く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
で住宅を新築または購入予定の方
は︑建設費補助︑または購入費補

右岸の町道忠別ダム天人峡旭岳線
︵道道旭川旭岳温泉線交差点から

す︒
支給対象

①国公立大学︑短期

えて保健福祉課社会福祉室へ申請
してください︒

年以上東川町に居住しているこ
通学する子を養育する世帯︵住

高等専門学校︑高等養護学校に

に本町へ避難された方で高等学

請書は町ホームページに掲載︑

締め切り ５月末日まで︵交付申
円○高校等に通学する生徒１人

夫婦世帯１世帯につき月額８千

取扱要領に該当する世帯を条件

につき月額８千円
活保護決定通知書︵生活保護を

申請時に必要なもの ①直近の生
受けている方のみ︶② 年度の
市町村民税が所得割非課税であ

せは社会福祉室☎︵内線５０２︑
た方は不要︶③在学証明書④預

世帯全員が本町に住民票があっ

の遺志で始まりました︒遺贈金３

末に該当口座に振り込み

高齢者向け給付金の申請を受け
賃金引き上げの恩恵が及びにく

付けます

利用対象にはなりません︒
歳以上の方全員

対象者 東川町の住民基本台帳に
登録している

ち移動機能障害者︵児︶⑤精神
障害者保健福祉手帳１級の方

療育手帳︑精神障害者保健福祉

必要なもの ○身体障害者手帳︑

５千円のうち５千円分を公共交

枚︑１万５千円分助成︒１万

り替えできます＝②助成対象者

通機関のバスＩＣ カードに振
受け付け・チケット発行 申請書

円分助成︒２万２千円のうち７
千円は公共交通機関のバスＩＣ
カードに振り替えできます︒
保健福祉課窓口で申請
︵高齢者福祉交通費助成申請書

手続き

書︵保険証など︶を持参︒

申請の場合は代理人の身分証明

原則本人の申請ですが︑代理人

は役場備え付け︑印鑑持参︶︑
以上世帯を対象に行っている高齢

のＩＣカードも選択できるように

で︑公共路線バス︵旭川電気軌道︶
子どもの病気︑残業︑出張など

こども緊急さぽねっと

町移送サービス事業︑東川町外出

とができる方双方を結び付けて︑

な時︑求められる保育に応じるこ

急な用件でお子さんの保育が必要
支援事業の対象︑高齢者福祉施設

子育て支援を橋渡ししています

ただし町重度障害者交通費助成︑

なりました︒

等に入所している方は︑従来通り
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多く寄せられていますが︑町とい
たしましても特に危険な箇所につ
歳以上の夫

