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町からの 

興部町役場庁舎内の電話番号が        
１０月１９日（月）から変わります！ 

役場庁舎内の電話につきまして、老朽化した機器の更新に併せて、平成２７年１０月１９

日（月）から各課への直通電話（ダイヤルイン）となります。 

現在、役場庁舎に電話をすると電話交換手が対応して、各課に転送しておりますが、各課

への直通電話では、ご用件に応じて担当課へ直接電話をしていただくことになります。 

なお、どの課にかければよいか分からない場合やつながりにくい場合には、今までどおり

代表電話番号にお電話いただくことになります。 

※別刷りの紙にて「ダイヤルイン電話番号一覧表」（保存版）をご家庭に配布いたします

ので、見やすいところに貼り、番号をお確かめください。 

マイナンバー制度 ～ 個人番号「通知カード」の        
全世帯への配達時期について 

平成２７年１０月からマイナンバー制度がスタートしました。 

個人番号については、「通知カード」により世帯ごとに通知されます。 

全国で配達される「通知カード」は、１０月中旬から順次、 

市区町村ごとに配達される予定となっております。 

興部町においては１１月中旬から１１月下旬にかけて、 

書留郵便により世帯ごとに配達される予定となっており 

ますので、お知らせいたします。 

 

◎この件に関する問い合わせ先 

役場住民課 戸籍年金係（℡８２－２１３１内線２２３） 

（※１０月１９日より、住民課直通 ℡ ８２－２１６４となります。） 

 

 

 

 

 

一日行政相談所の開設  

役所の手続きやサービスについてこんなことはありませんか？ 

  ◆困りごとがあるが、どこに相談してよいかわからない 

  ◆役所の説明や事務の取扱が納得できない 

  ◆制度や仕組みがわからない 

 行政相談は、このような皆さんからの苦情・要望のほか、年金・医療保険・道路・雇用・

登記などのご相談をお受けします。お気軽にご相談下さい。 

記 

 ■日    時   平成２７年１０月２２日（木） 

１３時３０分から１５時３０分まで 

 ■場    所   興部町中央公民館 託児室 

 ■行政相談委員   伊 藤 厚 子 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

公衆浴場 営業日変更のお知らせ   

 公衆浴場の営業日について、次のとおり１１月～３月期の営業日となりますので、お知

らせ致します。確認の上、ご利用ください。 

【興部町公衆浴場】 

期  間 営業時間 定 休 日 

１１月 ～ ３月 

午後５時～午後９時 

火曜日・木曜日・日曜日 

  ４月 ～ １０月 日曜日 

※ご不明な点は、興部町公衆浴場指定管理者 興部環境事業組合 

（担当窓口 ℡８２-２０１５ 長坂）までお問合せください。 

 

 

お知らせ 
 

マイナちゃん 

総務省の行政相談週間 

１０月１９日（月）～２５日（日） 
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緊急地震速報の訓練について  

