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町からの 

興部町高齢者等外出支援ハイヤー等 
利用助成事業を行っています！ 

町では、公共交通機関以外に移動手段を持たない高齢者や、自動車運転免許証を返納した方、

介護認定の決定を受けた方および妊産婦を対象に、ハイヤー等利用券を交付する事業を行って

います。 

 ※興部町重度身体障害者ハイヤー等乗車助成券の交付を受けている方は対象外です。 

町内に住所（住民票）がある高齢者等で、本人および同一の世帯員に、町税等の滞納がなく

次の（１）から（４）のいずれかに該当する方です。 

（１）満６５歳以上の方しかいない世帯の①か②の方 

①自動車運転免許証を持っていない７５歳以上の方 

②自動車運転免許証を持っていても運転が困難な７５歳以上の方 

（２）満６５歳以上で自主的に自動車運転免許証を返納した方 

運転経歴証明書または取消通知書の写しが必要です 

（３）介護保険法の規定により要支援 1 以上の認定を受けた方 

（４）母子健康手帳の交付を受けている方で、手帳の交付から出産後２か月までの間の妊産婦 

【助成する額】助成額は利用券１枚につき３００円です 

【利用券の交付枚数】 

 対象となる方には興部町外出支援ハイヤー等利用券をお住まいの地区により交付します 

・興部市街にお住まいの方 ２４枚/年度 

・北興・秋里・豊野にお住いの方 ３６枚/年度 

・宇津・朝日・豊畑・沙留・住吉・富丘にお住まいの方 ６０枚/年度 

※交付は年度単位とし、交付決定月により枚数が異なります 

【利用方法】 

１．福祉保健課社会福祉係にハイヤー等利用申請書を提出して下さい。提出の際には、各種

証明できるものが必要になりますのでご用意ください。 

２．審査後、利用を決定した方には、「利用者証」と「利用券」を郵送いたします。 

【お手続き先】 

  ・福祉保健総合センター『きらり』内 福祉保健課 社会福祉係 

・沙留出張所 

◎お問合せ 福祉保健課 社会福祉係 ℡８２－４１２０ 

 

