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町からの 

「どさんこ・子育て特典制度 認証カード」を交付します  

北海道では、子育てを応援する「どさんこ・子育て特典制度」を実施しています。 
この制度は、妊娠中の方、もしくは小学生以下の子どもがいる世帯に特典カードを交付し、
子どもと同伴で買い物や施設などを利用する際に、特典カードを提示することで、協賛店舗
から様々なサービスを受けられる、子育て家庭を応援する取組です。 

【特典内容等】 
 特典や利用できる施設など詳しくは、下記の北海道ホームページ「北海道 結婚・妊娠・
出産・育児 総合ポータルサイト」をご覧ください。 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/ikuji/dosanko.html 

【交付について】 
 認証カードの交付を受ける際は、身分を証明する物（運転免許証や健康保険証等）を持参
してください。 

【交付場所】  ◎福祉保健総合センター「きらり」 ◎沙留出張所 

【お問い合わせ】福祉保健総合センター「きらり」福祉保健課社会福祉係 ℡82-4120 

沙留地区 町営プール送迎バス運行のお知らせ  

今年度も子どもたちの夏期休業期間中に合わせて、沙留方面の児童・生徒を始め住民の皆

様方を町営プールまで送迎いたしますバスを運行いたしますので、ぜひご利用ください。 

 送迎日および送迎時間は下記のとおりとなっております。 

【送迎日】  

７月／２５日（月）・２７日（水）・２９日（金） 

８月／３日（水）・５日（金）・８日（月）・１０日（水）・１２日（金）・１７日（水） 

  ※８月１４日（日）～１６日（火）は、夏季休業日のためプールは閉館いたします。 

【出発・到着場所／時間】 

行き 出発 沙留公民館前 １３時３０分 ⇒ 到着 町営プール １３時４５分 

帰り 出発 町営プール  １６時３０分 ⇒ 到着 沙留公民館前 １６時４５分 

（注）帰りのバスに乗車する方は、出発２０分前にはプールから上がり、帰る用意をしてく

ださい。 

【お問い合わせ】 興部町教育委員会 社会教育課 体育振興係 ℡８２－２５５２ 

興部町選挙管理委員会からのお知らせ  

◎網走海区漁業調整委員会委員選挙の執行について 

 海区漁業調整委員会委員の任期が本年８月７日に満了し、これに伴う一般選挙が漁業法

（昭和２４年法律第２６７号）第９４条で準用する公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第３３条第１項の規定により下記の日程で行われます。 

 選挙権のある方は、２０歳以上の方で、１年のうち９０日以上漁業を営み、またはこれに

従事し、海区に沿う市町村に住所または事業場を有することが要件となっております。詳し

くは下記をご覧ください。 

記 

  ・投票日時  ８月３日（水）午前８時から午後６時まで 

  ・投 票 所  興部地区 ～ 浜町会館 

         沙留地区 ～ 沙留公民館 

  ・告 示 日  ７月２５日（月） 

  ・選挙すべき委員の数  ９名 

    網走海区委員の定数は１５名で、選挙による委員のほか、学識経験者４名、公益代 

表委員２名で構成されています。 

  ・投票できる人  

    平成２７年９月１日現在で選挙資格を調査・調整し、１２月５日確定の選挙人名簿 

に登載された方のみが投票できます。（平成２７年１２月６日以降に満２０歳にな 

られた方は投票できません） 

  ・期日前、不在者投票 

    投票当日（８月３日）、何らかの用務等により投票できない方は、下記により期日 

前投票または不在者投票ができます。 

（１）期間及び時間  ７月２６日（火）～８月２日（火） 

               午前８時３０分～午後８時 

（２）場   所    興部町選挙管理委員会事務局（役場１階第１会議室） 

  

有権者のみなさん！明るい選挙を実現するため、選挙の意義を自覚し、 

選挙のルールを守り、進んで投票に参加しましょう。 

また、選挙当日に仕事や旅行などで投票できない方々は、期日前投票 

または不在者投票制度を活用し、選挙権の行使に努めましょう。 
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健康推進係からのお知らせ  

