勇駒別橋取付道路改良工事

花本建設㈱

9,185,000
公営住宅公園団地１号棟建設工事

㈲門間建設

42,680,000
公営住宅公園団地２号棟建設工事

㈲谷地建設

42,130,000
東川第三小学校校舎長寿命化改良工事

吉宮・タカハタ 特定ＪＶ
地域優良賃貸住宅ガーデンコートキトウシⅡ団地建設
工事

㈱小岩組

27,830,000
地域優良賃貸住宅友遊団地建設工事

㈱ベスト

28,820,000
西部処理区管渠新設工事（西４号北）

㈱ベスト

5,500,000

Information of Living

43,230,000

報

㈱ベスト

ロシア展示会

ロシアにまつわる展示と文化体
験イベントを行います︒
▼展示︵入場無料︶
伝統衣装などを展示します︒
会期 ７月５日㈪〜 日㈮
午前９時〜午後５時
▼文化体験イベント
実は倒すだけじゃないテーブル
ゲーム﹁ドミノ﹂で遊んだり︑お
手本を見て自分の名前をロシア語
で書いてみましょう︒
日時 ７月６日㈫・７日㈬・ 日
㈫・ 日㈬各日午前 時〜正午
参加料 無料︵当日受付︶
◆共通事項
場所 せんとぴゅあⅠ 多文化共
生室

﹁椅子の日に︑椅子のお話﹂シ
リーズの第４弾︒今回はせんとぴ
ゅあⅠで開催中の﹁マスターピー
ス オブ チェアーズ展﹂にあわせ︑
名作椅子﹁チェスカ﹂についてじ
っくりお話しします︒
講師 織田憲嗣氏
日時 ７月 日㈬午後２時〜同３
時
場所 せんとぴゅあⅠギャラリー
定員
名︵申込先着順︶
参加料 無料
申込締切 ７月９日㈮
問合せ 文化交流課 文化推進室
☎役場 内線７６２

問合せ 文化交流課 交流推進室
イベント
☎役場 内線７３７
参
※加の際は︑検温︑手指の消毒︑
マスクの着用にご協力ください︒ デザインスクール特別編④
状況により中止・延期・オンラ
イン開催になる可能性や︑入場
制限を行う場合があります︒

anshin@kamikawa19.hokkaido.jp

中の沢道路改良工事

の情
対象経費 住居費および引越し費
わせて犯罪や非行のない安全で安
用︵住居費は申請日現在で居住
心な地域社会を築くための全国的
している住宅に限る︶の全額
な取り組みです︒立ち直りを支え
補助金額 １世帯上限 万円分
る地域を作るためには︑一部の人
補助方法 補助決定額を夫婦それ
だけではなく︑地域の全ての人が
ぞれのＨＵＣに付与します︵ど
それぞれの立場で関わっていく必
ちらか一方に付与することはで
要があります︒地域のチカラが犯
きません︶︒補助決定の翌月か
罪や非行を防ぎます︒
ら︑当該年度末までの月数で割
社会を明るくする運動と再犯防
った額を毎月 日に付与︒
止に向けた取り組みにご理解いた
申請方法 ▼全員提出 申請書兼
だき︑犯罪のない幸せな社会づく
誓約書︑婚姻届受理証明書また
りにご協力をお願いします︒
は婚姻後の戸籍全部事項証明書︑ 問合せ 保健福祉課 社会福祉室
世帯全員分の住民票︵続柄付︶︑
☎役場 内線５０３
夫婦の令和３年︵令和２年分︶
所得証明書︑夫婦の町民税の納
生
活・仕事相談会
税証明書︵滞納がないことの証
生活や仕事のことでお困りの方
明︶︑対象経費にかかる領収書
を対象に︑相談窓口を開設します︒
など︑住宅の賃貸借契約書・売
﹁生活に困っているので相談した
買契約書などの写し ▼該当者
い﹂﹁相談先がわからない﹂など︑
は提出 住宅手当支給証明書︑
生活や仕事に関わることならなん
奨学金を返済したことがわかる
でもご相談ください︒︵無料︶
書類︵所得から差し引きます︶︑ 日時 ７月８日㈭①午前 時〜同
分︑②午前 時〜同 分
その他
場所 改善センター 研修室３
申請先 保健福祉課 社会福祉室
☎役場 内線５０１
申込先 かみかわ生活あんしんセ
ンター︵旭川市豊岡１条２丁目
１
８８００︑℻
︶☎
００２１︑Ｅメール

健康・福祉

﹁社会を明るくする運動﹂強調月間

﹃社会を明るくする運動﹄は︑
犯罪や非行の防止と︑あやまちを
犯した人たちの立ち直りへの理解
を深め︑それぞれの立場で力を合

28,380,000

くらし
言語の習得など一定の効果を期
待できると医師に判断された方
補助率 Ⓐ生活保護世帯
分の
Ⓑ住民税︵所得割︶非課税
世帯に属する方 ３分の２ ▼
ⒶⒷ以外の方 ２分の１
補
※助上限額はいずれの場合も
片耳３万円まで
申請方法 申請書︑医師の意見書
などを提出︵補助決定後︑領収
書などの提出も必要です︶
申請先 保健福祉課 社会福祉室
☎役場 内線５０１・５０３
結婚新生活をＨＵＣで支援

