７．送迎バスの運行日程
○宇津・北興地区

第１１３７号 全６ページ
２０１４年 ９月１日号

町からの

お知らせ

・宇津集落センター
・旧北興３区入口
・北興研修センター
・三好宅前
・新町跨線橋前

８時３０分
８時３５分
８時４０分
８時４５分
８時５０分

○秋里地区

・朝日１区会館
・中里宅前
・秋里集落センター
・桑辺（敏）宅前
・桑野（静）宅前
・興部中学校前

８時３０分
８時３５分
８時４０分
８時４５分
８時５０分
９時００分

○豊野地区

・安部宅前
・長谷川宅前
・豊野集落センター
・豊野入口

８時４０分
８時４５分
８時５０分
８時５５分

平成２６年度 興部町敬老会の開催について
多年にわたり社会に貢献してきた高齢者を敬愛し、長寿をお祝いする敬老会を下記によ
り開催致します。
対象者には、直接案内状を送付しておりますが、該当される方で案内のない場合には、
福祉保健課高齢者福祉係（電話８２－４１８０）までご連絡下さい。
記
１．主

催

興

２．日

時

平成２６年９月１２日（金）
午前９時３０分～正午

３．場

所

興部町総合センター

○沙留地区

９月１日現在において興部町に居住する方で、昭和19年12月31日ま
でに生まれた方。

・沙留公民館前
・沙留西町奈良宅前

８時４５分
８時５０分

○富丘・住吉地区

・富丘福祉の家前
・紙西宅前
・住吉老人寿の家前

８時２０分
８時２５分
８時３５分

○浜町・宮下地区

・浜町会館前
・宮下集会所前

８時４５分
９時００分

４．参加対象者

部

町

５．敬老祝金の授与
※９月１日現在において、興部町に引続き１年以上居住する昭和19年12月31日
までに生まれた方で、長寿を祝う節目の年齢を迎えた方に対して祝金を贈呈致
します。
６．敬老祝金支給対象者

ＴＶｈ興部デジタルテレビ中継局開局のお知らせ

（１）満７０歳に達した者（昭和19年1月1日から昭和19年12月31日に生まれた方）
（２）喜寿（数え７７歳）（昭和13年1月1日から昭和13年12月31日に生まれた方）
（３）傘寿（数え８０歳）（昭和10年1月1日から昭和10年12月31日に生まれた方）
（４）米寿（数え８８歳）（昭和 2年1月1日から昭和 2年12月31日に生まれた方）
（５）卒寿（数え９０歳）（大正14年1月1日から大正14年12月31日に生まれた方）
（６）白寿（数え９９歳）（大正 5年1月1日から大正 5年12月31日に生まれた方）

町では、民法テレビ放送のＴＶｈ（テレビ北海道）について、興部中継局の開局に向けて
現在工事を行っております。
ＴＶｈ放送は、沙留地区についてはすでに紋別中継局から視聴できていますが、この度、
興部地区においても９月中旬から「試験電波」を発信し、１０月初旬にはＴＶｈの放送が視
聴できる予定ですのでお知らせいたします。
※この予定は工事進捗状況により変更となる場合があります。
○役場企画財政課 地域振興係

（７）満１００歳に達した者（大正3年1月1日から大正 3年12月31日に生まれた方）

町からのお知らせ ９月 1 日号 －1－

℡８２－２１３１（内線３２２）

乳がん検診

平成２６年度 乳がん検診・子宮がん検診のお知らせ
２６年度 乳がん検診・子宮頸がん検診の申込みを受け付けております。
本年度が２年に１度の検診に該当する方、無料クーポン券をお持ちの方、無料クーポン券再
発行の対象となる方は、ぜひこの機会にお申込みください。詳しくは内容をよくご覧の上お
問い合わせ下さい。
＜検診日程＞
※乳がん検診・子宮がん検診は別日程となります。
検診内容
対象
期日・会場
受付時間
子宮がん検診 ２０歳
９月 １７日(水) 午前
８：３０～１０：００
以上 福祉保健総合センター「きらり」
同 日
午後 沙留公民館 １３：００～１４：００
乳がん検診
４０歳 ９月 ２５日(木) 午前・午後
８：４５～１０：４５
以上
福祉保健総合センター「きらり」
９月２６日(金) 午前沙留公民館 １２：１５～１３：４５
※検診当日は混雑を避けるため、受付時間を振り分けてご案内いたします。
＜検診内容＞

