
町からのお知らせ －1－ ９月 1 日号  

第１２５７号    全３ページ 
２０１９年 ９月１日号 

町からの 

令和元年第３回興部町議会定例会の開催について   

令和元年第３回興部町議会定例会が、９月１７日（火） 

１０：００より開会されます。 

 傍聴される方は、当日、係員の指示に従って傍聴され 

ますようお願いいたします。 

通行止めについてのお願い  

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元度 興部町敬老会開催のご案内  

多年にわたり町の発展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、福祉保健課社会福祉係（℡82－4180）までご連絡をお願いします。 

◎日   時 ９月１２日（木）９：３０～１２：００ 

◎場   所 興部町総合センター 

◎参加対象者 ９月１日現在において興部町に居住する方で、 

昭和２４年１２月３１日までに生まれた方。 

◎敬老祝金の贈呈 ～ 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。 

◎敬老祝金贈呈対象者 

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２４年１２月３１日まで

に生まれた方で次に該当する方。 

（１）満７０歳に達する方 （昭和2４年1月1日から昭和2４年12月31日に生まれた方） 

（２）喜寿（数え７７歳） （昭和1８年1月1日から昭和1８年12月31日に生まれた方） 

（３）傘寿（数え８０歳） （昭和1５年1月1日から昭和1５年12月31日に生まれた方） 

（４）米寿（数え８８歳） （昭和 ７年1月1日から昭和 ７年12月31日に生まれた方） 

（５）卒寿（数え９０歳） （昭和 ５年1月1日から昭和 ５年12月31日に生まれた方） 

（６）白寿（数え９９歳） （大正10年1月1日から大正10年12月31日に生まれた方） 

（７）満１００歳に達する方（大正８年1月1日から大正 ８年12月31日に生まれた方） 

◎送迎バスの運行時間 

  ○宇津・北興地区          ○秋里地区 

・宇津集落センター ８：３０    ・朝日１区会館   ８：３０ 

   ・旧北興３区入口  ８：３５    ・中里宅前     ８：３５ 

   ・北興研修センター ８：４０    ・秋里集落センター ８：４０ 

   ・三好宅前     ８：４５    ・桑辺（敏）宅前  ８：４５ 

   ・新町跨線橋前   ８：５０    ・桑野（静）宅前  ８：５０ 

  ○豊野地区              ・旧興部ボデー前  ８：５５ 

・安部宅前     ８：４０    ・興部中学校前   ８：５７  

   ・長谷川宅前    ８：４５   ○浜町・宮下地区  

・豊野集落センター ８：５０    ・浜町会館前    ８：４５ 

・豊野入口     ８：５５    ・宮下集会所前   ９：００ 

○沙留地区             ○富丘・住吉地区 

 ・沙留公民館前   ８：４５    ・富丘福祉の家前  ８：１５ 

・沙留西町藤島宅前 ８：５０    ・紙西宅前     ８：２０  

                  ・住吉老人寿の家前 ８：３０ 

                  ・住吉入口     ８：３３ 

 路 線 名 期   間 

興部神社祭典 
北１条道路・西２丁目道路 

※各一部分 
 ９月９日（月）～９月１１日（水） 

沙留神社祭典 
沙留旭町１号道路 

しおさいロード ※各一部分 
９月１２日（木）～ ９月１３日（金） 

お知らせ 
 

・通行止め箇所図（興部神社祭典）

興部町プレミアム付商

品券事業のご案内  

 消費税率の引き上げに伴う、所得

の少ない方（町民税非課税の方）や

子育て世帯の消費に与える影 

・通行止め箇所図（興部神社祭典）

興部町プレミアム付商

品券事業のご案内  
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健康推進係からのお知らせ  

◎９月に実施する健診事業（会場はいずれも「きらり」です） 

 乳幼児相談        ・・・９月１８日（水）１３：３０～１５：３０  

 １歳６ヶ月児・３歳児健診 ・・・９月２６日（木）１２：３０～１５：３０  

