生年金のみ

いる場合②父子家庭であって︑お

母等が低額の老齢年金を受給して

①お孫さんを養育している祖父

▼該当すると想定される方

ください︒

われる方は社会福祉室までご連絡

は申請が必要です︒該当すると思

児童扶養手当を受給するために

なります︒

児童扶養手当を受給できるように

り低い方を対象に︑その差額分の

公的年金額が児童扶養手当額よ

できるようになりました︒

も︑

公的年金を受給する方であって

自でご負担ください︒

ネーションの部は中止

﹁ 美 し い 風 景 づ く り 賞 ﹂イ ル ミ

お問い合わせは☎内線２３３

都市建設課から

合︑情報は再送しません︒

線上の問題でメールが届かない場

メールの遅延︑消失など通信回

利用しません︒

考に利用し︑それ以外の目的には

ルマガジンのコンテンツ制作の参

利用します︒その他の項目はメー

メールマガジン配信の用途として

登録するメールアドレスは︑

はちどりハイヤー︵東神楽町︶に
タクシー利用の依頼をすること︱
月から来年３ 月末日

﹁旭川電気軌道バス│町営

今年

が条件です︒
期間
まで
対象
スクールバス﹂の公共路線バス
乗り継ぎで町外に通学している
バスの運行遅延によって町

高校生
内容
営スクールバスに接続乗り継ぎ
できない場合︑使用期限付きの
回

タクシー利用券を使って帰宅で
きること︵１シーズン１人

役場企画総務課︵学生手帳

以内︶

を受給している場合③母子家庭で
あって︑離婚後に父が死亡し︑お
子さんが低額の遺族厚生年金のみ
を受給している場合︱など︒
①父母が婚姻を解消した子②父

▼児童扶養手当とは

20歳〜69歳までの町民

７月９日

月

日︵火︶午前

時〜

対象

場所

食べて防ごう生活習慣病

町民の方どなたでも

保健福祉センター

可︶

習︑試食︵希望者は体脂肪測定

﹁脂質異常症﹂の講話︑調理実

内容

午後１時ごろまで

日時

進員となる単位を取得可︶︒

よう︵希望する方は食生活改善推

どを確認し︑食生活を見直しまし

しましょう︒バランス︑味付けな

材料で健康料理のメニューを増や

康は自分で守りましょう︒身近な

習慣病が増えています︒自分の健

不適切な食事︑運動不足で生活

食事で健康︑栄養教室

美瑛町かわまちづくり事業
に関する住民アンケート調
査の対象者抽出

15：30〜16：30

申請

美しい風景づくりに貢献してい
る個人︑団体︑事業者を対象とし
て選定対象の﹁東川町美しい風景
づくり賞﹂イルミネーションの部
冬期間使用電力の節電に協力す

は今年も選考審査を中止します︒

または母が死亡した子③父または
母が一定程度の障害の状態にある
子④父または母の生死が明らかで
ない子⑤父または母が1年以上遺
歳に達する日以降最初

棄している子︱のいずれかに該当
日までの子︒障害児の場

㈱北開水工コンサルタント
10

住民基本台帳の閲覧状況を公表します

歳未満︶を監護する母や父︑

する子︵
の３月
合は

2

14：00〜15：00

旭川市内│東川町間を運行して

など身分証明書の写し︑所定の
申し込み用紙︶
乗り継ぎ指定停車場は

﹁道の駅・道草館前︵東町１丁

その他
目︶﹂

るため３年連続で中止となりまし
た︒

保健福祉課から
福祉のことと申請のお問い合わ
せは社会福祉室☎︵内線５０２︑
指導室☎︵内線５０４〜５０７︶︑

５０３︶︑健康と食のことは保健

４月25日

役場庁舎前

税務課収納室

または養育者︵祖父母など︶が受

○平成8年4月2日〜同8年4月1
日生まれの男女○同11年4月2
日〜同12年4月1日生まれの男

12：30〜13：30

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

給することができます︒

自衛隊法、自衛官募集業務
の対象者抽出

旭川福祉専門学校前

いる公共路線バスが運行遅延して
町営スクールバスに乗り継ぎ帰宅
できない場合です︒タクシーを利
用して帰宅できるように帰宅支
援します︒タクシー・ハイヤー利
用時の運賃は︑町発行のタクシー
利用券で支払いに代えることがで

サービスを始めます

メールマガジンで緊 急 情 報 告 知
東川町は防犯︑防災上特に必要
な緊急情報をメールマガジンで皆

月１日からで

さまに告知するサービスを開始し
ます︒
サービス開始は

高齢者介護は地域包括支援セン

す︒ご希望の方は町公式ホームの

ター☎︵内線５０８︑５０９︶

防衛省
自衛隊旭川地方協力本部長

行政区
21区
29区
北町２丁目
西町３丁目
12区
17区

東川町メールマガジン登録ページ

1

9：30〜11：00
JA東川事務所前

26区

から配信希望の登録をしてくださ

閲覧年月日

東川養護学校

きるものです︵バスの運行遅延証
明書を添付しているものに限り有
利用券の使用は①通学用として

効︶︒
帰宅時に旭川電気軌道の﹁旭川市
内〜東川町間﹂の路線バスを利用
乗車中︑バスの運行遅延によって︑
道の駅・道草館から町営スクール
バスの接続乗り継ぎに間に合わな
かったこと②バスの運転手から運

閲覧した住民範囲
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請求理由、利用目的の
概要
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㈪
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所
場
実 施 日

12

31

保健福祉課

夜間納税と相談の日
20

12

皆さまのご協力をお願いします。

豪
すず き

届出人
大櫛 信子
谷地 澄子
村上 孝弘
竹田 正子
大久保 智昌
岩田 定夫
15

定住促進課
昨年12月から今年11月までの期間中に住民基本台帳の閲覧を行ったものを公表します。
住民基本台帳法により閲覧者を公表するものです。閲覧できる情報は①住所②氏名③生年月日④性
別―の４基本情報です。

移動献血車

人口・世帯数 10月末日現在
人 口／ 7,999人（前月比＋ 54人）
男 ／ 3,727人（前月比＋ 20人）
女 ／ 4,272人（前月比＋ 34人）
世帯数／ 3,555戸（前月比＋ 51戸）
6人
出 生／
16人
死 亡／
99人
転 入／
35人
転 出／
23

５南区
鈴木 崚太

行政区
りょうた

母
ゆ り ね

紗世

お 誕 生
生まれた子

父
轡田 百合音

くつわだ

歳
91歳
81歳
84歳
73歳
88歳
95歳

おくやみ
亡き人
大櫛 輝夫
谷地 友一
村上 ミネ子
竹田 政博
大久保 し子
岩田 フジヱ
12

12

芳範
12

人のうごき 10月16日〜11月15日
（敬称略、掲載はご承諾をいただいております）
11

くらし
・
ネットワーク