11 月 5 日の「津波防災の日」に合わせて、緊急地震速報の訓練を下記のとおり実施いた

しますので、お知らせいたします。 

緊急地震速報は、地震の発生直後に、強い揺れの到達時刻や震度を予想し、可能な限り素

早く知らせる情報のことです。強い揺れの前に、自らの身を守ったり、列車のスピードを落

としたりするなどの活用がされています。 

緊急地震速報を発表してから揺れが到達するまでの時間は、数秒から長くても数十秒程度

と極めて短く、震源に近いところでは速報が間に合いません。また、ごく短時間のデータだ

けを使った速報であることから、予測された震度に誤差を伴うなどの限界もあります。 

緊急地震速報を見聞きした際に慌てずに身を守る行動をとるためには、日頃からの備えが

重要です。今回の訓練は、住民の方々に参加・行動をお願いするものではありませんが、防

災用のスピーカーより試験の音声が流れますので、緊急地震速報の報知音を確認しておきま

しょう。 

※今回の訓練は、住民の方々に参加・行動をお願いするものではありません。 

１．日  時 平成２７年１１月５日（木）  午前１０時００分頃 

２．実施区域 興部町内全域 

３．訓練内容 防災用のスピーカーより試験の音声が流れます。 

◎問い合わせ 興部町役場 総務課 情報管理係 （℡８２－２１３１内線３１４） 

消火栓点検のお知らせ   

消防署興部支署と役場上下水道課では、火災等の災害に備えて水道管に設置された消火栓

の点検整備を行います。ごく稀に水道水が濁ることがありますが、点検整備は災害時に迅速

に対応するため不可欠なものですので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

【点検期間】 平成２７年１０月１９日（月曜日）～１０月３０日（金曜日）  

午前９時００分～１１時３０分、午後１時３０分～４時００分 

【点検場所】 興部町全地区（興部・沙留・北興・宇津・秋里・豊野・住吉・富丘） 

８９箇所の消火栓 

 ※上記期間のなかで実施しますが、業務の都合により日時、場所の指定が出来ないことを 

  ご了承下さい。   

【問い合わせ】   

《点検整備について》紋別地区消防組合 消防署興部支署  ℡８２－２１３６ 

《水の濁りについて》役場上下水道課水道施設係 ℡８２－２１３１内線２４２ 

（※１０月１９日より、上下水道課直通 ℡ ８２－２１６５となります。） 

農業者年金巡回相談会のお知らせ  

北海道農業会議では、農業者年金相談指導員による農業者年金巡回相談会を開催します。 

相談会の内容は、農業者年金の受給待機者を対象とした旧制度の経営移譲年金・新制度の

特例付加年金受給の説明・個別相談等となります。 

・将来の受給額を知りたい 

・いつ、どのように受給手続きをすればよいのか？ 

・今後どのように経営移譲の手続きを進めたらよいのか？ 

など、相談員が個別に相談に応じます。この機会に受給の手続きなど、ご自分の年金につい

て気軽にご相談ください。 

○日 時 … 平成２７年１１月４日（水）午後１時３０分から 

○場 所 … 北オホーツク農業協同組合（２階会議室） 

○対象者 … 農業者年金待機者等（６５歳未満の旧制度・新制度年金受給予定者等） 

○相談員 … 北海道農業会議 農業者年金相談指導員 

≪問い合せ先≫ 

○興部町農業委員会（事務局 ℡ ８２－２１３１ 内線３３３） 

（※１０月１９日より、農業委員会直通 ℡ ８２－２１３３となります。） 

○北オホーツク農業協同組合（年金担当 ℡ ８２－２１０１） 

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  １１月１０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  紋別ひまわり基金法律事務所    弁護士 田村 秀樹 

         流氷の町ひまわり基金法律事務所  弁護士 脇島  正 

・電話予約  紋別ひまわり基金法律事務所 ℡０１５８－２６－２２７７ 
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「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例給付金」の     
申請手続きについて 

 平成２６年４月から消費税が８％へ引き上げられたことに伴い、前年度に引き続き、所得

が低い方や子育て世帯への影響を緩和するため、暫定的・臨時的な措置として二つの給付金

が支給されます。（※それぞれの支給要件に該当する場合は、二つの給付金を受け取ること

ができます。）支給対象者（世帯）と思われる方には、９月上旬頃に申請書等を送付してお

りますので、ご確認いただき申請がまだお済でない方は早めに申請をお願いします。 

１．申請期限  平成２７年１２月１日（火曜日）まで 

２．提出書類  ①申請書 

②確認書類   

・本人確認書類（健康保険証、運転免許証など） 

 ・指定した口座が確認できる書類（通帳やキャッシュカードの写し） 

３．申請書提出窓口 ・興部町役場 福祉保健課 社会福祉係 

            興部町東町（福祉保健総合センター「きらり」内） 

          ・興部町役場 沙留出張所 

            興部町沙留旭町（沙留公民館内） 

４．給付金に関する問い合わせ先 

興部町役場 福祉保健課 社会福祉係 ℡８２－４１２０または８２－４１８０ 

５．その他  子育て世帯臨時給付金の支給対象者で、公務員の方は、申請書類が所属庁か

ら配布されますのでご確認ください。 

健康推進係からのお知らせ  

１．献血にご協力ください 

 人間の生命を維持するために欠くことのできない血液は、まだ人工的に造ることができま

せん。さらに血液は生きた細胞で、長い期間にわたって保存することもできません。輸血に

必要な血液をいつでも十分に確保しておくためには、絶えず誰かの献血が必要となります。  

 また近年、輸血用血液製剤などの安全性に対する要求も高まっています。安全性の高い血

液を安定的に医療機関に供給するためにも、みなさまの献血へのご協力をお願いいたします。 

献血にご協力頂いた方には、全１５項目の血液検査成績をお知らせしています。 

（１） 期日及び行程 

期  日 場  所 時  間 

10 月 26 日（月） 

西部森林室 前 

北オホーツク農業協同組合 前 

沙留漁業協同組合 前 

13：00 ～ 13：50 

14：20 ～ 15：10 

15：40 ～ 16：30 

10 月 27 日（火） 

興部警察署 前 

興部町役場 前 

福祉保健総合センター「きらり」 前 

国民健康保険病院 前 

9：00 ～ 9：40 

10：10 ～ 12：00 

13：30 ～ 14：30 

15：00 ～ 16：30 

（２） 献血対象者の基準 

献血の基準 400ml 献血 200ml 献血 

年  齢 
男性 17 歳～69 歳※ 

女性 18 歳～69 歳※ 
16 歳～69 歳※ 

※65 歳以上の方は、60 歳以降に献血経験のある方に限ります。 

体  重 男女とも 50 ㎏以上 
男性 45 ㎏以上 

女性 40 ㎏以上 

献血間隔 
男性 12 週間 

女性 16 週間 
男女とも 4 週間 

年間総献血量 

200ml 献血と 400ml 献血を合わせて 

男性 1,200ml 以内 

女性   800ml 以内 

※「輸血の安全性」を確保するために、400ml 献血の基準に該当する方は、是非 400ml

献血へのご協力をお願いします。 

（３） 献血できない方 

（ア）特定の病気（心臓病、悪性腫瘍、けいれん性疾患、血液疾患、ぜんそく、脳卒中 

など）にかかったことのある方 

（イ）服薬、妊娠中、授乳中、発熱などの方 

（ウ）出血を伴う歯科治療（歯石除去を含む）をした方 

（エ）一定期間内に予防接種を受けた方 

（オ）６カ月以内にピアスの穴をあけた方、いれずみを入れた方 

（カ）エイズ、肝炎などのウイルス保有者、またはそれと疑われる方 

（キ）帰国日（入国日）当日から４週間以内の方 

（ク）クロイツフェルト・ヤコブ病の方、またはそれと疑われる方 

２．ウォーキング教室のご案内 

ウォーキングマップの目的別ウォーキングを下記の日程で行います。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いたしますので、ウォーキ

