議会事務局から
☎内線３１１

令和２年第１回定例会は３月９

町議会第１回定例会を開会します

日㈪から会期８日間の予定です︒
初日は午前９時半開会後︑一般・
特別各会計新年度予算案の提案︑
条例改正等を審議予定です︒
日㈰まで議案調査のため休会
し︑ 日㈪再開後に一般質問︑一
般・特別各会計新年度予算の審議
などを予定しています︵日程等は
変更になる場合あり︶︒多くの皆
様の傍聴をお待ちしております︒
議会基本条例︵素案︶
に対する意見

東川町議会では︑２０１９︵平

を募集します

成 ︶年４月に議会改革等特別委
員会を設置し︑﹁町民に開かれた
議会︑信頼される議会﹂の実現を

保健福祉課から
社会福祉室☎内線 ５０２
保健指導室☎内線５０５

生活・仕事相談会が開催されます

生活や仕事のことでお困りの方
を対象に﹁生活・仕事相談会﹂が
開催されます︒﹁生活に困ってい
るので相談にのってほしい﹂﹁働

日㈭
分

分

図るため︑議会基本条例制定に向
﹁議会基本条例﹂とは︑議会の

けて検討を重ねてきました︒
役割と責務を明らかにするために
条文化したもので︑この条例のも
と︑町民参加を促進し︑議会での
議論を活発化し︑町民の負託に応

メール︑持参などにより各閲
覧・配布場所に提出

住民室☎内線１１４

定住促進課から
住まい室☎内線１１５

ら翌年３月︶ごとに変更になりま

国民年金保険料は年度︵４月か

ります

４月から国民年金保険料額が変わ

︵素案︶をまとめましたので︑広

このたび東川町議会基本条例

える議会の実現を目指します︒

く町民の皆様のご意見・ご提言
す︒令和２年度は１６５４０円︑

にいると︑障害基礎年金や遺族基

納付期限までに保険料を納めず

により割引があります︵下表︶︒

前納すると︑納付方法や納付額

令和３年度は１６６１０円です︒

︵パブリックコメント︶を募集し
ます︒
〜４月 日㈭

公表・意見募集期間 ３月 日㈫

イル課︵せんとぴゅあⅡ︶︑農

閲覧・配布場所 町 ︑東川スタ

住民室

期︶の女性が感染すると︑赤ちゃ

前納

んが白内障︑先天性心疾患︑難聴

問合せ

ます︒忘れずに納めてください︒

村環境改善センター︵公民館︶︑ 礎年金を受給できない場合があり
議会事務局︵役場３階︶
意見提出方法 所定様式に住所︑
氏名︑電話番号︑意見を記入の
うえ︑郵送︑ファックス︑電子

