〃

東部地区公園管理備品軽トラ（軽トラック）
購入事業

東川町農業協同組合

1,427,760

〃
〃

東部地区公園芝管理備品購入事業

岩田農機

4,676,400

〃

ア︑破傷風︶予防接種を行います︒

小学６年生対象の２種混合予防

いた方は︑６月

乳幼児期に３種混合予防接種で得

接種

児童手当現況届を提出しなければ

児童手当現況届の提出はお済み

指導室︵内線５０４〜５０７ ︶︑

５０３ ︶︑健康と食のことは保健

なりません︒

ですか？

家庭や事業所から出たごみ︑ド
高齢者介護は地域包括支援セン

︵木︶付けで郵送により案内を発

提出が必要な方には︑５月 日

の各日午後１時〜同４時半

︵火︶︑ 日︵木︶︑

日時

ため︒
日
日︵金︶

日︵月︶︑

送済みです︒手続きを終えていな

ります︒住宅地でごみを野焼きす
帯臨時特例給付金の申請を受け付

るために実施されている子育て世

育て世帯への経済的影響を緩和す

消費税率８パーセントに伴う子

場合も提出が必要です︒

６月以降︑受給資格が消滅した

員の方は各職場から案内済み︶︒

対象 ３種混合予防接種を第１期

場所

７月

子育て世帯臨時特例給付金の申

い方は︑至急提出ください︵公務

た免疫の低下を防ぎ免疫を高める

次の日程で２種混合︵ジフテリ

ラム缶やブロックで囲んだ簡易焼
ター︵内線５０８︑５０９︶

日︵火︶までに

却炉を使ってごみを野外で焼却す

今年５月まで児童手当を受けて

る野焼きは︑廃棄物処理法で禁止
ごみの不完全燃焼︑低温焼却に

されています︒

請受け付け

ると煙が家の中に入ってくるので︑
けています︒

伴って有害物質のダイオキシンが

﹁窓が開けられない﹂﹁干した洗

に対して５月

日︵木︶付けで児

給付対象となる可能性のある方

ません︒

童手当の支給を受けることができ

旬に予定している６月分以降の児

現況届の提出がない方は 月上

童手当現況届に添付して申請案内

げます

生活を支援する商品券を差し上

以上実施している児童

︵１回︶の合計４回のうち３ 回

初 回 ︵３ 回 ︶ ︑１ 期 追 加 接 種

町立診療所

濯物に臭いとすすがつく﹂などと

を発送済みです︒審査の結果給付

住民税の非課税世帯︑３人以上
の子を扶養している世帯︵ 歳に

手当が給付されている所属庁から

公務員の方の申請書等は︑児童

数料の振り込みを求めたり︑現金

支払い機︶の操作をお願いして手

ビニエンスストアなどの現金自動

町の職員がＡＴＭ︵銀行︑コン

します︒

もらえる事業を７月 日から実施

子︶を対象に︑５千円の商品券が

達する以後最初の３月 日までの

緊急警戒！給付金の振り込め詐

配布になります︒申請書の書き方

の振り込みなどを指示すること

欺︑個人情報盗み取り

道路沿い︑自宅周辺︑空き地な

で不明な点がありましたら所属庁

は絶対にありません︒

要件を満たす場合︑指定の口座へ

どにごみをポイ捨てする方が目

にお問い合わせください︒

給付金を振り込みします︒

立っています︒一部のモラルに欠

受付期間 ６月１日︵月︶から９

生活支援を目的としたものです︒
案内は︑対象となる可能性のある

絶対にできません︒﹁払戻金があ

自分からＡＴＭを操作することは

ださい︒期限は今年 月 日まで

会福祉室に来庁のうえ申請してく

して発送します︒希望する方は社

方あてに同月 日に申請書を同封

る﹂などとＡＴＭに行くように指

お金を振り込んでもらうために︑

ける行為で︑私たちの住む美しい

児童手当の対象児童１人

月１日︵火︶まで
給付額

今年６月分の児童手当

について３千円
給付対象

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

ら定住促進課住民室︑最寄りの警

悪質なポイ捨て行為を見かけた

しょう︒

ます︒ごみのポイ捨ては止めま

住環境︑自然環境が損なわれてい

ごみのポイ捨ては止めよう

しょう︒

一般家庭の場合はごみ収集日に
ごみ出しし︑事業所の場合は廃棄

苦情も絶えません︒

物処理業者へごみ処理を委託しま

発生し︑大気汚染の発生原因にな
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く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

〃

した︒

2,732,400

宅にするために行う改修︶
対象者 町内業者の施工によって︑
各種届け出は住民室︵内線１１

定住促進課から
１︶

ペットはあなたの家族の一員で

ペットの飼い捨て︑虐待は厳禁

旭川設計測量㈱

上川町村会事務局︑

上川管内の町村役場︑各町村に
歳以上の高齢者︵申請時︶が
居住している住宅のリフォーム
をする方で︑高齢者が継続して
居住することが明確であり町長
事業費の２ 分の１ 以内

の認定を受けた方
補助額
す︒死ぬまで飼う覚悟が必要です︒
﹁もうかわいくないから﹂﹁もう
飼えなくなったから﹂などと身勝
手な理由で動物を捨てることは︑
愛護動物を殺傷し︑捨てる︵遺

