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　犬の所有者は、狂犬病予防法に基づき、犬を取

得した日から 30 日以内に登録を申請し、毎年１

回予防注射を受けなければなりません。

　町では、次の日程で新規登録と予防注射を実施

しますので、ご利用ください。

※�登録及び予防注射を行わない場合、狂犬病予防

法による処罰の対象となります。

【日　程】

６月 19 日㈯
西部福祉ｾﾝﾀｰ 9:30 ～ 11:30 東部福祉ｾﾝﾀｰ 13:00～ 14:30

６月 21 日㈪
２区会館 �9:00～�9:40 ３区会館 9:50～ 10:30

７区会館 10:40～ 11:10 北長沼福祉ｾﾝﾀｰ 12:30～ 13:20

６区会館 13:30～ 14:30 10 区会館 14:40～ 15:20

６月 23 日㈬
11 区会館 9:00～�9:30 16 区会館 �9:40～ 10:20

17 区会館 10:30～ 11:10 南長沼福祉ｾﾝﾀｰ 12:40～ 13:10

18 区会館 13:20～ 14:00 22 区会館 14:10～ 14:50

25 区会館 15:00～ 15:40

６月 24 日㈭
24 区会館 �9:00～�9:40 31 区婦人ﾎｰﾑ �9:55～ 10:30

舞鶴会館 10:45～ 11:30 28 区会館 13:00～ 13:30

30 区会館 13:40～ 14:20 15 区会館 14:35～ 15:20

【対象畜犬】

■新規登録

　犬を取得した日から 30 日以内（生涯１回）

■予防注射

　生後 90 日を経過した畜犬（室内犬も対象）

【手数料】

■新規登録　１頭 3,000 円

■予防注射　１頭 3,240 円

　（注射料 2,690 円、注射済票交付手数料 550 円）

※お釣りがないようご用意ください。

【その他】

　畜犬の死亡時及び転出時は届出が必要です。

【問合先】　役場町民生活係（☎ 76-8012）

犬 新規畜犬登録と予防注射

年
金 国民年金の加入方法

　国民年金は、誰もが加入する制度です。

　日本に住んでいる 20 歳以上 60 歳未満のすべて

の方は、国民年金に加入することになります。

　加入者は、職業などによって３つのグループに

分かれており、それぞれ加入手続が異なります。

■第１号被保険者

　自営業者、学生、フリーター、無職の方などで、

加入手続はご自身で住所地の市区役所・町村役場

の国民年金担当窓口で行います。

■第２号被保険者

　会社員や公務員など、厚生年金保険や共済組合

に加入されている方で、加入手続は勤務先が行い

ます。

■第３号被保険者

　第２号被保険者に扶養されている配偶者の方

で、加入手続は第２号被保険者の勤務先を経由し

て行います。

※�会社を退職した際は、第２号被保険者から第１

号被保険者への変更手続が必要となりますの

で、お早めに手続をお願いします。

【問合先】役場国保年金係（☎ 76-8013）

　現在、児童手当を受給している方は、引き続き

手当を受ける要件に該当するかどうかを確認する

ために、６月に現況届を提出することとなってい

ます。

　対象者の方には、役場から現況届を送付します

ので、内容を確認し必要事項を記入のうえ、期日

までに提出をお願いします。

【添付書類】

・�国民年金以外の方は、受給者の健康保険被保険

者証のコピー又は年金加入証明書（健康保険証

のコピーがあれば年金加入証明書は不要です）

・�別居監護の申出書を提出している方で、児童が

町外に居住している場合は、児童を含む世帯全

員の住民票　１通

　※�配偶者の「所得課税証明書」の添付を求める

場合があります。

【提出期限】６月 30 日㈬
【問合先】役場国保年金係（☎ 76-8013）

児童手当現況届の提出提
出

　６月４日㈮までの募集期間終了後、申込みがな

かった住戸は、随時募集をしています。

　なお、次回の募集予定期間には、退去し空家と

なった住戸を公募します。

　詳しくは、町ホームページの住宅情報をご確認

いただくか、電話でお問合せください。

【募集予定期間】８月 20 日㈮～９月３日㈮
【申込・問合先】役場建築係（☎ 76-8024）

公
営

住
宅 町営住宅の入居者募集について

開
設

マイナンバーカード・パスポートの
休日夜間窓口

　平日の日中にお仕事や学校で役場に来ることが

難しい方のために、マイナンバーカードとパスポー

トの交付等窓口を休日及び夜間に開設します。

　日中お忙しい方は、この機会をご利用ください。

【日　時】

・６月 13 日㈰　�9 時～ 12 時

・６月 17 日㈭　17 時 15 分～ 19 時 30 分

　※�正面入口は閉鎖されています。東側入口より

お入りください。

【場　所】　役場１階　町民生活係

【受付内容】

①マイナンバーカードの受取

　※既に申請されていて、交付通知書が届いている方

②マイナンバーカードの電子証明書の更新

　※電子証明書の更新案内が届いている方

③パスポートの受取

【その他】

　それぞれ必要な書類が異なります。町ホーム

ページに必要書類などを掲載していますので、ご

確認ください。

　次回の「休日夜間窓口」は、７月 11 日㈰と 15

日㈭を予定しています。

【問合先】役場町民生活係（☎ 76-8012）

献
血 献血にご協力をお願いします

　移動献血車「ひまわり号」が来町し献血を行い

ますので、多数のご協力をお願いします。

【日 時】　６月８日㈫
　９�時 30 分～ 10 時 30 分　ながぬま土地改良区

　14 時 45 分～ 15 時 30 分　中央農業試験場

　16 時 00 分～ 16 時 30 分　ＪＡながぬま北支所

【問合先】役場国保年金係（☎ 76-8013）　

　千歳川河川事務所では、維持管理のため堤防の

草刈りを行っています。刈った草は、家庭菜園の

堆肥などに活用できることから、刈草を再利用し

ていただける方を募集します。

【配布時期】６月下旬～ 7月初旬予定

【配布場所】千歳、恵庭市街地

【配布寸法】刈草を直方体に梱包

　（50 ㎝× 70 ㎝× 40 ㎝、重さ 12 ～ 14 ㎏程度）

【配布条件】直接取りに来て積込みができる方

【応募方法】住所、氏名、電話番号、希望個数を

記入し、６月 11 日㈮までに FAX または郵送で

申込み（個数調整する場合あり）

【応募・問合先】千歳川河川事務所計画課

（〒 066-0026　千歳市住吉１丁目１-１　

☎ 0123-24-9479　FAX�0123-23-1036）

募
集 千歳川・漁川の刈草リサイクル

試
験 令和３年度狩猟免許試験

　令和３年度狩猟免許試験予備講習及び狩猟免許

試験が行われます。定員は 25 名のため、空知総

合振興局に事前予約のうえ、空知猟政協議会に予

備講習の受講をお申し込みください。

■狩猟免許試験予備講習

【日　程】７月 25 日㈰　9時～ 16 時 30 分

【場　所】岩見沢市民会館　まなみ～る（多目的室①②③）

【受講料】各講習ともにテキスト代は含まれます。

　①第１種または第２種　各 11,000 円

　②網またはわな　各 8,250 円

　③第１種または第２種＋網またはわな（２種類）　13,750円

【受付期間】６月 17 日㈭～７月 15 日㈭
■狩猟免許試験

【日　程】８月１日㈰　９時～

【場　所】空知総合振興局

【受付期間】６月 16 日㈬～７月 16 日㈮
【問合先】空知総合振興局（☎ 0126-20-0043）　

　空知猟政協議会（☎ 0126-24-1111㈫・㈭のみ対応）


