税務課から
お問い合わせは課税室☎︵内線
１２３︑１２４︶

固定資産税の課税台帳を縦覧で

定住促進課から
各種届け出︑お問い合わせは住
民室☎︵内線１１０︑１１１︶

﹁東川で働き・暮らす人応援事業﹂

東川町商工会が発行する商

して定住する意思があること
内容
品券で現金 万円分の助成
月 日ま

で︵町内に転入後︑届け出窓口

申込期間 ４月１日〜

町内事業所に勤務する方︵世帯︶

の民間賃貸住宅に居住して新たに

町外から東川に移り住み︑町内

借契約書の写し○就労証明書︑

の写し＝○民間賃貸住宅の賃貸

本人を確認できる書類＝免許証

に記入の上申し込み︵○世帯主

その他 窓口で助成金交付申請書

の定住促進課で申請した者︶

万円を助成す

日以上の飼い犬は︑狂犬

病予防法で生涯に一度の登録と年

生後

︵手数料５５０円︶を交付します︒
に一度の狂犬病予防注射の接種を

た場合は︑狂犬病予防注射済票
定住促進課までおいでください︒

級︶②心臓︑腎臓︑呼吸器︑ぼ

障害者︵児︶⑤精神障害者保健

保健福祉課社会福祉室︵申

①町内に住所を有し︑か
歳以上の方︑年度内に
歳に到達する方で自家用自動

世帯②

つ住民基本台帳に登録している

対象

ください︒

保健福祉課社会福祉室へ申請して

希望する方は必要書類を添えて

なりました︒

かける場合にも利用できるように

４月から拡大しました︒町外へ出

高齢者ハイヤー利用の助成範囲が

歳以上世帯を対象に実施している

自家用車を所持していない65

が拡大しました

高齢者福祉ハイヤーの利用範囲

４月以降に順次簡易書留で郵送︶

われる方に郵送済み︒審査の上

請書は３ 月上旬ごろに対象と思

申請

請は本人または代理者︶

9:00 〜 11:30

で商品券助成

を対象に︑商品券

重度障害者のハイヤー料金助成

従来通りハイヤーチケットを受け
るか自家用車の燃料費助成のどち
らかを選択できるようになりまし
た︒

うこう︑直腸︑小腸︑肝臓機能

福祉手帳１級の方︱︒①から⑤

︵イ︶自動車税の課税免除の適

帳︑療育手帳︑精神障害者保健

申請時必要なもの 身体障害者手
福祉手帳のいずれかと印鑑︵申

13:00 〜 14:00 17区行政区会館前（北町5丁目8）

税務課収納室／役場1階税務課（4番窓口）

6月
6日㈯

土地家屋などにかかる固定資産

る﹁東川で働き・暮らす人応援事

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

9:00 〜 11:30 役場保健福祉センター横

きます
年度課税台帳の縦覧を実施

します︒

税の
月
引っ越しに要した代金支払い領

民間賃貸住宅とは︑居住用の賃
収書写し︱を添付︶

業﹂が４月からスタートします︒

飼い犬は新規登録と狂犬病予防

貸住宅であって︑㋐公営住宅など
公的住宅︑職員住宅︑社宅︑官舎

注射が必要です
飼い犬の新規登録と狂犬病予防

などの給与住宅㋑２親等以内の親
族が所有する住宅︱は除きます︒

円○狂犬病予防注射３千１１０円

料金は︑○犬の新規登録料３千

注射を実施します︒

︵注射済み票代金含む︶︱です︒

4月13日㈪
16日㈯

同上

特に昨年１月１日から同年
日までの間に土地の売買︑家屋
の新・増築︑取り壊しをした方は
ご覧のうえ確認ください︒
日

︵金︶まで︵土︑日︑祝・祭日
分
新規転入世帯の世帯主︵3

の事業所などに勤務すること②

月中の転入含むであって①町内

対象

転入と同時に町内の民間賃貸住
動物病院で狂犬病予防注射を受け

ウンド北側から東側にかけて隣接

制度が変更になりました︒自動車

宅に入居すること③町内に継続

している公園です︒野球場︑人工

税の課税免除を受けている方は︑

昨年完成した新しい校舎︑グラ

芝サッカー場︑体験農園︑食育体

した葉書形式の申請書を送付して
必要事項を記入し返送してくださ

います︒同一の学校に在学の方は︑

験広場などさまざまな機能を備え

重度障害者のハイヤー料金助成

年度の申請を完了できます

で利用方法を選べます

︵在学証明書または学生証の写し
東川小学校周辺にオープン
官製はがきまたは電話

①下肢︑体幹︑免疫︑視覚

リガナつき︶②その名前をつけ

障害者︵同１ 級︶③療育手帳

障害者︵障害等級１級または２

対象

る理由③応募者の連絡先︵郵便

﹁Ａ判定﹂の方④乳幼児以前

のいずれかに該当し︑かつ﹁重

能障害者︵児︶のうち移動機能

の非進行性脳病変による運動機

日︵金︶︵当日

締め切り ４月
消印有効︶

て︵〒０７１│１４９２

市建設課建設室﹁公園名称﹂あ

度心身障害者医療費受給者証が

送り先・お問い合わせ

番

役場都

番号︑住所︑氏名︑電話番号︶

必要記載内容 ①公園の名称︵フ

ファックス

応募方法

する公園の名称

募集

ています︒

い︒
添付不要︶︒
本年度学生納付特例制度を利用
せず︑保険料納付を希望する場合
は納付書を送付します︒お近くの

│１６１１

お問い合わせは旭川年金事務所