婦で生活保護受給世帯︵障害者

対象となる世帯 ①

大学︑高等専門学校に入学する

道道富良野上川線交差点まで７ ・
学生であって︑経済的に厳しい

５ ㌔㍍区間︶は︑道路法面工事の

ご注意ください︒

いては設置者である北海道公安委
助の対象基準が変わりましたので

員会に要望をしております︒今後
加算対象世帯除く︶②市町村民

○北海道が推進する﹁き

と
宅借入金等特別税額控除を受け

︵床面積１００平方㍍以上︶○
られている方はその控除前の市

設計指針を満たす戸建専用住宅

万円

①短期大学生︑高等専

交付申請 対象学生の入学年度に

万円②大学生

門学校生
町村民税額︶③東日本大震災後

奨学金

能を満たす住宅である︱など︒
事業費の２分の１以内で上

限２００万円

金額

︵いずれも予算の範囲で一時金︶

要綱に定める断熱性能︑気密性

た住まいる﹂住宅○東川風住宅

対象
税所得割非課税世帯で高等学校︑

ため４月
︵在学中を含む︶②保護者は１

行止めしています︒

家庭環境にあると認められる者

も要望を続けてまいりますので︑
日午後５時まで全線通

町民のみなさまも交通安全に対す
う回路は道道旭川旭岳温泉線︑
道道富良野上川線です︒

るご理解ご協力をお願いいたしま
す︒

都市建設課から
２４３

お問い合わせは☎内線２４２︑

電源立地地域対策交付金を活用
年度の電源立地交付金を活用

して整備しました
校︑高等専門学校︑高等養護学
校に通学する子を養育する世帯

申請︒ただし高等専門学校生は

以下︵換気による熱回収計算含
教育委員会学校教育課に用意あ

４年進級年度とする︒

まない︶②気密性能Ｃ値︵相当
り︶

失係数︶は﹁１・３Ｗ／ ㎡・Ｋ﹂

変更内容 ①断熱性能Ｑ 値︵熱損

高齢者の方が安全で安心して暮
㎡﹂以下

すき間面積︶は﹁１・０ｃ ㎡／

高 齢 者 住 宅リフォーム補 助の活

して︑町は東川ゆめ公園の芝刈り

らせる住まいづくりを後押しする

歳以上の生活保護

ための住宅リフォーム費用一部補

給付金額 ○

図書購入費は４５６万６千円︑交

芝刈り機の購入費は１０８万円︑
付金額は定額５０４万１千円です︒
助制度をご存知ですか︒町補助制

決定は町就学援助費事務

度を利用して住宅リフォームをご

その他

ゆめ公園は緑地管理の業務効率が
として審議会で選考
ることを証する書類︵①を添付

５０３︶︑健康と食のことは保健
金通帳の写し︵口座番号が分か

の場合または昨年１月１日現在︑

小西健二奨学金の受け付けをし

る面︶

福祉のことと申請のお問い合わ

保健福祉課から

ます︒ご希望の方は所定の申請書
指導室☎︵内線５０４〜５０７︶︑

小西健二奨学金の奨学生を募集

︵内線５８２︶

お問い合わせは学校教育課☎

学校教育課から

向上し︑文化交流館は新たに購入
検討の方はお問い合わせください︒

万円

事業費の２ 分の１ 以内で

高齢者介護は地域包括支援セン

町内に在住していた故小西健二

千万円を原資として町予算を加え
支給しています︒該当する世帯で

支給 審査の上︑支給決定後の月

で申し込みください︒
ター☎︵内線５０８︑５０９︶

住宅を建てる時の支援として建
た運用資金をもとに︑学業優秀で
受給を希望する方は必要書類を添

氏＝２００９︵平成 ︶年逝去＝

設費を補助している﹁きた住まい
向学心にあふれ品行方正な学生を

次の世帯を対象に福祉給付金を

る﹂住宅建設補助の対象が︑４月
対象に一時金として支給していま

福祉給付金を支給しています

町 道 忠 別 ダム天人 峡 旭 岳 線︵ 全
から一層高性能な住宅を対象とす

重度障害者の交通費助成制度を

受け付け

よる運動機能障害者︵児︶のう

自宅に町の職員を名乗って電話

重度障害者の交通費助成申請を

がかかって来たり︑郵便物が届い

対にありません︒

援を目的として︑一億総活躍社会

が自家用自動車︵貨物含む︶を
持っていない世帯＝年度内に

１１０

枚︶を交付︒

１ 枚５００ 円のハイ
ヤーチケット︵

助成内容

歳以上となる方で自家用自動車

の実現に向けた暫定的︑臨時的に
引き続き実施します︒①から⑤の

︵貨物含む︶を所有していない

いずれかに該当し︑なおかつ重度

自動車税の課税免除の適用を受

た時は︑町︑最寄りの警察署にご

けている方はハイヤーチケット

