税務課から
お問い合わせは収納室☎︵内線
１２１︑１２２︶

口座振替をご利用ください
町税︵住民税︑固定資産税︑軽
自動車税︶︑町営住宅使用料等︑

良明

千恵

東町１丁目
太一

友美

17区
一宇

友美

西町３丁目
力也

幸乃

東町１丁目
中村 さくら

亮平

舞

ご 結 婚
新郎
小形 猛
澤田 貴之
渡辺 新一
寺口 翔平
平田 拓也

新婦
大倉 幸恵
佐怒賀 摩衣
木下 理緒
平田 葉月
市川 絵梨

杉野 薫

かおる
すぎの

中田 泰山

岸田 啓汰

なかた

たいざん
きしだ

けいた

税︑公的料金の納め忘れを防ぐこ

い支店あり︶

各種届け出は住民室︵内線１１

定住促進課から
１︶

付加保険料を納付すると将来付
国民年金は︑毎月定額の保険料

齢基礎年金に付加年金額が加算に

乗せして納めることで︑将来の老

に月額４００円の付加保険料を上

４ 月から旭川信用金庫が口座振

行政への苦情︑
要望は行政相談委
行政相談委員は役所と皆さまの

員へ
パイプ役です︒年金︑行政窓口
サービス︑登記︑道路など役所の
仕事に関して行政相談委員がご相
談に応じています︒相談は無料で
す︒秘密は厳守します︒口頭︑電
話︑手紙でご相談ください︒
│４０９４︶

