公営
住宅

募集

堆肥などに活用ください
千歳川・漁川の刈草リサイクル

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。

移動採血車「ひまわり号」が来町し献血を行い

【配布時期】 ８月下旬～９月上旬予定

ますので、多数のご協力をお願いします。

【配布場所】 千歳・恵庭市街地
（50 ㎝× 70 ㎝× 40 ㎝、重さ 12 ～ 14 ㎏程度）
【応募方法】 住所、氏名、電話番号、希望個数を
記入し、８月 10 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】 千歳川河川事務所維持補修係
FAX 0123-23-1036）

14 時 30 分～ 15 時 30 分

長幌上水道企業団前

要事項を記入のうえ役場で手続きしてください。

16 時 00 分～ 16 時 30 分

スポーツセンター前

※「現況届」及び「所得状況届」を提出されない

とさせていただくことにより月々 50 円割引され
る早割制度や、現金納付よりも割引額が多い６か
月前納・１年前納・２年前納もあり、大変お得です。
口座振替をご希望の方は、納付書または年金手
帳、通帳、金融機関届出印を持参のうえ、ご希望
の金融機関または年金事務所へお申し出くださ
い。
【問合先】 岩見沢年金事務所（☎ 0126-22-5804）

場合、受給資格があっても８月以降の手当が受け

【日時】 ８月 31 日㈮

募集を行う場合は広報無線でお知らせします。
なお、募集住宅の詳細については、町ホームペー
ジの新着情報でご確認いただくか、電話でお問合
せください。
【募集予定期間】 ８月 17 日㈮～ 24 日㈮
【申込・問合先】 役場建築係（☎ 76-8024）

長沼町戦没者追悼式

られなくなる場合があります。

９時 30 分～ 10 時 30 分

ながぬま土地改良区前

11 時 15 分～ 12 時 00 分

東陽上村アドバンス長沼工場前

13 時 30 分～ 15 時 30 分

長沼町役場前

を追悼し、併せて平和への誓いを新たにするため、

16 時 00 分～ 16 時 30 分

ラッキー長沼店前

町主催による戦没者追悼式を開催します。

【問合先】 役場国保年金係（☎ 76-8013）

【問合先】 役場国保年金係（☎ 76-8013）

自衛官の募集について

自衛隊では、下記日程及び条件で自衛官を募集

個人事業税
第１期分納期限について

８月 31 日㈮は、個人事業税第１期分の納期限

します。
■第２回自衛官候補生（男女）
【受付】 ７月１日～８月 20 日㈪

です。第１期分と第２期分を併せた納税通知書の

【試験日】８月 25 日㈯～８月 27 日㈪（いずれか 1 日）

発送は、８月 10 日㈮です。

【年齢】 18 歳～ 27 歳未満

次のような場合は、下記までお問合せください。
①納税通知書が届かない場合

【受付】 ７月１日～９月 12 日㈬

②やむを得ず納期限までに一括納付できない場合

【試験日】９月 25 日㈫～９月 30 日㈰（いずれか 1 日）

③口座振替納税を利用する場合

【年齢】 18 歳～ 27 歳未満

【問合先】
空知総合振興局納税課（☎ 0126-20-0055）

町では、町民一人ひとりが長沼町出身の戦没者

この式典は宗教的儀式を伴わないもので、どな
たでも参列いただけます。
【日時】 ８月 20 日㈪

10 時～

【場所】「りふれ」 三世代交流室
※平服でご参列ください
【問合先】 りふれ福祉係（☎ 82-5555）

粗大ごみの収集を実施します

■第３回自衛官候補生（男女）

■一般曹候補生（男女）

「ごみの分け方・出し方のしおり」をご覧のうえ、
所定の場所に出してください。
【各区の収集日程】
８月 27 日㈪～錦町、錦町農試、あかね町、しらかば、西町区

【受付】 ７月１日～９月７日㈮

８月 28 日㈫～本町、栄町、中央、銀座区

【試験日】９月 21 日㈮～９月 22 日㈯（いずれか 1 日）

８月 29 日㈬～東町、宮下、旭町、曙町区

【年齢】 18 歳～ 27 歳未満

８月 31 日㈮～北市、西長沼、南長沼、舞鶴、

■航空学生（男女）
【受付】 ７月１日～９月７日㈮

１・ 11・12・16・18・30区の非農家世帯及び農家地区
パソコン及び家電リサイクル対象品目（テレビ・

【試験日】９月 17 日㈪

エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機）

【年齢】 高卒（見込含）航空 21 歳未満、海上 23 歳未満

は、収集場所に出されていても収集しませんので、

■予備自衛官補（技能）
【受付】 ８月１日㈬～９月 14 日㈮
【試験日】９月 30 日㈰
【年齢】 資格年齢等はお問合せください
【問合先】 自衛隊札幌地方協力本部恵庭地域事務
所（恵庭市住吉町２丁目３-21 ＨＴＡビル３階
☎ 0123-34-5438）
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た時点で次の予定期間により募集します。

ごみ

口座振替には、当月分保険料を当月末に引き落

対象者の方には必要書類を送付しますので、必

りふれ前

国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用
になれます。

養手当の受給資格がある方は、毎年「現況届」及

９時 30 分～ 10 時 40 分

税

年金

国民年金保険料の納付は
口座振替がおトクです

児童扶養手当の受給資格がある方、特別児童扶

募集

24-1114

☎ 0123-

児童扶養手当「現況届」
、特別児童扶養
手当「所得状況届」の提出について

開催

【配布条件】 直接取りに来て積込みができる方

町営住宅の入居者募集については、空家が生じ

び「所得状況届」を提出する必要があります。

【日時】 ８月 30 日㈭

【配布寸法】 刈草を梱包

（〒 066-0026 千歳市住吉１丁目 1-1

献血にご協力をお願いします

提出

草刈りを行っています。刈った草は、家庭菜園の

献血

千歳川河川事務所では、維持管理のため堤防の

町営住宅の入居者募集について

ご注意ください。
また、粗大ごみ以外の一般収集ごみは、必ず指
定袋に入れ通常の収集日に出してください。
きまりを守り、きれいな住みよいまちをつくる
ため、皆さんのご協力をお願いします。
【問合先】役場町民生活係（☎ 76-8012）または、
南空知公衆衛生組合（☎ 88-3900）
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