フッ素塗布        ・・・９月２７日（金）１３：３０～１４：３０  

 ※対象となるお子さんのいるご家庭には、ご案内をお送りいたします。 

◎結核検診・肺年齢測定のお知らせ（料金無料） 

６５歳以上の方を対象に、胸部レントゲン撮影による結核検診と肺活量などによる肺年齢

測定を実施いたします。 

お申込みのない方も当日お越しいただければ受診できますので、この機会に受診ください。 

◎日程 ９月 ９日（月） 

   秋里集落センター  ９：３０ ～ １０：００ 

   沙留公民館    １０：３０ ～ １１：４５ 

   宇津集落センター １３：３０ ～ １４：００ 

   老人福祉センター １４：３０ ～ １６：００ 

   きらり      １６：１０ ～ １７：００ 

○お問い合わせ先 福祉保健課 健康推進係 （℡８２－４１７０） 

オホーツク農業科学研究センターからのお知らせ  

 オホーツク農業科学センターでは、下記の日程で町民の皆様を対象とした加工教室を行い

ます。参加をご希望される方は下記の予約受付期間中にお申し込みください。 

【ダッダンそばを使ったベーグルの加工教室】受け入れ可能人数 ３人～８人 

 ○時 間  １０：００～１２：３０ 

 ○金 額  ５００円 

 ○日 程  １０月２５日（金） 受付期間⇒９月１３日（金）～１０月１８日（金） 

【農産物加工室 施設利用予約について】 

 ○施設利用可能日時  火曜日～木曜日 ８：３０～１６：００ 

  ・１０月の予約受付開始日  9 月１３日（金）８：３０～ 

  ・１１月の予約受付開始日 １０月１８日（金）８：３０～ 

 ※土日・祝日は施設利用・電話受付をしておりません。 

 ◎お問合せ オホーツク農業科学研究センター ℡８２－２１２１ 担当 山﨑 

 

住宅入居者募集のお知らせ  

興部町では、次の住宅について入居者を募集します。 
申込者に応じて、申込時の必要書類が異なりますので、お早目にご相談ください。 

＜公営住宅＞ 所得の月額基準：158,000 円以下（裁量階層 214,000 円以下） 
【新規掲載の住宅】  

団地名 
募集 
戸数 

建設年度 
構造等 

間取り 
法定家賃 

管理番号 面積 

沙留団地 1 号棟 

（103 号） 
1 戸 

Ｈ２６ 
２８１ 

セラミックブロック造
平屋建 

1LＤＫ 
53.17 ㎡ 

１３，３００～ 
２６，１００円 

※家賃の他に共益費 2,000 円（石油給湯器使用料）が別途加算されます。 
【先月に引き続き募集している住宅】 
《泉 町 団 地》（１号棟）２ＬＤＫ １戸、（２号棟）３LDK １戸、（３号棟）３LDK ２戸 
《栄 町 団 地》３LDK １戸、２LDK １戸 
《新沙留団地》２ＤＫ １戸、２LDK １戸、３ＬＤＫ １戸 

＜特定公共賃貸住宅＞ 所得の月額基準：158,001 円～487,000 円 
【先月に引き続き募集している住宅】 《新沙留団地》３LDK １戸、２LDK １戸 

〈注意事項〉 
※募集住宅の詳細は、興部町ホームページ（http://www.town.okoppe.lg.jp）または 
下記へお問い合わせください。 

※家賃は、所得に応じて変わります。 
※所得の月額基準の裁量階層は、同居者に小学校就学前の方がいる場合など、一定の条件 
を満たす方が対象となります。 

※原則、入居時に法定家賃の 3 ヶ月分を敷金として納めていただきます。 

【入居申込資格】 
・町税・上下水道料・保育料等に未納が無い方で、連帯保証人が１名いること。 
※他にも要件等がありますので、詳しくは、下記へお問い合わせください。  

【申込期限】 ９月１７日（火）１７：１５ 

【問い合わせ先】 建設課 建築維持係 ℡８２-２１６６ 

建設工事等入札結果  

入 札 月 日 ８月１９日 

工事・業務・物品名 公共下水道人孔鉄蓋改築工事 

入 札 参 加 者 
新島工業㈱  ㈱藤共工業  ㈱三和建設 

㈱服部工業  ㈱柳原建設  河原工業㈱ 

入 札 回 数  １ 

契約金額（落札金額） １３，５０８，０００円（１２，２８０，０００円） 

予定価格（比較価格） １３，８９３，０００円（１２，６３０，０００円） 

工 期 ・ 納 期 Ｒ元．８．２１ から Ｒ元．１０．３０まで 

請 負 業 者 名 旭川市神居２条６丁目２番１６号  新島工業㈱ 
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消火栓の点検のお知らせ  