年金事務所にご連絡ください︒
☎

お問い合わせは建設室☎内線２

都市建設課から
３６

│３

東川町東町１ 丁目
１号︶︑ＦＡＸ☎

︵ア︶５００円分のハ

施設等に入所している方は対象

﹃障初﹄﹃老初﹄の方﹂︵福祉
ファックス︶

外︶
助成内容

イヤーチケット交付︵年間 枚︶

枚または自家用車交通費利用助

用者はハイヤーチケット年間
福祉のことと申請のお問い合わ

成券︵自家用車の燃料費助成︶
指導室☎︵内線５０４〜５０７︶︑

枚を選択交付

せは社会福祉室☎︵内線５０２︑

高齢者介護は地域包括支援セン

プンは今秋の予定︶︒審査の結果︑ ５０３︶︑健康と食のことは保健
採用になった方に記念品を進呈し

ター☎︵内線５０８︑５０９︶

ます︵応募多数の場合抽選で決
定︶︒

夜間納税と相談の日
91

第二地区コミュニティーセンター前
（西4号北30）
10:30 〜 11:30

期間 ４月１日︵水︶〜７ 月

午前８時半〜午後５時

除く︶
時間
︵開庁時間内︶
場所 役場税務課

飼い主に義務付けています︒
飼い犬の所有者変更︑死亡した
場合はそれぞれ変更届けが必要で
す︒住民室までお願いします︒

歳以上

国民年金保険料の支払いを猶予
できる学生納付特例
日本国内に居住する
歳までの方は︑学生であっても国
しかし学生の方は︑一般に所得

民年金に加入する義務があります︒
が少ない場合が予想されます︒そ
こで本人の所得が一定額以下の
場合︑保険料の納付を猶予できる
﹁学生納付特例﹂制度があります︒
対象となるのは︑学校教育法に規
定する大学︵大学院︶︑短期大学︑
西３号道路

24

６４４︵役場代表受信

北１号道路

保健福祉課から

食育体験広場

公園の名前を募集します

ンする新しい公園の名前を町民の

幼児センター

高等学校︑高等専門学校︑専修学
校及び各種学校︵修業年限１年以

西4号道路

プレーガーデン

9:40 〜 10:10 東雲住民集会所前（東7号北30）

行政区
33区
22区
35区
東倉沼
12区
東町２丁目
届出人
津谷 俊弘
中西 良夫
大堀 良治
入江 國子
山本 智行
關 千鶴子
東川小学校、地域交流センター

東川小学校周辺に５月にオープ

グラウンド

9:00 〜 9:20 上岐登牛住民集会所前（東5号北7線）

寺林 鞠花

皆さまから募集します︵全面オー

16
82

上の課程︶に在学する学生で︑本
人の前年度所得が計算式で算出し
た金額以下であることが条件です︒

13:00 〜 14:00 第2分団消防庁舎前（北町9丁目1）
72

所得の目安
118万円＋︷扶養親族等の
数×38万円︸
学生納付特例の承認期間は︑そ
の年の４月から翌年３月までです︒
てきますので︑次年度も在学予定

４ 月初めに再申請の用紙を送付し
で引き続き納付特例を希望する場
合再申請してください︒
昨年度納付猶予を受けている方
で︑引き続き在学予定の方に対し
て︑すでに基礎年金番号等を印字

10:50 〜 11:30 第3分団消防庁舎前（西10号北26）

後

西区
てらばやし まりか

車を所有していない世帯︱①②
のいずれにも該当する世帯︵町
の重度障害者交通費助成︑移送
サービス事業︑外出支援事業の
対象者︑高齢者福祉施設等に入
所している方を除く︶
ハイヤー料金助成券を助成
＝１世帯当たり年間30枚︵１

内容

東交ハイ

枚５００円︑１万５千円分︶＝
利用できるハイヤー

ヤー︑ちどりハイヤー︵東神楽
保健福祉課窓口で申請

町︶︑旭川ハイヤー協会加盟車
手続き

16
Higashikawa 2015 April
2015 April

17 Higashikawa

第三地区コミュニティーセンター
9:00 〜 9:30 （東8号北1）

西町３丁目
愛

27

15日㈮

30

幸恵
幸一

ゆい

行政区

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

36

体験農園
多目的
広 場

65

犬の登録と狂犬病予防注射の巡回
18

サッカー場
野球場

65

9:50 〜 10:30 旧森林組合管理棟跡地（東5号南1）

5月
14日㈭

10

所
場
間
時
日
月

11

優樹
ごとう

9人）
2人）
7人）
7戸）
人口・世帯数 2月末日現在
人 口／ 7,985人（前月比−
男 ／ 3,721人（前月比−
女 ／ 4,264人（前月比−
世帯数／ 3,551戸（前月比−
3人
出 生／
9人
死 亡／
18人
転 入／
21人
転 出／
10

11区
にいな

歳
87歳
88歳
80歳
83歳
95歳
64歳

おくやみ
亡き人
本宮 三郎
中西 文
大堀 サツ子
入江 清
山本 初代
關
龍雄

母

晶子
由衣

父
澤崎 新菜

勇気
北２号道路

20

さわざき

27

27

お 誕 生
生まれた子
名前を募集
する公園の
範囲です

人のうごき 2月16日〜3月15日
（敬称略、掲載はご承諾をいただいております）
12

31

15
60

くらし
・
ネットワーク
31

