
固定資産課税台帳の縦覧
　令和 2年度の固定資産課税台帳
の縦覧を次のとおり行います。
○縦覧期間　
　4月 1日（水）～ 4月 30 日（木）
　※土・日・祝日を除く
○縦覧場所・問い合わせ　
　町民生活課税務係（窓口③）
　☎ 65 － 2113
※縦覧期間以降は、手数料（１件
につき 100 円）がかかります。

離婚時の年金分割制度
　離婚した場合、二人の婚姻期間
中の厚生年金記録（標準報酬月額・
標準賞与額）を当事者間で分割が
できます。
　手続きは、離婚後 2年以内に手
続きを行う必要があるので、お早
めに、砂川年金事務所までご相談
ください。
○問い合わせ　砂川年金事務所
　☎ 28 － 9002（自動音声案内）
　※自動音声案内の①を選択後、
　　次に②を選択

令和 2年度
「協会けんぽの健診」のご案内
　協会けんぽ北海道支部では、年
度内に 1回、加入者の皆さまの健
診費用の一部を補助しています。
　35 歳～ 74 歳の被保険者（本人）
には、がん検診を含めた充実した
健診項目の「生活習慣病予防健診」

を、40 歳～ 74 歳の被扶養者（家
族）には、メタボリックシンドロー
ムに着目した「特定健康診査」の
二つの健診を用意しております。
　生活習慣病の予防と早期発見・
早期治療のためにも年に一度は健
診を受けましょう !
○問い合わせ　協会けんぽ北海道
支部　☎ 011 － 726 － 0352

労働基準監督官採用試験
○受験資格
（1）平成 2 年４月２日～平成 11
　　年４月１日生まれの者
（2）平成 11 年４月２日以降生ま
　　れの者で次に掲げる者
　①大学を卒業した者及び令和 3
　　年 3月までに大学を卒業する
　　見込みの者
　②人事院が①に掲げる者と同等
　　の資格があると認める者
○受付期間
　申込みはインターネットにより
　行ってください。
　3月 27 日（金）～ 4月 8日（水）
　まで受信有効
　申込専用アドレス
　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
○試験日
　第一次試験　6月 7日（日）
　第二次試験　7月 14 日（火）　
　　～ 16 日（木）のうち指定日
○問い合わせ
　北海道労働局総務部総務課
　☎ 011 － 709 － 2311（内線 3511）

国税専門官採用試験
　札幌国税局では、国税局や税務
署において、税のスペシャリスト
として活躍する国税専門官を募集
しています。
○受験資格
（1）平成 2 年４月２日～平成 11
　　年４月１日生まれの者
（2）平成 11 年４月２日以降生ま
　　れの者で大学を卒業する見込
　　みの者など別に定める者
○受付期間
　申込みはインターネットにより
　行ってください。
　3月 27 日（金）9時～ 4月 8　
　日（水）まで受信有効
　申込専用アドレス
　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
○試験日
　第一次試験　6月 7日（日）
　第二次試験　7月 8日（水）～
　　17 日（金）のうち指定日
○問い合わせ
　札幌国税局人事 2課採用担当
　☎ 011 － 231 － 5011（内線 2315）

１人
年間４００円で

安心保障

会計課 会計係　☎ 65 － 2144

運転免許更新時講習
■優良運転者（30分）
○日時　4月 16 日（木）18 時～
○場所　文化ホール
※事前に警察署での手続きが必要
です。
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新型コロナウイルス感染防止

をしっかり行いましょう
手洗い・うがい・咳エチケット　新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から国税庁が 4月 16

日（木）まで確定申告期間の延長を決定しました。当町といたしまし

ても、確定申告及び町・道民税申告の受付を下記のとおり延長します。

受付期間 受付時間 対象地区
3 月 17 日（火）～ 4月 15 日（水）

※土・日・祝日を除く
9 時～ 12 時
13 時～ 16 時 全地区

4月 16 日（木） 9時～ 12 時
●受付場所及び問い合わせ先　
　町民生活課税務係（窓口③）　☎ 65－ 2113

確定申告等　期間延長

新型コロナウイルス関連の最新
情報は町ホームページをご覧く
ださい。http://www.town.naie.hokkaido.jp/



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

行政相談・心
配ごと相談・
介護保険住民
相談（文ホ）
9 時～ 12 時

5 6 7 8 9 10 11
内科
岸本クリニック
☎ 66 － 2001

歯科（新十津川町）
新十津川パンダ
歯科
☎ 76 － 3202

家族介護を語
ろう会（保セ）
13 時～
対象：町民

移動図書
（みなクル）
13 時 30 分～

乳児健診・ブッ
クスタート
（保セ）
受付：12 時 45 分
～ 13 時 30 分
対象：3、4、6、7、
9、10 カ月の児

12 13 14 15 16 17 18
内科
町立国保病院

歯科 ( 砂川市）
さとう歯科医院
☎ 53 － 3710

いきいきチェア
ビクス教室
( 保セ )10 時～

無料弁護士相談
（文ホ）
13 時 30 分～

19 20 21 22 23 24 25
内科
町立国保病院

歯科（赤平市）
神山歯科医院
☎ 32 － 2575

ひまわりクラブ
（保セ）
10 時 00 分～
11 時 30 分
対象：65 歳以
上の町民

移動図書
（東町・南町
児童館）
13 時 30 分～

こども朗読講
座『ことばを
つたえる』
（図）
16 時～

移動図書
（みなクル・
北町児童館）
13 時 30 分～

移動図書
（健寿苑・やす
らぎの家・ご
きげん奈井江）
13 時 30 分～

移動図書
（向ヶ丘生活館）
10 時～

こどもの読書
週間行事（図）
13 時 30 分～

26 27 28 29 30

内科
町立国保病院

歯科（滝川市）
メープル歯科
☎ 24 － 5800

なかよし広場
（子セ）
受付：10 時 15 分～

内科
町立国保病院

歯科（芦別市）
はぎわら歯科ク
リニック
☎（0124）
　22 － 5858

☆東町児童館　こいのぼり作り
☆南町児童館　こいのぼり作り
☆北町児童館　こいのぼり作り

4 月 行 事 予 定 

（役）役場代表 ☎ 65 － 2111
（図）図書館・公民館 ☎ 65 － 5311
（文ホ）文化ホール ☎ 65 － 6066
（保セ）保健センター ☎ 65 － 2131
（病）国保病院 ☎ 65 － 2221
（子セ）子育て支援センター ☎ 74 － 6117
みなクル ☎ 74 － 5574

新型コロナウイル
ス感染症の状況に
より中止及び延期
となる場合があり
ます。最新の情報
は各担当に御確認
ください。

4 月 24 日（金）
～ 5月 5日（火）}

【毎週水・金曜日】
健康運動フロア（保健センター）
対象：20 歳以上の町民

受付： 9時30分～17時（水曜日）
  9時30分～12時（金曜日）