行政相談委員は盛永小夜子さん
︵西９号北16︑☎

大型ごみ収集の申し込み方法が

お問い合わせは☎内線２２１︑
から午後５時までで︑１年間の運

運用時間帯は︑平日の午前９時

できるようになりました︒

支援員については企画財政室☎内
用状況を検証の上︑来年４月以降
の本格運用を検討することにして

町はこのほど︑旭川医科大学病院
月から︑医師が同乗して救急現

機関として２００９︵平成 ︶年

同病院は︑道北地方の救急医療

います︒

︵松野丈夫病院長︶との間で同病

東 川 町 な ど 上 川 中 央 部１ 市９

ドクターカーの試験運用開始

線２２７︑２２８

企画総務課から

5月11日㈪

る協定書を結び︑４月から試験運

院のドクターカー試験運用に関す
用しています︒

場に駆けつけるドクターヘリを運

救命処置などが必要な傷病者

用を開始しました︒

た月数﹂を国民年金の給付額のほ
清掃商事︵☎ │５７３２︶に直

した︒ごみ収集委託事業者の吉野

砂収集の申し込み方法が変わりま

４月から大型ごみ︑灰︑ペット

できるようになりました︒関係自

消防の救急隊員と連携して活動

ように協定しました︒関係自治体

場︑救急車内で医療行為ができる

ターカーが現場に出動し︑救急現

医師︑看護師が同乗しているドク

と活性化を促進○住民と行政の連

話し合い結果に基づいて地域維持

防災など積極的な話し合い促進○

嘱しました︒

町はこのほど﹁集落支援員﹂を委

局を務めている皆さまを対象に︑

町内各自治区で自治振興会事務

集落支援員を委嘱

かに︑加算して年額で受け取るこ
接お申し込みください︒収集日
治体消防は︑同病院救命救急セン

が発生した救急現場で︑同病院の

とができるため︑２年以上受け取
︵毎月第２︑第４火曜日︶とごみ

税務課窓口または金融機

指定できる金融機関

手続き

手数料はかかりません︒

ると︑支払った付加保険料以上の
出し時間︵午前８時半︶は変更あ

学校教育課から
お問い合わせは☎内線５８２︑
５８３

町教育委員会事務局では﹁小西

﹁小西健二奨学金﹂
の奨学生を募
集

を受けた３千万円を原資として町

元町民の故小西健二氏から遺贈

商工会 婦 人 部から 新一年 生に︱

ターにドクターカーの出動を要請

﹁道の駅・道草館│キトウシ森

絡調整○地域行事の企画︑地域お

林公園臨時バス停﹂間の往復便で
す︒乗車料金はいずれも片道大人
です︒

１５０円︑子供 円︵小学生以下︶

東川町商工会女性部︵宮﨑明美

と今年も寄付
部長︶はこのほど︑﹁新１年生の

指導室☎︵内線５０４〜５０７︶︑

５０３︶︑健康と食のことは保健

せは社会福祉室☎︵内線５０２︑

福祉のことと申請のお問い合わ

保健福祉課から

入学祝いに﹂と寄付金の寄贈をい
町内各小学校の新一年生用教材

ただきました︒
の購入費用などとして活用します︒
ありがとうございました︒

都市建設課から

高齢者介護は地域包括支援セン
ター☎︵内線５０８︑５０９︶

﹁無料低額診療﹂利用者の調剤薬

で︑無料または低額な料金で診療

の事業を開始した医療の診療施設

ントは︑フィルム︑デジタル︑

四つ切りプリント︑原版とプリ

ます︒ただし保護者が１年以上東

対して

対して

万円︱の一時金を支給し

万円②国公立の大学生に

同高等専門学校に在学する学生に

運行します︒

申請時の年度は︑対象学生の入

税務課収納室／役場1階税務課（4番窓口）

○町内行政区の情報収集と課題︑

東川町農業

関にある口座振替申請書に記入
年金額を受け取ることができます︒

す︒

画像データは別途提出していただ

りません︒

お問い合わせは旭川年金事務所☎

旭川信用金庫︑道内のゆうちょ

こし促進︱に当たります︒
審査認定結果は町広報で発表し︑

きます︵フィルムは後日返却︶︒

本人に直接通知します︒フィルム︑
三輪裕子▼キ

高橋賢治▼西部同

支援員の方は次のとおり︵敬称
略︶︒
▼中央地区
ビューポイント認定写真作品は︑

健二奨学金﹂の小学生を募集しま

被写体の肖像権︑意匠権侵害な

す︒

どの責任は負いかねます︒第三者

す︒

どに無償で使用することがありま

主催者が関係する出版︑宣伝物な

清

中西良夫▼第三同

森田貞義▼第一同
水英男

トウシ同

写真の町課から
お問い合わせは☎内線５９１︑
５９２

お問い合わせは公共施設管理室

くらし楽しくフェスティバルでバ

☎︵内線２３９︶

学術優秀で経済的に厳しい家庭環

回くらし楽しくフェスティバル

両日︑キトウシ森林公園で開く第

を行う同事業を利用して受診して

今年４月から﹁無料低額診療﹂

費用を助成

月号広報に差し込み配布︶に

いる方に対して︑町は指定薬局で