連絡ください︒
初﹂﹁老初﹂の方は交通費助成の

心身障害者医療費受給者証が﹁障

助成内容 ①助成対象者が１人の

警察用の相談専用電話は☎＃９

通費利用助成券︵自家用車の燃

︵年間

体幹︑免疫︑視覚障害者②１級

対象 ①１級または２級の下肢︑

料金助成券を一世帯当たり年間

方を含む＝

対象となります︒お申し出くださ

世帯＝１枚５００円のハイヤー

枚︶または自家用車交

い︵※申請は本人または代理の方︑

枚︶のいずれかを

高齢者向け給付金︵年金生活者等
す︒給付の対象可能性のある方に
は４月１日付けで申請案内を発送
しています︒申請期限は７ 月１日
︵金︶です︒

旭 川がん検 診センター 個 別がん

料費助成︑

で個別がん検診を実施します︒個

交付︒

福祉施設等に入所している方は対

別がん検診は直接がん検診セン

象外︶︒

税の方︵ただし課税されている

４ 月から旭川がん検診センター

子などに扶養されている方︑生

の心臓︑腎臓︑呼吸器︑ぼうこ

手帳のいずれか○印鑑
う︑直腸︑小腸︑肝臓機能障害

が２人以上いる世帯＝１枚５０

ンター１階︶

申請先 社会福祉室︵保健福祉セ

高齢者福祉ハイヤー助成制度で

44

│

ターに予約してください︒☎

０円のハイヤー料金助成券を一
※年齢は来年３月31日現在
※集団検診は7月６日、９月16日、10月17日、来年１月24日、同３月２
日
（バス送迎検診）を予定

歳以上

は対象と思われる方に３月上旬

350

日までに

頃郵送により発送済みです︒審

700

年３ 月

者③療育手帳﹁Ａ判定﹂の方④

子宮体部（必要な方）

②

乳幼児以前の非進行性脳病変に

520

年４月１日以

520

になる方︵昭和

子宮超音波

前に生まれた方︶

世帯当たり年間 枚︑２万２千

750

留にてチケットを郵送︒

査の上︑４月以降に順次簡易書

1,500

給付対象者１人につき３

800

万円︵指定口座へ振り込み︶

1,600

給付額

50歳以上

社会福祉室︵住民税の

950

問い合わせは税務課課税室へ︶

1,900

申請場所

旭川がん検診センター個別がん検診

30
者用ハイヤーチケットの助成制度

自家用車を所持していない 歳

バスＩＣカード選択も
65

給付金を装った詐欺に気を付け
町の職員がＡＴＭ︵銀行︑コン

て！

50歳未満
（必要な方）

ビニエンスストアなどに備え付け

500
喀痰（かくたん）

の現金自動支払い機︶の操作を指

500

子宮頚（けい）がん

示︑またはお願いすることは絶対
にありません︒
ＡＴＭを自分で操作して他人か
ら現金を振り込んでもらうことは

250
1,200
肺がん（どちらか）
・胸部X線検査
・ヘリカルCT

65

町が給付金を給付するために手

絶対にできません︒

500
2,400

20歳から
350

27

数料の振り込みを求めることは絶

国保以外 国保、後期高齢者

53

700
大腸がん

受診できる
年齢
料金（円）

検 査 項 目

30歳から
（ヘリカル
ＣＴは50歳
から）
750
胃がん

要です︒

７ １１１ ︒保健福祉課に連絡は不

年度住民税非課

以下の２条件をとも

27

活保護を受けている方は対象外︶

に満たす方①

給付対象者

70

検診のお知らせ

支援臨時福祉給付金︶を給付しま

い所得の少ない高齢者の方への支

旭岳︑天人峡方面と結ぶ忠別川
る内容に改正になりました︒町内

助 内 容を 改 正

﹁きた住まいる﹂住宅の建設費補

あって上限

金額

フォーム費用の補助

住する住宅で町内業者が行うリ

歳以上の高齢者が居

概要

国の電源立地地域対策交付金は︑
発電用施設等が立地している電源
立地地域の公共用施設整備に役立
てるため︑関係市町村に交付して
います︒

65

線︶
の通行止め

お問い合わせは☎内線２５２

公共施設サービス課から

満

した図書によって蔵書を一層充実

機︑文化交流館の図書購入を行い

70

活用できるようになりました︒

用を

20

28

ました︒

10

18

36

72

65

21

50

1,500

乳がん
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