くらし

の情

報
Information of Living

520円

520円

子宮体部検診
（必要な方のみ）

700円

350円

② 歳以上で︑自身が自動車や
運転免許を持っていない
助成額︵年額︶ 助成対象者が１
人の世帯は１万５千円分︑２人
以上の世帯は２万２千円分
助成内容 次のどちらかを選択
①ハイヤーチケット
②バスＩＣカード︵１人あたり
の上限額は１万５千円分︶
※助成額を①②に振り分けるこ
とも可能
申請方法 ①助成申請書︵保健福
祉課窓口にあります︶ ②印鑑
③現在使用中のバスＩＣカード
を提出︒代理申請の場合は保険
証などの身分証明書が必要︒
問合せ 保健福祉課 社会福祉室
☎役場 内線５０３
精神障害者のバス運賃を助成

⑤精神障害者保健福祉手帳１級
助成内容 １枚５００円のハイヤ
ーチケットを年間 枚交付︒自
動車税の課税免除の適用を受け
ている場合は︑ハイヤーチケッ
ト年間 枚または自家用車燃料
費助成券 枚を交付︒
申請方法 ①申請書︵対象と思わ
れる方へ３月中旬に郵送済み︶
②印鑑 ③身体障害者手帳︑療
育手帳︑精神障害者保健福祉手
帳のいずれか を提出︒代理申
請の場合は保険証などの身分証
明書が必要︒
その他 チケットは審査後︑４月
以降に簡易書留で郵送します
問合せ 保健福祉課 社会福祉室
☎役場 内線５０３

くらし

重度障害者の交通費を助成

36

18

各種住宅補助

婦人科超音波

どうぶつクリニックPutih Labo（西３号北12、☎050-5358-8719）では
随時受付中

い︒すでに犬の登録をされている
出は必要です︒
方には︑４月中に案内はがきを郵
②動物病院等で狂犬病予防注射を
送します︒会場にお持ちください︒
受けた場合 狂犬病予防注射済
︵事前相談のうえ︑獣医師がご自
票を交付します︵５５０円︶︒
宅等に伺うこともできます︶
③犬の所有者変更や︑犬が死亡し
料金 ３２４０円︵年１回︑注射
た場合 変更届が必要です︒
済票交付料を含む︶
問合せ 税務定住課 住民室
☎役場 内線１１２
◆次の場合は役場まで
①転入者の方などで︑前市区町村
で犬を登録していた場合 登録
補助制度
手数料はかかりませんが︑届け
新型コロナウイルス関連肺炎の流行

750円

喫煙目的室
加熱式たばこの喫煙と飲食など
喫煙エリア

に伴う中小企業向け支援

1,500円

マーク表示の例

（大人同伴でも
入れません）

町内で住宅を新築またはリフォ
ームする場合︑費用の一部を補助
する８つの制度を設けています︒
制度ごとに条件がありますので︑
希望する場合は補助要綱︵都市建
設課と町 にあります︶を確認の
うえ︑お問い合わせください︒
①景観住宅支援
②二世帯居住推進
③きた住まいる建設推進
④薪ストーブ設置
⑤既存住宅耐震改修
⑥高齢者世帯リフォーム支援
⑦高齢者住宅バリアフリー改修
⑧高齢者住宅新築支援
その他 ⑥⑦は公募期間内︵後日
公表︶に申込が必要です︒
問合せ 都市建設課 建設室
☎役場 内線２４９

800円

17区町内会館前（北町５丁目８番）

72

20歳未満
立入禁止

健康・福祉

1,600円

施設の入口に表示 部屋の前に表示

覚えておこう！ 組み合わせて使われるマーク

高齢者のハイヤー・バス運賃を助成

50歳以上

対象者 重度心身障害者医療費受
対象 ２級または３級の精神保健
給者証が﹁障初﹂か﹁老初﹂で︑
福祉手帳を持ち︑次の①〜④の
次の①〜⑤のいずれかに該当す
いずれにも該当しない方
る方︵生活保護受給者︑福祉施
①生活保護の受給者
設等の入所者は対象外︶
②世帯の合計所得が一定基準以
①１級または２級の下肢︑体幹︑
上︵例 世帯員が１人の場合
免疫︑視覚障害者
は所得２３６万円以上︶
②１級の心臓︑腎臓︑呼吸器︑
③長期入院中または施設などに
ぼうこう︑直腸︑小腸︑肝臓
入所している
機能障害者
④地域活動支援センター等通所
③療育手帳﹁Ａ判定﹂
交通費助成の受給者
④乳幼児以前の非進行性脳病変
助成内容︵年額︶ バスＩＣカー
による運動機能障害者︵児︶
ド１万円分
のうち︑移動機能障害者︵児︶ 申請方法 ①申請書︵対象と思わ