ング初心者の方も大歓迎です。 

～ 楽しく歩いて健康づくり ～ 

開 催 日 コース名 時 間 集合場所 

第４回 10 月 30 日（金） モーモー城コース 9：00～12：00 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

◎ 申込みされた方へは、個別に案内文書をお送りいたします。 

（１）内 容 実践講話（ウォーキングマップの活用について・ウォーキングの基礎知識・

コース別体験ウォーキング） 

（２）持ち物 タオル・飲み物・上靴 

（３）その他 雨天の場合は屋内にてウォーキング講習会を行います。 

≪申込み・問合せ先≫ 福祉保健課 健康推進係 ℡ ８２－４１７０ 
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３．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 11 月 １２月 １月 ２月 ３月 

興部町福祉保健総合センター

「きらり」内 診察室 

４日（水） 

14:00～ 

２日（水） 

14:00～ 

６日（水） 

14:00～ 

３日（水） 

14:00～ 

２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 

４．平成２７年度 子宮頸がん無料検診の受診方法変更について 

平成 27 年度子宮頸がん無料検診の該当する方に、クーポン券をお送りしています。 

この度、遠軽厚生病院産婦人科の常勤医師不在のため、10 月 1 日より遠軽厚生病院におけ

る無料クーポン券のご利用方法に変更がありましたので、お知らせいたします。 

【受診方法】 

・人間ドックのオプションとして（無料クーポン券使用可） 

・実施日：毎月第 2 週及び第 4 週の火曜日と水曜日／13:00～14:00（予約制） 

・人数：1 日 20 名まで 

※上記について、10 月７日現在での情報となります。今後変更される可能性もありますが、

詳しい内容につきましては、直接遠軽厚生病院へご連絡ください。 

             ◆遠軽厚生病院 ℡０１５８－４２－４１０１ 

 尚、乳がん検診につきましては、外科での受診となりますので変更はありません。 

 広域紋別病院、旭川がんセンターでの受診に関してはこれまで通り受診可能ですが、混み

合う可能性がありますので、早めのご予約・受診をお勧めいたします。 

＜クーポン券に関するお問い合わせ＞ 福祉保健課 健康推進係  ℡８２－４１７０ 

「あべ弘士さん絵本原画展」のご案内   

旭山動物園の元飼育員で絵本作家のあべ弘士さんが描いた「セイウチぼうや」の絵本原画

展を開催いたします。北極の海での親子のお昼寝が描かれたほのぼのとした内容の絵本です。

どうぞお楽しみください。 

◎開催日時  10 月 21 日（水）～3１日（土） 26 日（月）は休館日 

        午前 9 時 30 分～午後 6 時 

◎開催場所  興部町立図書館 1 階 

◎問合せ先  興部町立図書館（℡８２－４１９１） 

「古本市」開催のご案内   

図書館では毎年恒例の「古本市」を開催いたします。読書の秋、多くの町民の皆様のご来

館お待ちしております。 

◎開催日時  10 月 20 日（火）～3１日（土） 26 日（月）は休館日 

        午前 9 時 30 分～午後 6 時 

◎開催場所  興部町立図書館 2 階キッズひろば 

◎価  格  定価の１％（端数切り上げ、最低 10 円）＊中学生までは無料 

◎問合せ先  興部町立図書館（℡８２－４１９１） 

第２２回 町民ミニバレーボール大会のお知らせ   

  下記の日程で、第２２回町民ミニバレーボール大会を開催いたします。 

  皆様の参加をお待ちしております。 

・日 時  平成２７年１１月２２日（日）開会式 ９：００（終了後試合開始） 

・場  所  農業者トレーニングセンター 

・参加資格  地域、職場、その他どんなチーム編成でも可能。 

・競 技  プレー中は５名。（８名まで登録できます）男女混合チームの場合、男性は 

２名までコートに入りプレーできます。 

       （５０歳以上の男性は女性とみなします） 

・参 加 費  １チーム ２，０００円（当日受付） 

・申込期限  １１月６日（金）までに協会事務局まで（期日厳守） 

・お問合せ  興部町ミニバレーボール協会事務局  中川 明子（自宅℡８２-３３０３） 

 

 

 

 

 

平成２７年１０月１５日で 
町内・町民の 
交通死亡事故ゼロ２９８２日 

スピードダウンとシートベルトの全席着用 


