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運転免許更新時講習
■優良運転者（30 分）

○日時　4月 21 日（木）18 時～

○場所　文化ホール

※事前に警察署での手続きと受講
予約が必要です。

○募集戸数　

　桜ヶ丘団地　1戸

　2LDK・高齢者向け

　（シルバーハウジング）

○募集期間　

　3月 15 日（火）～

　3月 31 日（木）まで

○家賃　

　月額 18,100 円～ 35,600 円

○その他　申込要件等詳細は、町

　ホームページ又は下記までお問

　い合わせください。

○申込み・問い合わせ

　建設環境課建築公住係（窓口⑦）

　☎ 65 － 2116

固定資産課税台帳の縦覧

　令和 4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（金）～ 5月 2日（月）

　※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。

小中学校給食費助成

　令和 4年度の小中学校給食費の

助成につきまして、2 人目のお子

様に対して半額、3 人目以降のお

子様に対して全額助成いたします。

　詳しくは、学校で配られた「小

中学校給食助成について」のチラ

シをご覧ください。

　なお、助成を希望される方は、

上記チラシと共に配布した申請書

に必要書類を添えて、下記まで提

出してください。（町ホームペー

ジからもダウンロード可能）

　詳しくは、上記チラシまたは町

ホームページにてご確認ください。

※本助成は申請に基づくものとな

ります。前年度助成を受けている

方も再度申請が必要です。

　該当する方であっても、申請が

ない場合は助成対象となりません

のでご注意ください。

○受付期間　4月 15日（金）まで
○申請・問い合わせ　
　教育委員会教育支援係（窓口⑳）

　☎ 65 － 5381

　住民税非課税世帯に対する臨時

特別給付金の申請期限は、4月 30

日（土）までです。（消印有効）

※期限が過ぎると受付ができませ

　ん。申請書がお手元に届いた方

　で申請をされてない方は、お忘

　れのないようご注意ください。

※令和 3年 1月以降に収入が減少

　し、「住民税非課税相当」となっ

　た世帯（家計急変）の申請は、令

　和 4 年 9 月 30 日（金）が期限に

　なっています。

〇申し込み・問い合わせ

　保健福祉課福祉係（窓口⑤）

　☎ 65-2119

光回線未整備地区サービス提供開始

詳細はNTT東日本ホームページをご覧ください

開始予定：令和4年 3月 15日

URL:https：//www.ntt-east.co.jp/hokkaido/news/

　国の「高度無線環境整備推進事業」
を活用した未整備地区の高速ブロー
ドバンドサービスについて、NTT
東日本からサービス提供の開始が発
表され、奈井江町全域が対象地区と
なりました。

奈井江町立国民健康保険病院では、新たにマイナンバーカードの顔認証リーダを導入しました。

今後は、保険証の代わりとしてマイナンバーカードを利用することができるようになります。

　※マイナンバーカードを保険証として登録されていない場合は、その場で登録することができます。

町立国保病院でマイナンバーカードを保険証として利用できます

公営住宅入居
（桜ヶ丘団地）の一般公募

【問い合わせ】奈井江町立国民健康保険病院　☎ 65-2221

サービス付⾼齢者向け住宅 あんしん ⼊居者募集
○居室の種類

　2人もしくは１人でも入居可能な居室１室

○対象者

① 60 歳以上の方

② 60 歳未満で要支援認定もしくは軽度の要介護

　認定（以下「要支援認定等」）を受けている方

③上記①、②の配偶者、60 歳以上の親族、60 歳

　未満で要支援認定等を受けている親族

○入居費用月額（1日 3食付きの場合）

・２人での入居　123,400 円～ 196,000 円

  　　（収入で変動）

・１人での入居　140,000 円

　※電気料、冬季暖房費別途

町立国民健康保険病院総務係　☎ 65 － 2221

申込方法、部屋の間取り、受けられるサービ

ス内容などの問い合わせは下記まで

忘れていませんか？非課税

世帯等臨時特別給付金



4 月 行 事 予 定 

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

内科
岸本クリニック
☎ 66 － 2001

歯科 (滝川市)
若葉台病院
☎ 75 － 2266

家族介護を語
ろう会（保セ）
13 時～ 15 時
対象：町民

行政相談・心
配ごと相談・
介護保険住民
相談（文ホ）
10 時～ 12 時

10 11 12 13 14 15 16

内科
町立国保病院

歯科(新十津川町)
ひらやま歯科
☎ 72 － 2323

移動図書
（みなクル）
13 時 30 分～

ひまわりクラ
ブ【要予約】
（みなクル）
9 時 30 分～
対象：65 歳以
上の町民

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 か月の児

17 18 19 20 21 22 23

内科
町立国保病院

歯科(滝川市)
河村歯科
☎ 74 － 6332

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 ～
15 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～

24 25 26 27 28 29 30

内科
町立国保病院

歯科(砂川市)
さとう歯科医
院
☎ 53 － 3710

なかよし広場
（子セ）
10 時 30 分～

移動図書
（みなクル）
13 時 30 分～

移動図書
（北町・南町児
童館）
13 時 30 分～

内科
町立国保病院

歯科(妹背牛町)
定岡歯科医院
☎（0164）
　32 － 4118

（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

【毎週水曜日】（事前予約制 )

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）

新型コロナウイルスの
感染拡大により中止及
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。

☆南町児童館 こいのぼり作り

　4月 1日（金）～ 4月 30 日（土）

☆北町児童館 こいのぼり工作

　4月 1日（金）～ 4月 30 日（土）

マイナンバーカード
夜間・休日窓口

☆休日窓口

8 時 30 分から 12 時まで

毎週木曜日 19 時まで

☆夜間窓口

4 月 24 日（日）

4月 10 日（日）

（予約は不要）

（前日まで要予約）

新型コロナウイルス感染対策の徹底を !!
　3 月に入り町内でも数件のコロナウイルス感染が確認されています。町

民の皆様におかれましては、感染しない、広げないためにも引き続き感染

防止対策の徹底をお願いします。

　また、就職や卒業・進学時期を迎え、人の移動や会食の機会が増えるこ

とから、こうした場面においても、感染防止行動の徹底をお願いします。