１．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 水曜日 

実 施 場 所 8 月 9 月 

興部町福祉保健総合センター

「きらり」内 診察室 

３日（水） 

14:00～ 

７日（水） 

14:00～ 

（３）費用・支払方法  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ご持参ください。 

・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証 

（４）予約受付期間  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（〒094-0007 紋別市落石町１丁目３番３７号） 

℡ ０１５８-２４-３１１１ 

２．乳がん検診・子宮がん検診のお知らせ 

乳がん検診・子宮がん検診の申込みを受付しております。 

子宮がん検診の申し込みは 7 月１日（金）までとなっておりましたが、まだ空きがありま

すので、７月２９日（金）まで延期いたします。 

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は、是非この機会にお申込

みください。 

なお、子宮がん検診の HPV 検査の料金が変更となっています。ご確認ください。 

＜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 

子宮がん検診 ２０歳以上 
８月５日（金） 午前 8：30～10：00（きらり） 

午後 1：00～２：00（沙留公民館） 

乳がん検診 ４０歳以上 

９月２７日（火）午前 8：４５～10：４５（きらり） 

午後 ０：３0～２：00 （きらり）  

９月２８日（水）午前 8：４５～10：４５（沙留公民館） 

※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＞ 

＜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回の受診となっておりま

すが、２７年度受診された方も全額自己負担にて受診することができます。 

・２７年度に全額自己負担で受診された方は申し込みの際にお伝えください。今年度は 

町からの助成金額で受診することができます（乳がん：1,800 円、子宮がん 1,700 円） 

・２７年度に無料クーポン券で受診された方も助成金額での受診が可能です。 

・ご自分の受診歴がわからない場合は申し込みの際にお問い合わせください。 

＜全額自己負担で受診する場合の料金＞ 

子宮がん検診 

・子宮頸がん検診：5,870 円（頸部検診 5,350 円、超音波検査 520 円） 

・体部検診 2,550 円（必要時実施） 

・ＨＰＶ検査：自己負担 4,890 円（希望者） 

乳がん検診 
・問診、マンモグラフィ検査 50 歳未満：二方向撮影 6,790 円 

50 歳以上：一方向撮影 5,760 円 

＜申し込みについて＞ 

・申込み期間：  子宮がん検診 ７月２９日（金）まで延長いたします。 

乳がん検診  ８月１９日（金）まで 

        ※定員になり次第、締め切らせて頂きますのでご了承ください。 

・電話又は来所でお申込みください。 

・検診日、時間（午前・午後）のご希望をお伝えください。 

・１日に受診できる人数が限られているので、キャンセルや変更等は必ずご連絡ください。 

・申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。 

＜乳がん・子宮頸がん 無料検診について＞ 

乳がん・子宮頸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

へ個別に配布しております。この機会にぜひ検診受診をご検討ください。 

お申込み・お問い合わせにつきましては、健康推進係までご連絡をお願いいたします。 

＜平成 2８年度 無料クーポン対象者＞ 

・乳がん検診：40～６０歳までの 5 歳刻みの年齢の方 

・子宮頸がん検診：20～40 歳までの 5 歳刻みの年齢の方 

＜お問い合わせ・申込み＞ 「きらり」内 福祉保健課 健康推進係  ℡８２－４１７０ 

 料 金 検査内容 

子宮がん検診 1,700 円 

【頸部検診：全員実施】 

・問診、細胞診・超音波検査 

※ＨＰＶ検査：希望する方は、 

 自己負担（4,890 円）にて

受けることができます。 

【体部検診：必要時実施】 

・細胞診 

・超音波検査 

※別途自己負担：2,550 円 

乳がん検診 1,800 円 

・問診  

・マンモグラフィ検査  

（50 歳未満：二方向  50 歳以上：一方向） 
※Ｈ27 年度まで実施していました医師による視診と触診については、

国の「がん検診実施のための指針」改正により、28 年度は、マンモ

グラフィ単独となりましたのでご了承ください。 
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３．ウォーキング教室のご案内 

