く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
に比べて将来受け取る年金額は少

申請する年度または前年度に失
業︵退職︶した場合に対象になり

ら﹂﹁かわいそうだから﹂などと

険被保険者離職票が必要です︒申
い︒

目撃したら警察に通報してくださ

ペットへの虐待も増えています︒

餌を与えないでください︒

請者以外の申請者の配偶者︑世帯

ます︒雇用保険受給者証︑雇用保

保険料を全額納付する必要があり

国民年金を満額受給希望の場合︑

なくなります︒

ます︒免除該当期間が５年以内で
他市町村から転入された方は︑

主の前年所得によって判定します︒

み含む︶②大学卒業︵卒業見込
み含む︶
受験資格 ①１９９４︵平成６︶
︶年４月１日までに生まれた

年４ 月２ 日から１９９９ ︵同
方で︑高等学校卒業程度の学力
を有する方②２０１３︵同 ︶

必要です︒収集業者の吉野清掃

大型ごみを出す時は事前予約が
︶年３月末日までに卒業見込

業した方または２０１７ ︵同

︵有︶にご連絡ください︵☎ │
５７３２︑月〜金曜日午前８時半
〜午後５時︶︒

お問い合わせは総務室☎内線２

企画総務課から
２３

年度上川管内町村等職員採用
試験
平成 年度町一般職職員の採用

募集人員

みの方
受付期間 ７月１日︵金︶から８
月５日︵金︶まで︒郵送の場合

日︵日︶

は８月５日︵金︶までの消印有
効
試験日 ９月
川市東旭川共栄 番地２︶

試験会場 旭川東栄高等学校︵旭
申し込み用紙は上川町村

会事務局︑上川管内の町村役場︑

その他
各町村消防署︑同支署で配布
申し込み・お問い合わせ 企画総
務課総務室

上川管内町村等職員採用試験説
明会を開きます
平成 年度上川管内町村職員採
用資格試験の説明会を開きます︒
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東川町農業協同組合︑北央信用
組合︑北海道銀行︑北洋銀行︑北
銀行
あればさかのぼって保険料を全額