子宮がん検診

乳がん検診

自己負担
検査内容
料
金
1,700 円 ①頸部検診(全員に実施)
③体部検診(必要な方に実施)
・問診・頸部細胞検査
※料金別途自己負担：
②超音波検査（全員に実施）
2,550 円
1,800 円 ①一次検診(全員に実施)
②二次検診(必要な方にレン
・問診・視診・触診
トゲン撮影)
・マンモグラフィ検査
※料金別途自己負担：
50 歳未満：二方向撮影 1,500 円～ 5,000 円程度
50 歳以上：一方向撮影

＜検診対象＞
乳がん検診、子宮がん検診ともに厚生労働省指針により２年に１度の受診となっておりま
すが、２５年度受診された方も実費にて受診することができます。
※２５年度に実費受診された方は申込みの際にお伝えください。
２５年度に実費負担で受診された方が２６年度も受診する場合は、通常の自己負担料金
（乳がん：1,800 円、子宮がん 1,700 円）となります。
※２５年度に無料クーポン券で受診された方が２６年度も受診される場合は、通常の自己負
担料金（乳がん：1,800 円、子宮がん 1,700 円）となります。
ご自分の受診歴がわからない場合などは申込みの際にお問い合わせください。
実費で受診する場合の料金
子宮がん検診 ・頸部検診 5,350 円、超音波検査 520 円 (全員に実施)
・体部検診 2,550 円 (必要な方に実施)

・一次検診（全員に実施）50 歳未満：二方向撮影 6,790 円
50 歳以上：一方向撮影 5,760 円
・二次検診(必要な方にレントゲン撮影)
1,500 円～5,000 円程度
＜申し込みについて＞
・申し込み期間：子宮がん検診・乳がん検診ともに：随時申込みを受け付けております。
※定員になり次第、締め切らせて頂きますこと、ご了承ください。
・電話又は来所でお申し込みください。
・検診の日にち、時間（午前・午後）のご希望をお伝えください。
・１日に検診できる人数が限られていますので、キャンセルや変更等は必ずご連絡ください。
※申し込みされた方には検診日程が近くなりましたら案内文書をお送りします。
※２６年度分の検診無料クーポン券をお持ちの方で受診を希望される場合は是非お申し込
みください。
＜お問い合わせ・申し込み＞
福祉保健課 健康推進係
電話：８２－４１７０

乳がん・子宮頸がん・大腸がん 無料検診について
乳がん・子宮頸がん・大腸がんの各検診につきまして、【無料クーポン券】を特定の年齢
に達した方へ配布しております。
平成 26 年度については、乳がん 40 歳、子宮頸がん 20 歳、大腸がん 40～60 歳まで
の 5 歳刻みの年齢の方を無料検診の新規対象としています。
また、平成 21 年度～24 年度の間に乳がん・子宮頸がん検診の無料検診に該当していた
方の中で、未受診の方に対してクーポン券を再発行し、無料で検診を受けていただくことの
できる制度が新たに開始されました。
該当となっている方へは個別にご案内しておりますので、この機会にぜひ検診受診をご検
討ください。申込み・お問い合わせにつきましては、健康推進係までご連絡お願いいたしま
す。
◆下記についてよくご覧の上、受診検討をお願いいたします◆
①個人によって、無料受診できる検診内容が異なります。
②過去に無料検診該当者で未受診であった方の中で、乳がん検診は６０歳、子宮頸がん検診
は４０歳を過ぎている方は、再発行の対象にはなりません。
③過去に他市町村の無料クーポン券を利用し検診を受けたことのある方は、再発行の対象に
はなりません。
【平成 21 年度～平成 24 年度の間に無料検診該当となっている方】
＊乳がん
：昭和 28 年 4 月 2 日～昭和 47 年 4 月 1 日生まれの方
子宮頸がん：昭和 48 年 4 月 2 日～平成 4 年 4 月 1 日生まれの方
＜お問い合わせ・申し込み＞
福祉保健課 健康推進係