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
な活動を行う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】 令和元年９月１１日（水）～９月３０日（月） 
９：００～１１：３０、１３：３０～１６：００ 

【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）９２箇

所の消火栓 

 ※上記期間で実施いたしますが、業務の都合により日時や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》 上下水道課 水道施設係       ℡８２－２１６５ 

森林浴ツアー「パンケの滝」について  

森林浴ツアー「パンケの滝」の参加者を募集しています。 

 体力づくりや健康増進を兼ねて、町内の方でもなかなか見る機会がない、興部町の秘境「パ

ンケの滝」を見に行きませんか？ 

■日  程  ９月２１日（土） 

■行  程   

◎行 き ８：４５図書館前集合（８：３０沙留公民館）⇒９：００図書館発⇒ 

       ９：３０パンケ第１ゲート到着⇒９：４０パンケの滝へ出発⇒１０：２５ 

パンケの滝到着 

  ◎帰 り １０：５５パンケ第１ゲートへ出発⇒１１：４０パンケ第１ゲート到着 

       ⇒１２：１０図書館前到着（１２：２５沙留公民館着） 

      ※沙留の方は、教委ワゴンにて送迎いたしますので申込時にご連絡ください。 

■参 加 料  １００円（傷害保険料）※申込時のお支払いください。 

      ※集合写真を希望される方は、別途２００円申込時にお支払いください。 

■対  象 小学生以上（小学生低学年は保護者同伴となります。） 

■定  員 ２５名（定員になり次第受付を終了します） 

■申込期間 ９月２日（月）～９月１７日（火） 

■持 ち 物 飲物、雨具、着替え、タオル等は各自でご用意願います。 

      ※服装は軽装で、履物は運動靴または登山靴。 

■お問合せ 教育委員会 社会教育課 体育振興係 ℡８２－２５５２ 

興部町プレミアム付商品券事業のご案内  

 消費税率の引き上げに伴う、所得の少ない方（町民税非課税の方）や子育て世帯の消費に

与える影響も緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするためにプレミアム 

付商品券の販売を行います。 

◎購入対象者 商品券を購入するためには、「購入引換券」が必要となります。 

【非課税者】 商品券の購入対象者に該当するかの審査があり購入申請が必要となります。 

       対象と見込まれる方には申請書を送付します。 

① 平成３１年１月１日時点で興部町に住民票がある方 

② 令和元年度町民税（均等割）が非課税で、町民税が課税されている方に扶養され

ていない方 

③ 生活保護制度の被保険者となっていない方 

【子育て世帯主】申請は不要です。対象となる世帯主には直接、引換券を送付します。 

   ２０１６年４月２日から２０１９年９月３０日までに生まれた子が属する世帯の世

帯主 

◎購入限度額 販売価格 １セット４，０００円（５００円券１０枚） 

       ※５セットまで購入可能（１セットごとの分割購入可能） 

   ①商品販売期間 

    令和元年１０月１日（火）～令和２年２月２８日（金）まで興部町商工会にて発売

します。 

      ９：００～１７：００まで 土日祝日は除く 

   ②商品券使用可能期間 

    令和元年１０月１日（火）～令和２年３月３１日（月）まで 

◎申請受付期間 令和元年９月２日（月）から令和元年１２月３０日（月）まで 

◎申請先（送付）窓口 

   ①〒０９８－１６０３ 紋別郡興部町東町 興部町福祉総合センター『きらり』内 

     興部町役場 福祉保健課 社会福祉係  

   ②興部町役場 沙留出張所（※持参提出のみ受付） 

◎商品券に関するお問い合わせ先 

   興部町役場 福祉保健課 社会福祉係 ℡８２－４１２０ 

                     ℡８２－４１８０ 

 

【目指せ！４５００日！】 
令和元年９月２日で 
町内の交通死亡事故ゼロ４４００日 
スピードダウンとシートベルトの全席着用 
 