新たに婚姻した世帯が町内で
安心して生活をスタートできるよ
う︑婚姻に伴う住居費や引っ越し
費用を対象とし︑最大 万円のＨ
ＵＣポイントをプレゼントします︒
﹇今年度新規事業﹈
対象要件 次の全てを満たす夫婦
❶今年４月１日〜来年３月末に
婚姻届を提出し受理されている
❷①の期間に夫婦またはどちら
かが新居に住み替え同じ世帯で
生活している ❸夫婦の年間所
得を合算した額が４００万円未
満 ❹夫婦いずれもが町税等に
滞納がない ❺過去に夫婦いず
れもがこの補助を受けたことが
ない ❻申請日より２年以上東
川町に継続して居住する意思が
ある

子育て・教育

︵ベビーカーをお持ちの方は持
参してください︶ ▼７月 日
㈭ 自由開放︑夏の遊び
場所 子育て支援センター プレ
イルーム
対象 ０歳児と保護者︵定員なし︶
問合せ 子育て支援センター
☎
５１００
親子遊びの体験教室

50 10

14
藤田建設工業㈱

ク野口社長の講演会

子どもたちの未来を想う │㈱ホクリ

５年前から東川町が独自に実施
する返済不要の﹁大学進学奨学助
成金﹂︒これは︑㈱ホクリク︵東
京都︶の野口研二社長の強いご意

町地域おこし協力隊のアコース
ティックユニット・ドートレトミ
シーといっしょに︑音楽で元気に
なりましょう！

音楽で元気になろう♬

向により︑町に企業版ふるさと納
税をいただくことで成り立ってい
ます︒なぜ︑野口社長は東川の子
どもたちを応援してくださるのか︒
どのような想いをお持ちなのか│︒
直接お話を聞くことのできる機会
ですので︑学生や保護者のみなさ
んはもちろん︑ご興味のある方は
どなたでもご参加ください︒
状
※況により入場制限を行う場合
があります︒ご了承ください︒
登壇 野口研二氏︵㈱ホクリク代
表取締役社長︶
日時 ７月 日㈯午後５時半〜
場所 せんとぴゅあⅠ 講堂
問合せ 学校教育課
☎役場 内線５８１

６月１日

市民農園施設整備工事

▼楽しく健康 うたごえ喫茶
内容 幅広い歌をうたって︑免疫
力アップ！心身ともに健康にな
りましょう︒
日時 ７月８日㈭・ 日㈭午後１
時半〜同２時半

▲ＷＥＢでの視 聴
はこちら

50

Information of Living

242,000,000

12,100,000

14

15

親子で一緒に楽しみながら︑い
ろいろな遊びを体験しませんか︒
▼ジャブジャブ池でたくさん遊ぼ
う
内容 水遊び等︑夏の遊びを楽し
みます︒︵雨天時は支援センタ
ーで遊びます︶
日時 ７月 日㈭午前 時〜同
時半
現
※地集合です
場所 キトウシ森林公園
▼絵具遊び
内容 絵の具を使った夏の遊びを
楽しみます︒
日時 ８月５日㈭午前 時〜同
時半
場所 子育て支援センター
◆共通事項
対象 １〜２歳児と保護者︵ 組
程度︑要申込︶
申込先 子育て支援センター
☎
５１００

報

10

指名競争入札
㈱尾田工業

24

33

13

福祉給付金の申請受付中

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
︵住宅借入金等特別税額控除を
受けている場合は︑その控除前
の町民税額︶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︒７月
支給分からは︑令和３年度の町
民税所得割非課税世帯が対象に
なります︒
給付金額 対象の子１人につき月
額８０００円
申請書類 ①令和３年度の町民税
が所得割非課税であることを証
する書類︵今年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︵口座番号な
どがわかる面︶ ④申請書︵保
健福祉課窓口にあります︶
問合せ 保健福祉課 社会福祉室
☎役場 内線５０３
０歳児開放日﹁よちよち﹂

の情

9,680,000
「KAGUの家」ヴィレッジ既存建築物解体工事

５月25日

都市建設課

建設工事、委託業務の入札結果のお知らせ

契約方法等
請負価格
（税込み、円）
請負業者
業 務 名 等
入札日

11

38

Higashikawa 2021.07

Higashikawa 2021.07

11

㈱日水コン 北海道支所

29

16

10

29

11
10

10

16

14

30

10

10

乳児が安心して遊べる場所をお
探しのみなさん︒親子で楽しく遊
びながら︑お友だちを作りません
か？ご兄弟も一緒にどうぞ︒
日時・内容 各日午前 時〜正午
▼７月８日㈭ お散歩に行こう

くらし

15

旭岳温泉ピュアセンターストックマネジメント更新実施
設計委託業務

15

10

82

82

30

10