陸銀行︑旭川信用金庫︑ゆうちょ
▼納税のご相談
納付し要件を満たすことができま
に専門学校及び短大を卒業され

焼却灰は
﹁大型ごみ﹂
です

日︵金︶までに必ず相

納期限までに納付が困難な場合
ストーブなどの焼却灰を可燃ご

は︑７ 月
みとしてピンク色の分別ごみ袋に

︶年まで

前年の所得状況を証明するもの

年から２０１６︵同

︵源泉徴収票︑確定申告書の写し

年金保険料の免除︑納付猶予を
た方または２０１７︵同 ︶年

す︒

３月末日までに卒業見込みの方

割納付︑事情によっては減免にな
入れてごみ出ししている方がいま
︶年から２０

︶年までに大学を卒

③２０１３︵同

す︒焼却灰は不燃ごみとして黄色

す︒ペットはともに暮らす家族の

１６︵同

等︶が必要です︒印鑑を持参の上︑

│１６１１︒

一員です︒愛情を持って育て︑そ

の分別ごみ袋に入れ︑﹁大型ごみ

役場１階︵１番窓口︶まで︒
☎

犬︑
猫の里親登録を受け付けてい

受け付けています︒里親登録をし

申請者︑申請者の配偶者︑世帯主
の命に対して最後まで愛情を注ぎ

の日﹂に出してください︒

受けずに︑保険料を未納のまま死
害の状態になる場合︑遺族の方は

お問い合わせは旭川年金事務所

亡︑あるいは１級または２級の障
遺族基礎年金︑本人は障害基礎年
金を受けられません︒

納期限後に税︵料︶金を納付す

▼全額免除

ると納期限の翌日から納付した日
までの日数に応じて延滞金が発生

て新しい家族として迎えてあげま

飼い主がいない犬︑猫の里親を

ます

になります︒

年金額は満額年金の３ 分の１の額

全額納付した場合に比べ︑受給

します︒納期限内に納付しましょ
う︒

▼一部免除︵一部納付︶

の前年所得で判定します︒一部免
ましょう︒何らかの事情で飼え

ペットの置き去りが増えていま

しょう︒

国 民 年 金 は 保 険 料の免 除 ︑納 付
除を受けた場合︑保険料を納付し

各種届け出は住民室☎内線１１

定住促進課から
①４分の１納付②半額納付③４

猶予できます
なかった期間は未納期間となり︑

分の３ 納付︱に分かれています︒

国民年金保険制度では︑保険料
なくなる場合は放置せず︑責任を

１

の納付が困難な場合︑申請するこ
持って里親に託しましょう︒

試験を行います︒応募ご希望の方

資格認定期間︑受給年金額に反映
は内容を確認のうえ︑企画総務課

されません︒必ず保険料を納めて
▼路上犬︑路上猫に餌を与えない
一般職︵性別︑学歴と

試験区分

もに不問︶

募集職種

にお申し込みください︒

で
近年野良犬︑野良猫が増えてい

ください︒

ます︒路上または家の中に呼び込

▼若年者納付猶予

歳未満の納

付猶予が可能になります︒

とで保険料の免除︑
免除︑納付猶予を受けた場合︑
その期間は国民年金の受給資格期
歳未満の申請者本

一定以上の所得のある世帯主と
んで︑犬︑猫に餌をやる行為は︑

〃

同居している
野良犬︑野良猫の繁殖を助長する

〃

年間︶以上＝と
人︑配偶者のみの前年所得で決定

29

日時 ７月２日︵土︶午後２時か

6,480

20,736

または短期大学卒業︑卒業見込

〃

して算定します︒しかし保険料を
します︒

いた方は︑﹁児童手当現況届﹂の

4,644

間＝３００月︵
支払ってはいないため受け取り年
無責任な行為です︒﹁かわいいか

提出を義務付けられています︒提

㈱山田ポンプ商会

若干名

金額には反映されません︵カラ期
▼失業による特例免除

あり︑き

出期限は６月 日︵木︶までです︒

☎内線２５１

第34飲料水供給施設整備工事

①高校卒業︵専門学校

間︶︒保険料を全額納付した場合

公共施設サービス課から
れいな環

丁目︶

〃

ら
境保全を

川市永山６条

〃

場所

提出が必要な受給者の皆さまに
は︑すでに案内を郵送で発送済み
です︵公務員の方は別途各職場か
ら案内済み︶︒現況届けの提出が

39,636

お問い合わせは公共施設管理室

合も提出が必要です︒

６月以降に受給資格が消滅した場

防のためにもご協力ください︒

保健福祉課から

ランス︑味付けなど食生活の見直

㈱藤田組

上川合同庁舎３ 階講堂︵旭
心掛けま

排水設備工事責任技術者試験の
排水設備指定工事店の資格要件

お知らせ
として排水設備工事責任技術者試
験を導入することになり全道統一

病害虫発生による農業被害の予

しょう︒

町村役場の仕事に興味のあ

│４９７０

上川町村会事務局

る方︑学校の進路指導関係者等

対象

☎

お問い合わせ

産業振興課から

現況届の提出がないと 月上旬

しの機会にしましよう︵希望する
７ 月５ 日︵日︶から同月

保健福祉センター

１丁目道路外２路線新設工事

松井組工建㈱

済んでいない方は︑至急提出願い

に予定している今年６月分以降の

ます︒

児童手当支給を受けることができ

福祉のことと申請のお問い合わ

指導室︵内線５０４〜５０７︶︑

５０３︶︑健康と食のことは保健

ません︒

せは社会福祉室☎︵内線５０１〜

日︵水︶午後1時半

高齢者介護は地域包括支援セン

試験を実施します︒すでに登録し

月

ター︵内線５０８︑５０９︶

食事から健康︑栄養教室

ている方は受験の必要はありませ
ん︒
日時

安全で安心な社会づくりにご協

再犯罪は約６割を占めるといわ

方は食生活改善推進員となる単位

年度から毎年度売上金一部を
還元いただいています︒町は水資

町民どなたでも︵男性の方

午後１時ごろ
場所

〃

北土地籍事業協同組合

お問い合わせは農林振興室☎内
線１３５

ペットボトル商品・大雪旭岳源水

受験料 ５千円
日︵水︶〜９月

旭川市民文化会館︵旭川市

受付期間 ８ 月

７条通９丁目︶

場所

幌︑高森雄輔社長︶はこのほど︑

㈱大雪水資源保全センター︵札

の売上金を還元

１９９万６千７６１円を地域還元

食事の不適切な摂取︑運動不足
などから起きる生活習慣病が増え
ています︒﹁自分の健康は自分で

回社会を明るくする

守る﹂ため︑健康の大切さを考え

７月は第

力ください
運動月間です︒犯罪や非行の防止︑

ましょう︒

役場公共施設サービス

２ 日︵金︶

あやまちを犯した人であっても復

身近な食材で調理実習します︒バ

受付場所

帰し立ち直ることが出来る社会に

昨年度は３５７ 万８千８０８本

費用として町に納入しました︒

なるよう理解を深めましょう︒

試験用問題集︑テキスト

は︵公社︶日本下水道協会総務

れています︒再犯を防止し︑あや

取得可︶

課

課まで︵☎０３ │６２０６│０

まちから立ち直ろうとする人を支

その他

績を上げることが出来︑２㍑ボト

援するには︑仕事と居場所を確保

日時 ７月

︵２㍑入り︶︑１６５万８千８５

ル１本当たり０・５円︑５００㍉

２５１︶

し︑社会復帰できる環境づくりが

対象

﹁実態を知ろうパート４﹂︑

歓迎︶
内容

講話︑調理実習︑試食︵希望者

〃

東川町地籍調査委託業務

２本︵５００㍉㍑入り︶の出荷実

㍑ペットボトル１本当たり０・１

重要です︒犯罪のない社会づくり

２５円を還元いただきました︒

︵土︶までは全町草刈りデーです︒

日

ご自宅の敷地周り︑周辺の草刈り

全町草刈りデーにご協力を

源の活用保全︑大雪旭岳源水のブ

東川町は写真の町として写真写

児童手当現況届の提出はお済み

日︵火︶午前 時〜

ランド化事業︑森林保全事業など

にご協力ください︒

ですか？

にご協力ください︒

水にかかわる事業推進に役立てて
います︒

りのいいまち︑美しい景観づくり

今年５月まで児童手当を受けて

に努めています︒夏休み期間は本
町を訪れる方が最も多い時期でも

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

24,624

61

談をしてください︒納税猶予︑分

11

る場合もあります︒

22

▼延滞金が発生します

25

29

28

㈱藤田組

29

27

25

南町１丁目団地特定道路整備工事

6月7日 大雪旭岳源水公園施設整備工事

指名競争入札

29

15

〃

〃
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23 Higashikawa

28

12,312

50

18

㈱藤田組
5月24日 西８号東中道路新設工事

25

19

29

契約方法等
請負業者
等
名

10

10

公共施設サービス課

50

24

30

26

備
設

26

請負価格
（税込み、千円）
入札日

18

入札結果をお知らせします。

公共工事、委託業務の入札結果

66

10

46

24