町からのお知らせ ９月 1 日号 －2－

電話：８２－４１７０

平成２７年度興部町職員（一般事務）採用試験（町単独）について
興部町では、不足している年代（３０歳代）の職員補充により、年齢層の平準化を進める
ため、町単独による職員採用試験を下記のとおり実施いたします。（オホーツク管内町村職
員採用試験では、年齢制限があり受験できないため、町単独による採用試験を実施します。
）
１．試験区分
高校卒・大学卒 一般事務職（行政一般、情報）
２．受験資格
①一般事務職（行政一般）
昭和５０年４月２日から昭和６０年４月１日までに生まれた方
②一般事務職（情報）
昭和５０年４月２日から昭和６０年４月１日までに生まれた方で情報管理関係の
資格を有し、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワークに関する知識並びにシス
テム管理に必要な知識を有する方
※ ①と②の併願はできませんので、申し込みの際ご注意ください。
３．試験方法及び日時
【一次試験】
日
時
平成２６年１０月５日（日曜日）
午前１０時００分～午前１１時４０分（着席午前９時４０分）
試験内容
論文試験、職場適応性検査
【二次試験】
日
時
一次試験合格者に対し、別途通知します。
試験内容
面接試験
４．試験場所
紋別郡興部町字興部７１０番地 興部町役場３階大会議室
５．合否発表
一次、二次試験とも受験者に通知します。
６．申込書用紙等の請求
【請求先】
興部町役場 総務課 総務厚生係
※興部町ホームページよりダウンロードできます。（Ａ４版両面）
７．申込先及び申込方法
②の一般事務職（情報）に申込をされる方は、資格証明書等の写しを添付してくださ
い。
申込書に所定事項を記入（自筆）し、興部町役場総務課総務厚生係へ郵送または持参
してください。
８．申込期間
平成２６年８月１８日（月）から平成２６年９月１２日（金）まで
※郵送の場合は、９月１２日（金）までの消印があるものに限り受付します。
※持参する場合の受付時間は、午前８時３０分から午後５時００分まで
９．採用予定者数
① 若干名
② １名
１０．問い合わせ先
〒０９８－１６９２ 紋別郡興部町字興部７１０番地
興部町役場 総務課 総務厚生係（℡０１５８－８２－２１３１ 内線３１３）

平成２７年度興部町職員（消防職員）採用試験について
１ 採用予定者数
２名
２．勤務場所・内容
紋別地区消防組合消防署興部支署 消防業務全般
３ 採用予定日
平成２７年４月１日
４．応募資格
（１） 平成７年４月１日までに生まれた者で救急救命士免許及び第１種普通自動車免許
（オートマチック限定免許を除く）を取得又は取得見込みの者。
（２） （１）の要件を満たしていても次のいずれかに該当する者は応募できません。
１．日本の国籍を有しない者。
２．地方公務員法第１６条各号(欠格条項)に該当する者。
（３） 身体等に関する要件
身

長

おおむね 160cm 以上であること（女性

体

重

おおむね 50kg 以上であること（女性

おおむね 155cm 以上）

おおむね 45kg 以上）

5 応 募 方 法
（１） 職員採用試験申込書
※採用試験申込書様式は興部町 WEB ページからダウンロードしてください。
（Ａ４版両面）
※所定事項を記入（自筆）し以下の書類を添付下記申し込み先に提出してください。
（２） 成績証明書１通（救急救命士養成所等発行のもので授業出欠状況も記載されてい
ること）
（３） 救急救命士免許取得見込みの者は救急救命士養成所等の卒業見込み証明書
（４） 救急救命士免許及び第１種普通自動車免許を取得している者は免許証の写し
6．申込期間
平成２６年８月１８日(月)から平成２６年９月１２日(金)まで
※郵送の場合は、９月１２日(金)までの消印があるものに限り受け付けます。
※持参する場合の受け付け時間は、午前８時３０分から午後５時００分まで
7 試験日時・会場
平成２６年１０月中旬 応募された方に後日通知します。
8 選 考 方 法
個人面接試験
9．そ の 他
（１） 提出書類はお返しできませんのでご了承願います。
（２） 試験結果は、受験者に合否を郵送で通知します。
10．申し込み先

11

問合せ先

町からのお知らせ ９月 1 日号 －3－

〒098-1692 紋別郡興部町字興部 710 番地
興部町役場総務課 総務厚生係
（℡ 0158-82-2131
内線 313・314）
紋別地区消防組合消防署興部支署 総務係
つ ち や
（担当：土屋、村上）℡0158-82-2136
むらかみ