●喫煙可能な場所は、20歳未満立ち入り禁止になります。

新型コロナウイルス関連により
経営に影響を受けている中小企業
者の経営安定を図るため︑利子お
よび保証料を全額補給する制度を
設けています︒︵３月 日〜︶
概要 新型コロナウイルス関連で
国︑北海道︑金融機関などから
事業資金︵運転資金︶の融資を
受けた場合の信用保証料および
融資利子を全額補給
対象 新型コロナウイルス関連肺
炎の流行による直接的または間
接的な影響を受けている東川町
内の中小企業者など
相談窓口 東川町商工会︵☎ │
２７５０︶
役場の担当 産業振興課 商工観
光 振 興 室 ︵ ☎ 内 線 １３ ２ ︶

申込

※客席面積100㎡以下かつ資本金5,000万円以下の既存の飲食店は、経過措置として現在の喫煙ルールを継続する
こともできます。

対象者 町内在住かつ住民基本台
帳に登録されており︑次の①か
②に該当する方︵東川町重度障
害者交通費助成︑東川町移送サ
ービス事業および東川町外出支
援事業の対象者︑高齢者福祉施
設等の入所者を除く︶
①世帯員のうち 歳以上の方全
員が自動車や運転免許を持っ
ていない

950円

Information of Living

●4月からは多くの施設の屋内が原則禁煙になります。
・原則禁煙：飲食店、理美容室、事務所、レジャー施設、工場など
・喫煙可能としたい施設は、専用の部屋を設置し、マークの表示が必要です。

栄養教室で食事から健康に

1,900円

10:20〜 11:50

れる方へ３月中旬に郵送済み︶
②印鑑 ③精神障害者保健福祉
手帳 ④現在使用中のバスＩＣ
カード を提出︒代理申請の場
合は保険証などの身分証明書が
必要︒
問合せ 保健福祉課 社会福祉室
☎役場 内線５０３

50歳未満

喫煙専用室あり
たばこの喫煙と飲食など
禁煙エリア

場所 保健福祉センター
内容 生活改善チェック︵生活改
善の振り返り︶︑講話︑調理実
習・試食︑体脂肪測定︵希望者︶
持ち物 筆記道具︑エプロン︑三
角巾
参加費 １００円︵材料費の一部︶
申込 保健福祉課 保健指導室
☎役場 内線５０５

500円

子宮頸（けい）がん

もしくは
へ電話で予約
旭川がん検診センター（☎５３−７１１１）
フリーダイヤル☎０１２０−９７２−４８９

食事の不適切な摂取や運動不足
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︒
対象 町民︵男性も大歓迎︶
日時 ４月 日㈬午前 時〜午後
１時ごろ

500円

西部地区コミュニティセンター前

福祉給付金の支給手続き

喀痰検査
（必要な方のみ）
肺がん

９:00〜 10:10

該当する世帯で受給を希望する
場合は申請してください︒
対象 町民税所得割非課税世帯で︑
高等学校・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︵住宅借入金等特別税額
控除を受けいる場合は︑その控
除前の町民税額︶
給付金額 対象の子１人につき月
額８０００円
申請書類 ①平成 年度の町民税
が所得割非課税であることを証
する書類︵昨年１月１日現在︑
保護者の住民票が東川町にある
場合は不要︶ ②在学証明書
③預金通帳の写し︵口座番号等
のわかる面︶
その他 ４月分から支給を受ける
には４月中に申請が必要です︒
問合せ 保健福祉課 社会福祉室
☎役場 内線５０２

報

250円

保健福祉課 保健指導室 ☎内線504

４月から多くの施設の屋内が原則禁煙になります

65

500円

20歳以上

胸部X線検査

80

●改正健康増進法により、公共施設などは昨年7月から屋内を含む敷地内が原則禁煙となりました。

HP

350円

第三分団消防庁舎前（西10号北26）

Higashikawa 2020.04

26
Higashikawa 2020.04

27

乳がん

82

30歳以上
700円
大腸がん

13:30〜 14:20

31

16

750円

10

1,500円
胃がん

第二地区コミュニティセンター前

の情

国保以外

10:20〜 11:30

くらし

受診料金

22

受診年齢
（3月末時点）
国保・
後期高齢者
検査項目

保健福祉課

旭川がん検診センターの個別がん検診

保健福祉センター横
9:00〜 11:30
5月9日㈯、6月6日㈯

第三地区コミュニティセンター前

５月8日㈮

9:00〜 10:00
５月7日㈭

場所
時間
日付