され購入できるようになります︒

などの障がい︵先天性風しん症候
群︶をもって生まれてくる可能性

子育て分はすでに対象となる世帯

が高まります︒風しんウイルスは

へ引換券を送付しております︒
プレミアム付商品券の使用期限

保健福祉センター

日時 ３月 日㈬午前 時〜午後
１時

は３月いっぱいとなっております

せきやくしゃみなどで飛び散る飛

場所
善の振り返り︶︑講話︑調理実

内容 生活改善チェック︵生活改

沫を介して広がります︒最も有効

用助成を行いますので︑対象の方

な予防策は予防接種ですが︑妊娠

には接種をおすすめします︒

中は受けることができません︒費

子育て世帯分︑非課税者分それ

りの商品券１冊を４千円で販売︒

種類

麻しん風しん混合︵ＭＲ︶

問い合わせください︶

ます︒受診前に保健指導室にお

成の対象とならない場合があり

︵他制度の対象者などは︑本助

いる女性︑およびその配偶者

対象 妊娠を希望または予定して
社会福祉室

先天性風しん症候群予防のための

申請・問合せ

の際は要引換券持参︶

ぞれ５冊まで購入可能︒︵購入

忘れずにご使用ください︒

でに購入した商品券については︑

子育てで感じる不安や心配事を
保健師や栄養士と一緒に解決しま

費用助成について

しょう︒個別に相談を行います︒

内容 商工会で５００円× 枚綴

習・試食︑体脂肪測定︵希望者︶ ので︑今後購入する予定またはす
持ち物 筆記道具︑エプロン︑三
角巾
保健指導室

参加費 １００円︵材料費の一部︶

きたいけど就職先が見つからない﹂ 申込・問合せ
など︑生活や仕事に関わることを
３月
分〜同 時

時

なんでもご相談ください︒︵無料︶ すくすく健康相談を行います
日時
時

①午前９時半〜同
②午前
ご兄弟・姉妹はスタッフが見てい

風しんは︑妊娠中︵特に妊娠初

ます︒安心してご利用ください︒
時
保健福祉センター

日までです

無料法律相談

3月26日㈭
午後１時〜午後５時
午後１時〜午後５時

森山大樹法律事務所（東町会館２階、完全予約制）
予約・お問合せは16日㈪まで
（役場企画総務課総務室）

５人槽で最大 万円の補助をして

理浄化槽への転換工事費に対して︑

きく減ります︒既存住宅の合併処

河川などの水質に与える影響が大

をきれいに処理することができ︑

より︑家庭から出るすべての排水

合併処理浄化槽に転換することに

はそのまま川へ流れてしまいます︒

で︑台所や風呂場などからの排水

トイレの汚物処理のみを行うもの

くみとり式便槽・単独浄化槽は︑

用の皆様へ

くみとり式便槽・単独浄化槽をご利

午後5時15分〜午後8時
午後5時15分〜午後8時

おります︒早期の合併処理浄化槽
への転換工事をご検討ください︒
補助金を利用して︑合併浄化槽
住まい室

へ切り替えましょう！
問合せ

５００円

ワクチン
自己負担

診療機関 東川町立診療所︵町立
診療所以外での接種は助成対象
期間

保健指導室

４月１日㈬から

となりません︶
問合せ

発達障がいについて﹃ 知る ﹄作品展

毎年４月２日は国連が定めた

を開催します

﹁世界自閉症啓発デー﹂︒４月２
日〜８日は日本においても発達障
がい啓発週間として︑自閉症を含
む発達障がいへの理解促進のため
ＮＰＯ法人こころりんく東川で

の取り組みが行われます︒
は︑﹁私のあお展﹂と題し︑自閉

●感染を防ぐには
▶風邪やインフルエンザと同様に「こまめな手
洗い」「人混みでのマスク着用」をしましょ
う。
▶咳や鼻水、喉の痛みなどの症状がある場合は、
マスクの着用を徹底しましょう。
▶発熱などの症状があるときは、学校や会社を
休んでください。

ンター ②第二地区コミュニテ

10

●新型コロナウイルス感染症とは
新型コロナウイルス感染症は、飛沫感染と接
触感染によりうつるとされています。
飛沫感染…感染者の咳やくしゃみで放出された
ウイルスを口や鼻から吸い込んで感染
接触感染…感染者が咳やくしゃみを手で押さえ
た後に触れたものに触り、口や鼻を触ると粘
膜から感染

日時 ３月 日㈭午前９時〜同
会場

対象 １歳半健診後〜就学前まで
計測・問診︑子育て相談︑

しんセンター︵旭川市豊岡１条
内容

保健指導室

母子手帳

栄養相談︑発達相談
持ち物

申込・問合せ

月

プレミアム付 商 品 券 使 用 期 限は３

子育て世帯と住民税︵町・道民
税︶非課税の方を対象に︑町内の
対象店舗で使えるプレミアム付商
品券を販売中です︒住民税非課税
の方は︑申請により引換券が交付

（※）
令和３年度の国民年金保険料は月額16,610円で算出しています。

町内会
14区
25区
17区西町

保健福祉課 保健指導室

場所 ①西部地区コミュニティセ

日㈬午後３時

194,960円 383,210円
98,430円
（830円） （3,520円） （14,590円）

届出人
髙橋 新一
大岩 透
糸川 正信

（２月1７日現在）

ィセンター
申込締切 ３月

−

おくやみ
亡き人
歳
髙橋 志津江 70歳
94歳
谷地 正夫
糸川 千代子 101歳

の子どもと保護者︵要申込︶

℻ │００２１︑

現金
クレジットカード

第26

あ す み

町内会

２丁目１│ ︶☎ │８８００︑

食事の不適切な摂取や運動不足

栄養教室で食事から健康に

から生活習慣病が増えています︒
﹁自分の健康は自分で守る﹂を柱
に︑改めて健康の大切さを考えて
みましょう︒身近な材料を使って
調理実習をします︒バランスや味
付けなど確認しましょう︒
町民︵男性も大歓迎︶

194,320円 381,960円
98,110円
（1,130円） （4,160円） （15,840円）

3月23日㈪

−

納付の延長窓口
口座振替

1月15日〜2月14日に確認できた方
（敬称略、掲載はご承諾をいただいております）

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

対象

198,480円
（−）

町内会
17区

11

90

397,800円
（−）

人口・世帯数 1月末日現在
人 口／ 8,368人（前月比− 12人）
男 ／ 3,894人（前月比− 9人）
女 ／ 4,477人（前月比− 3人）
世帯数／ 3,992戸（前月比− 2戸）
4人
出 生／
11人
死 亡／
21人
転 入／
24人
転 出／
2人
その他／

99,240円
（−）

新婦
一恵

17

役場1階、税務課4番窓口

●新型コロナウイルス感染の疑いがある場合
①37.5℃以上の発熱が４日以上続いている（高
齢者の場合は２日以上） または
②強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）
がある
→「帰国者・接触者相談センター」（上川保健
所内、☎４６−５９９２）に相談してください。
専門の外来を紹介されるので、公共交通機関
の利用を避けて受診してください。

HP

10

16,540円

25区
あゆみ

いわおか

18

人のうごき

anshin@kamikawa19.hokkaido.jp

38

毎月現金納付
（割引なし）

ご結婚
新郎
矢沢 直樹

新型コロナウイルスについて

20
35

申込・問合せ かみかわ生活あん

11

12
Higashikawa 2020 March
2020 March

13 Higashikawa

31

16

半年
1年
2年（※）
（割引額） （割引額） （割引額）

章子
史也

た お

19

45

10
11

12

10

月額

覚起
いしばし

かや

西町２丁目
石橋 茅

母

千晴
岩岡 明日実

父

お誕生
生まれた子

敬悟
立川 大桜

たちかわ

16

くらし
・
ネットワーク
15

16

31

33