通行止めについてのお願い

第２７回おこっぺ牛乳の里マラソン大会が開催されます

町では、興部・沙留神社祭典のため、次の路線を一部通行止めといたします。地域の皆様
には何かとご不便をおかけしますが、ご協力下さいますようお願いいたします。
路

線

名

興部神社祭典

北１条道路・西２丁目道路
※各一部分

沙留神社祭典

沙留旭町１号道路・沙留神社道路
しおさいロード
※各一部分

期

間

第２７回おこっぺ牛乳の里マラソン大会が１０月５日（日）に興部小学校を会場に開催さ
れます。今年も、町内外から多数のランナーが参加され、３ｋｍコースからハーフマラソン
までの各コースを走り抜けますので、町民の皆様のあたたかい声援をお願いいたします。
●開 会 式：８時５０分から

９月９日（火）～９月１１日（木）

●スタート：ハーフマラソン～９時２０分

３km～９時３０分

５km・１０km １０時１０分
９月１２日（金）～９月１３日（土）

・通行止め箇所図（興部神社祭典）

公衆浴場の無料開放について
・通行止め箇所図（沙留神社祭典）

興部町公衆浴場について、次のとおり高齢者を対象に浴場を無料開放しますのでご利用
ください。
１．実施日時等

興部町公衆浴場
平成２６年９月１５日（月）～９月２０日（土）
午後５時～午後９時 です。

２．対

６５歳以上の町民（介添者を含む）

象

者

※不明な点は、興部環境事業組合
までお問合せください。

町からのお知らせ ９月 1 日号 －4－

担当

㈱マルコウ

長坂 廣行（℡ ８２-２０１５）

（４）受付方法

ヒグマによる事故を防ぐために

予約制といたしますので、接種希望日の１週間前までに国保病院窓口
または電話での予約が必要となります。

収穫の秋を迎え、山菜採りが盛んになる季節になります。
この時期には、山にてヒグマとの遭遇も多くなることが考えられます。ヒグマによる事故
を防止するため、町民の皆さん一人ひとりに事故防止の意識を強く持っていただくことが大
切です。野山に入る際には特に次のことに注意してください。

（５）予約申込先

○役場等で事前にヒグマの出没状況を確認しましょう。

◎水痘ワクチン

○野山では単独行動を控えましょう。

（１）対象年齢

○鈴を携行するなど、人の存在を早めにヒグマに知らせる工夫をしましょう。

（２）接種回数及び助成額

○においの強いものはヒグマを引き寄せる場合がありますので、残飯や空き缶などのゴミは
必ず持ち帰りましょう。

（３）標準的な接種期間

『ヒグマ注意特別月間』

９月 ６日（土）～１１月

内線２３２）

１．９月に実施する健診等事業
事 業 名
期 日

会
場
福祉保健総合センター
フ ッ 素 塗 布 ９月５日（金） １３:３０ ～ １４:３０
「きらり」
福祉保健総合センター
乳児健康診査 ９月１８日（木） １２:３０ ～ １４:００
「きらり」
※乳児健康診査の対象となるお子さんのいるご家庭へは、健診日が近くになりまし
たらご案内をお送りいたします。

受 付 時 間

２．乳幼児の「定期予防接種」に係る実施日・受付方法について
実施日並びに受付方法は下記のとおりとなっておりますので、接種に当たっては計画
を立ててお申込みをしてください。
（１）実 施 日

毎週水曜日（全てのワクチンが接種できます。
）
＊祝祭日は実施いたしません。

（２）実施時間

１４:３０～１６:３０

（３）実施人数

２０名程度

生後１２月（1 歳）から生後３６月（3 歳）に至るまでの間にある方
３月以上の間隔をおいて、合計２回接種（無料）
生後１２月(1 歳)から生後１５月(1 歳 3 か月)に至るまでに
初回接種を行い、追加接種は初回接種終了後６月から１２月
に至るまでの間隔をおいて１回行います。

（４）経過措置（平成２６年度に限る）
生後３６月（３歳）から生後６０月（５歳）に至るまでの間にある方を対象とし、
生後３６月以前に接種されたことがない方は１回接種します。
（５）そ の 他