日︵土︶︑ 日︵日︶の

必要事項を記入して提出︒①

期間中︑フェスティバル会場まで

５月

ス臨時便を運行

がしかわ道草館から町文化ギャラ

直通の町営スクールバス臨時便を

うための奨学金制度です︒

リーに続く町道︑通称﹁東町１丁

学年度︑高等専門学校生は４年進

﹁ひがしかわビューポイント﹂

カラー︑白黒いずれも可︶②道

川町内に居住していることが条件
締め切りは５月末日まで︵申請

です︒

│

役場写真の町課☎︵直︶

書は町ホームページ︑学校教育課

│４７００︵ファックス

応募先

リー︵〒０７１│１４９２︑東

４７０４︶︑東川町文化ギャラ

1

9:00

9:10

2

11:00

11:10

3

13:00

13:10

15:30

15:40

※ 日︵土︶は﹁４便﹂を運行しません︒
町営バスのご利用は定時便時刻表をご
確認ください︒

︑

│０

│１１３５︶②ひがしかわ薬
００１︶︱の２カ所です︒

局︵東川町東町１丁目︑☎

☎

︵旭川市豊岡１条１丁目７│

指定調剤薬局は①ハート薬局

剤薬の費用を軽減出来るものです︒

場合︑指定薬局で処方を受けた調

の受診時に無料低額診療を受ける

生活困窮等を理由に︑医療機関

内﹂です︒

﹁初めて受診した日から３カ月以

一部を助成します︒助成期間は

処方した調剤薬費用の全部または

級年度です︒①国公立の短期大学︑

は︑既に認定しているビューポイ

路名は︑一人で複数の応募可︒

募します︒

道路の名称は︑﹁○○ストリー

ント以外の場所を応募願います︒
ト﹂﹁○○通り﹂﹁○○Ｓｔｒ ．﹂
など︑町を訪れる方が写真の町で
あると感じ︑印象を深めてもらえ
る名づけをお待ちします︒

費事務取扱要領に該当する世帯ま

窓口︶︒応募者の中から就学援助

82
│８︶︑Eメー

川町東町１│
ルは

19

photo@town.higashikawa.lg.jp たは審議会で選考決定します︒

キトウシ森林
公園発

4

東川町国際写真フェスティバル
期間中の８月８日︵土︶に認定書
授与式を行います︒応募いただい
たビューポイント写真の作品は︑
同日から開催の作品展で展示しま

17
82

58

道草館前
発
便名

20 10
82

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

31

（24日だけ） （24日だけ）

ビューポイント作品は１人につ

に︑勉学資金として役立ててもら

境にあると認められる学生を対象

た︒向学心にあふれ︑品行方正で

21

き１カ所︵１枚︑Ａ４版または

所定の各応募用紙︵５

︶年に始まりまし

費を加え︑故人の遺志を継いで２

決を願います︒

００９ ︵平成

応募資格 町民どなたでも

自身の責任と費用負担によって解

締め切り ６月
30

70

61

と紛争が生じる場合は︑応募者ご

﹁写真写りのよいまち﹂をア

１丁目道路の名称公募

応募方法

ひがしかわビューポイント︑東町

ピールするため︑①﹁ひがしか
日︵火︶

わビューポイント﹂②道の駅・ひ

24

27

目道路﹂の呼び名︱をそれぞれ公

23

│１６１１

協同組合︑北央信用組合︑北海

変わりました

夜間納税と相談の日

道銀行︑北陸銀行︑北洋銀行︑

﹁２００円×付加保険料を納め

替指定可能な金融機関に加わりま

とができます︒

行政区
西町３丁目
東町３丁目
南町２丁目
西町３丁目
11区

なります︒

行政区
南町１丁目
５南区
東町１丁目
届出人
寺林 信雄
樋浦 武夫
裏野 顕智

23区
なかむら

銀行・郵便局︵取り扱いできな

上向 庵慈

行政区

機関の口座引き落としが可能です︒ 加年金をもらえます

下水道使用料︑保育料などは金融

母
うえむかい あんじ

した︒指定できる金融機関をご利

毎月第2月曜日／17：
毎月第2月曜日／17：15〜20：00
15〜20：00
21

人のうごき 3月16日〜4月15日
（敬称略、掲載はご承諾をいただいております）

用の場合︑納付書で納める場合も

人口・世帯数 3月末日現在
人 口／ 7,967人（前月比− 18人）
男 ／ 3,703人（前月比− 18人）
女 ／ 4,264人（前月比± 0人）
世帯数／ 3,537戸（前月比− 14戸）
5人
出 生／
5人
死 亡／
88人
転 入／
転 出／ 106人
23

30
Higashikawa 2015 May
2015 May

31 Higashikawa

10

父

お 誕 生
生まれた子

歳
84歳
82歳
77歳

おくやみ
亡き人
寺林 文子
樋浦 繁子
裏野 堅正
82

くらし
・
ネットワーク