命を安易に扱うことと同じです︒

第2期西5号道路設計等委託業務

申込書配布
所在する消防署︑同支署︒

年度

年度上川管内町村等職員採用
日︵日︶に実施の

資格試験の説明会
９月
上川管内町村職員採用資格試験説
︵上限 万円︶

都市景観大賞の優秀賞を受賞し
︵公財︶都市づくりパブリック

ました
デザインセンター都市景観の日実

日︵土︶午後１時

①７ 月４日︵土︶午後２時

明会を開催します︒
日時
から②同月

丁目︶②ホテル

①上川合同庁舎講堂︵旭川

から
市永山６ 条

場所

とができない場合は︑新しい飼い

棄する︶行為は︑罰金︵１００万

主を探しましょう︒むやみな繁

円以下︶に処せられます︒飼うこ

年度都市景観大賞の景観づく

行委員会︵事務局・都市づくりパ
の

ブリックデザインセンター︶主催
り活動部門で︑東川町と東川町土
殖を防ぐため不妊手術すること
も飼い主の責務です︒

食品の包装表示には食品の安全

知って安心︑食品表示
性を判断するための重要な情報が
食生活の実現に役立てましょう︒

﹁建築緑化協定による東川らしい

▼食品表示を確認 店頭販売の食

住宅地のまち並みづくり﹂が評価

レッジ︵南町︶で実施している

町内の住宅団地︑グリーンヴィ

た︒

地開発公社が優秀賞を受賞しまし

ポールスター札幌︵札幌市中央
区北４条西６丁目︶
学校の進路指導関係者等

対象 町村の仕事に興味のある方︑
上川町村会事務局

☎ │４９７０

お問い合わせ

都市建設課から
お問い合わせは☎内線２４３

同大賞は①都市空間②景観教
品には食品表示が義務づけられて

表示されています︒安全で健全な

育・普及啓発③景観づくり活動︱
います︒原産地︑原材料︑賞味・

されました︒

の３ 部門で大賞︑優秀賞を選定し
消費期限︑保存方法︑食品添加物︑

高 齢 者 世 帯の住 宅リフォームを
高齢者が安心して暮らすための
ています︒景観づくり活動部門に

支援します
住まいに住宅リフォームする場合︑
は全国９件の中から︑大賞は宮城

①外観︵住宅の外壁︑

町が費用の一部を補助します︒
対象工事
アレルギー物質の有無︑遺伝子

〃

示してくる電話がかかってきたら︑

組み換え種子の使用有無などを

〃

警察署︵相談専用☎＃９１１０︶

県松島町︑優秀賞には︑本町のほ

1,944,000

の支給を受ける方︵児童手当現

かに愛知県豊田市足助まちづくり

㈱富居建築設計

況届の審査の結果︑特例給付に

屋根︑開口部の修繕︶②構造補

キトウシ森林公園圧雪車格納庫兼物品庫実
施設計委託業務

にご連絡ください︒

強︵住宅の基礎︑土台︑柱︑梁

契約方法等

なった方は対象外︶

明記しています︒食品を選択す

〃

15：30〜16：30

るため必要な情報として役立て

〃

東川養護学校

推進協議会︑石川県七尾市和倉地

1,512,000

13：30〜15：00

区景観協定運営委員会が受賞しま

花本建設㈱

役場庁舎前

︵はり︶等の修繕または補強︶

阿波団体道路改良工事（第1工区）

9：30〜12：00

③居住性の向上︵住みやすい住

〃

JA東川事務所前

察署︑警察官駐在所に通報してく

〃

8月3日
㈪

ださい︒

2,160,000

間

﹁何かおかしい﹂と思ったら北

藤田建設工業㈱

時

ましょう︒

第32、33行政区飲料水供給施設整備工事
（第2工区）

所

保健福祉課から

〃

場

海道立消費生活センター☎０５０

〃

実施日

│７５０５│０９９９

1,944,000

次の日程で移動献血車が来町しますので、ご
協力をお願いします。

福祉のことと申請のお問い合わ

松井組工建㈱
15

保健福祉課

せは社会福祉室☎︵内線５０１〜

西５号道路改良工事（第1工区）

移動献血車

ごみの野焼きは厳禁

〃
31

31
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指名競争入札
15

日、祝日除く）
実 施 日 7月1日㈬〜来年1月29日㈮（土、
会
場 町立診療所
75歳以上の町民
対
象
（65歳以上で後期高齢者医療保険の加入者も含む）
身体測定、血圧測定、心電図検査、尿検査、血液検査、
内
容
問診、医師診察、胸部エックス線検査
料
金 無料
がん検診 胃がん検診、大腸がん検診も同時受診可（有料）
申し込み 町立診療所☎82−2101

7,668,000
27

30

28

30

保健福祉課

松井組工建㈱

18

28

後期高齢者健診のお知らせ

天人峡地区引湯施設整備工事（建築工事）
6月2日

28

65

27

19

請負価格
（税込み、
円）
請負業者
等
名
備
設
入札日

20

46

公共施設サービス課

町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

18

50

28