９月の予防接種・健診等日程

電話 ８２－２３１０

３．
「水痘ワクチン」と「成人用肺炎球菌ワクチン」が平成２６年１０月１日より定期予防
接種に加わります。

３日（月）まで（５９日間）

※ヒグマを目撃したときは、出没状況をお知らせください。
（住民課 住民環境係 電話８２－２１３１

興部町国民健康保険病院

既に水痘にかかったことがある方は接種対象外です。
また、任意接種として既に水痘ワクチンの接種を受けたことがある方
は、既に接種した回数分の接種を受けたものとみなします。
（経過措
置対象者も含む）

※対象年齢の方には９月中にご案内と予診票を送付いたします。
◎成人用肺炎球菌ワクチン（接種を受ける法律上の義務はなく、かつ、自らの意思で接種を
希望するかたが対象）
１０月より定期予防接種（助成が受けられる予防接種）となることから、接種できる対
象年齢が５歳刻みとなり対象年齢の間の年齢の方は任意予防接種となり接種をお待ち
いただく必要があります。
（１）対象年齢

６５歳の方及び６０歳以上６５歳未満の方であって、心臓、腎臓若しく
は呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる、免疫の機能に障害を
有する方

（２）接種回数及び自己負担額
１回接種
自己負担額 ２，０００円
但し、生活保護世帯及び町民税非課税世帯の方は自己負担額が免除となりますの
で、健康推進係にお申し出ください。
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（３）経過措置（平成２６年度から平成３０年度まで）
該当する年度に６５歳、７０歳、７５歳、８０歳、８５歳、９０歳、９５歳、
１００歳となる方を対象とします。 また、平成２６年度に限り１０１歳以上
となる方も対象となります。
（４）そ の 他

既に肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある方は接種対象外とな
ります。
≪お問合せ先≫ 興部町福祉保健総合センター「きらり」
福祉保健課 健康推進係 電話 ８２－４１７０

４. 広域紋別病院精神科巡回診療について
興部町での診療日程は次のとおりです。原則、予約が必要となりますので、診察を希
望される方は事前に電話等により、直接広域紋別病院へお申し込みください。
（１）対 象 者

こころの健康に関してお困りで医療機関への通院が困難な方

（２）巡回日程

原則毎月１回

実

施

場

所

9月

3日
興部町福祉保健総合
(水)
センター
14:00
「きらり」内 診察室
～
（３）費用・支払方法

５.こころの健康相談の実施について
紋別保健所では、広域紋別病院精神科医師によるこころの健康相談を実施しています。
「家族が元気なく、沈み込んでいる」「最近、夜眠ることができない」などの心配事があ
りましたら、ぜひ紋別保健所こころの健康相談を活用してください。
（１）日

程

（２）場

所

11 月

12 月

1月

2月

3月

1日
(水)
14:00
～

5日
(水)
14:00
～

3日
(水)
14:00
～

7日
(水)
14:00
～

4日
(水)
14:00
～

4日
(水)
14:00
～

紋別保健所

（３）お問い合わせ先

月
９月
１１月
１月
３月

水曜日
10 月

奇数月第２月曜日(詳細は下記のとおり) １５：００～１７：００
※１週間前までに予約が必要です。
※１月については、第２月曜日が祝日のため第３月曜日に実施予定です。

紋別保健所健康推進課健康支援係
電話 ０１５８-２３-３１０８
日
程
平成２６年 ９月 ８日
平成２６年１１月１０日
平成２７年 １月１９日
平成２７年 ３月 ９日

（月）
（月）
（月）
（月）

保険診療となりますので、必ず保険証を持参してください。
診療費は後日ご自宅に送付する納入通知書により最寄りの金融
機関又は広域紋別病院会計窓口でお支払いください。
また、次のものをお持ちの方は併せて持参してください。
＊広域紋別病院の診察券
＊自立支援医療(精神通院医療)の受給者証及び管理票
＊他の公費負担受給者票

（４） 予約受付時間

月曜日から金曜日まで

１４：００～１７：００
（診療日の前週の金曜日まで）

（５） 予約申込先

広域紋別病院（〒094-8709 紋別市緑町 5 丁目 6 番 8 号）
電話 ０１５８-２４-３１１１

平成２６年９月１日で
町内・町民の
交通死亡事故ゼロ２５７３日
スピードダウンとシートベルトの全席着用
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