 毎年恒例となりました興部町ウォーキングマップの目的別ウォーキング教室を下記の日

程で行います。それぞれの特徴を活かしたコースは、ウォーキングを体験したい人から日常

的に行っている方、老若男女問わず楽しめるコースとなっています。健康づくりのために皆

さんでウォーキングを楽しみませんか？ 

個人の体力やからだの状態に合わせて、スタッフがサポートしますので、ウォーキング初

心者の方もどなたでも参加可能です。 

開 催 日 コース名 時 間 集合場所 

第３回 7月29日（金） 
沙留 

（スッキリコース） 
8：45～12：00 沙留公民館 

第４回 9 月 6 日（火） 
モーモー城 

（足腰強化コース） 
8：45～12：00 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

◎沙留コースを希望される方で、現地まで送迎を希望される方はご相談ください。 

◎申し込みされた方へは、個別に案内文書をお送りいたします。 

（１）内 容 実践講話（ウォーキングの基礎知識・健康管理 

自律神経測定（第３回）、10ｍ歩行測定（第４回）） 

（２）講 師 一般社団法人 地域ウエルネス・ネット フィットネスアドバイザー 

（３）持ち物 タオル・飲み物・上靴（第４回のみ） 

（４）その他 希望される回のみの参加も可能です。 

ひまわり基金法律事務所無料法律相談（事前予約制）のお知らせ 

紋別市に開設されております「ひまわり基金法律事務所」では、興部町において毎月１回

の無料法律相談を実施していますので、ご案内いたします。 

もし身近に法律に関する問題がありましたら、この機会に相談してみてはいかがでしょう

か。是非お気軽にお申し込みください。 

・日  時  ８月２日（火） 午前１０時～１２時（一人３０分程度を予定） 

・場  所  興部町中央公民館 

・相談内容  法律相談全般 

（例 多重債務・離婚・交通事故・相隣関係・借地借家・相続・刑事事件・犯罪被害者他） 

・事前予約  相談には『事前予約』が必要となります。 

予約状況によっては予約の受付ができない場合があります。 

・相談担当  流氷の町ひまわり基金法律事務所    弁護士 長岐 和恵 

 ・電話予約  紋別ひまわり基金法律事務所 ℡０１５８－２６－２２７７ 

道新三坂販売所杯パークゴルフ大会のお知らせ  

興部町パークゴルフ協会興部支部では、下記の大会要項により三坂新聞販売所杯パークゴ

ルフ大会を開催いたしますので、皆様の参加をお待ちしております。 

１．主  催  興部町パークゴルフ協会 興部支部 

２．協  賛  道新三坂販売所 

３．大会日時  平成２８年７月３１日（日） 小雨決行 

         ・受  付  午前 ８時１０分 

         ・開 会 式  午前 ８時３０分 

         ・競技開始  午前 ８時４０分 

         ・閉 会 式  午前１１時１５分 

４．大会場所  興部パークゴルフ場 

５．参 加 料   興部支部会員 ５００円 

会員以外 １,０００円（当日徴収） 

６．参加資格  パークゴルフ愛好者であれば、どなたでも。 

７．競技方法  日本パークゴルフ協会規則に基づき、男女別個人戦３６ホールストロー

クプレイとし、同スコアの場合、優勝者のみサドンデスプレイオフで、

その他はカウントバック方式を採用する。 

８．表  彰  男女とも優勝、準優勝及び入賞者。その他各賞。 

９．参加申込  ７月２６日（火）までに、PG 場大会参加申込書に記入又は、パークゴ

ルフ協会事務局長の鼻田まで申込のこと。（℡８２－３１９２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年７月１５日で 
町内・町民の 
交通死亡事故ゼロ３２５６日 

スピードダウンとシートベルトの全席着用 
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名寄線代替バス「バス１日無料乗り放題」の実施について  

名寄線代替バス運営協議会（名寄市・下川町・西興部村・興部町・紋別市・湧別町・遠軽町）では、７月２３日（土）に名寄線代替バス「バス１日無料乗り放題」を運行いたします。 

 沿線の各市町村でも様々なイベントがありますので、是非この機会にバスをご体験ください。皆さんのご利用をお待ちしております。 

運行時間については、下記のとおりとなっておりますので、ご確認願います。なお、 興浜南線代替バス（雄武発着便）につきましては、対象となっておりませんので、ご注意願います。 

（企画財政課地域振興係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