特別定額給付金の申請について  

特別定額給付金（１人１０万円）の申請期限は、８月１８日（火）となっております。まだ

申請されていない方は、期限までに手続きをお済ませください。 

また、申請書は基準日（４月２７日）に興部町の住民であるすべての世帯に送付されていま

す。申請書を紛失された場合等は、下記までご連絡ください。 

◎お問合せ 企画財政課 企画係 ℡８２－２１３２ 

農業者トレーニングセンター 
「トレーニング室」一部使用制限解除のお知らせ 

６月１６日（火）より、各トレーニング室において３つの密を避けるため利用人数を制限し

事前予約により使用していただく方法としていましたが、７月１６日（木）より一部使用制限

を解除することといたします。 

なお、施設利用につきましては、緊急事態宣言時と同じく新型コロナウィルス感染症感染予

防対策を行ったうえ、ご利用していただきたくお願いいたします。 

町民の皆様には、ご不便をおかけいたしますがご理解とご協力をお願いいたします。 

【使用制限解除日】  ７月１６日（木） ～  

【体 育 施 設】  農業者トレーニングセンター 第１・第２トレーニング室   

※事前予約及び時間制限は解除しますが、入室制限については従来通り最大８名といたします。 

・第１トレーニング室 入室制限５名まで 

・第２トレーニング室 入室制限３名まで 

・トレーニング機器の使用は、隣り合わせにならないよう１台間隔にてご使用ください。 

・トレーニング器具の消毒については、各トレーニング室に消毒液や使い捨てタオルを常備 

していますので、使用後は各自で消毒を行ってください。 

※施設利用時のお願い 

日々の体調管理（体温等）、密閉・密集・密接の防止（人と人の距離を取った利用）、 

飛沫感染・接触感染の防止（適時のマスク着用）等 

◎お問合せ・担当窓口                           

  教育委員会 社会教育課 体育振興係 ℡８２－２５５２ FAX８２－３０１１ 

お知らせ 
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健康推進係からのお知らせ  

○子宮がん検診・乳がん検診のお知らせ 

 下記のとおり令和２年度の子宮がん検診・乳がん検診を実施いたします。 

 ※子宮がん検診・乳がん検診について、国では２年に１回の受診を勧めています。 

【検診事業】※下記の年齢は年度末年齢です（令和３年３月３１日現在の年齢） 

 ◆子宮がん検診～２０歳以上の方  ◆乳がん検診～４０歳以上の方 

【検診日程・会場】※子宮がん検診・乳がん検診は別日程となります。 

 ◆子宮がん検診 ９月２５日（金） 午前（きらり）／午後（沙留公民館） 

 ◆乳がん検診 １０月１日（木） 午前・午後とも（きらり） 

         １０月２日（金） 午前（沙留公民館） 

【検診内容】 

 ◆子宮がん検診 《頸 部 検 診》（全員） 問診、頸部細胞検査、超音波検査 

         《ＨＰＶ検査》    ※頸部検診受信者で希望する方 

         《体 部 検 診》    ※問診・診察で必要と診断された方に実施 

 ◆乳がん検診 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） 

【料 金】 

《２年に１回の受診の方》 

 ◆子宮がん検診 《頸部検診》 ２，０００円 

         《ＨＰＶ検査》１，５００円 《体部検診》２，６００円 

 ◆乳がん検診 １，８００円 

《全額自己負担で受診する場合》 

 ◆子宮がん検診 《頸部検診》 ７，０１０円 

         《ＨＰＶ検査》４，９８０円 《体部検診》２，６００円 

 ◆乳がん検診 （５０歳未満 二方向撮影 ６，３００円） 

         （５０歳以上 一方向撮影 ５，２５０円） 

≪全額自己負担の対象について≫ 

 令和元年度に、子宮がん２，０００円・乳がん１，８００円の金額で受診をした方は令和２

年度の健診の際には、全額自己負担での受信となります。 

≪申込みについて≫ 

 ・申込期間 子宮がん・乳がん検診 ７月１５日（水）～８月１４日（金） 

 ・電話または来所でお申し込みください。 

  ※検診日、時間（午前・午後）のご希望をお伝えください。 

  ※子宮がん検診のＨＰＶ検査をご希望の場合は申込時にあわせてお伝えください。 

 ・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。 

◎お問合せおよび申込 福祉保健課 健康推進係 ℡８２－４１７０ 

○広域紋別病院精神科巡回診療について 

 ・診療日時 ８月 5 日（水） １４：００～ 

 ・場  所 きらり 診察室 

 ・予約受付 月曜日～金曜日 １４：００～１７：００ 

                （診療日の前週金曜日までに連絡） 

◎お問合せおよび申込 広域紋別病院 ℡０１５８－２４－３１１１ 

初心者のためのキャンプ講座 
～簡単に楽しくはじめよう！レッツキャンプ！～ 

 キャンプを実施するにあたって必要なものやスケジュールの立て方などの基礎知識、テン

トの設営や撤収の仕方など実技講習を行います。是非この機会にキャンプの知識を深めて夏

を満喫するのはいかがでしょうか。ご参加お待ちしております。 

 ○日  時 ８月１日（土）１３：００～１５：００ 

 ○場  所 中央公民館２階講堂、本町児童公園 

 ○内  容 講和（キャンプの基礎知識）、実技（テントの設営、ロープワークなど） 

 ○講  師 城地 克明 氏  

・日本キャンプ協会インストラクター 

・日本オートキャンプ協会インストラクター 

 ○参 加 料 無 料 

 ○対  象 成人でキャンプ初心者を対象としますが、 

長年経験されている方の参加も可能です 

 ○定  員 ２０名（定員になり次第締切） 

 ○申込期間 ７月１５日（水）～２９日（水） 

 ○持 ち 物 筆記用具、ノート 

 ○そ の 他 事前に図書館にてキャンプ関連本の展示をしておりますので是非お立ち寄り

ください 

※新型コロナウイルス感染症防止のため、当日受付時に体調確認（体温計測など）を行いま 

すのでご協力願います。 

◎お問合せおよび申込 教育委員会 社会教育課 社会教育係 ℡８２－２５５２ 

 



町からのお知らせ ７月中間号 －3－ 

令和２年度 危険物取扱者試験のご案内  

 令和２年度第４回危険物取扱者試験が下記の日程により実施されますので、お知らせいた

します。受験希望の方は紋別地区消防組合消防署興部支署予防係までお問合せください。 

また、インターネットによる受験申請（電子申請）をされる方は、（財）消防試験研究セン

ターのホームページ（http://www.shoubo-shiken.or.jp）をご覧ください。 

○試 験 日     ９月６日（日） 

○受験願書の受付期間 【書面申請】７月３０日（木）～８月６日（木） 

           【電子申請】７月２７日（月）～８月３日（月） 

○試験の種類および試験地 

区  分 試験の種類 試 験 地 

危険物取扱者試験 

甲種 

乙種（第１～６類） 

丙種 

札幌市 

乙種（第１～６類） 

丙種 
倶知安町、岩見沢市 

◎お問合せ 紋別地区消防組合消防署 興部支署 予防係 ℡８２－２１３６ 

建設工事等入札結果  

入 札 月 日 ６月２３日 

工事・業務・物品名 小学校タブレット機器等一式購入 

入 札 参 加 者 ㈱ソーゴー  (有)おこっぺスポーツ  みやま家具店 

入 札 回 数  １ 

契約金額（落札金額） １４，３００，０００円（１３，０００，０００円） 

予定価格（比較価格） １６，０１６，０００円（１４，５６０，０００円） 

工 期 ・ 納 期 R２．６．２３ から R３．３．３０まで 

請 負 業 者 名 紋別市港町８丁目２番３１号  株式会社ソーゴー 

入 札 月 日 ６月２３日 

工事・業務・物品名 中学校タブレット機器等一式購入 

入 札 参 加 者 ㈱ソーゴー  (有)おこっぺスポーツ  みやま家具店 

入 札 回 数  １ 

契約金額（落札金額） ６，１６０，０００円（５，６００，０００円） 

予定価格（比較価格） ６，８８６，０００円（６，２６０，０００円） 

工 期 ・ 納 期 R２．６．２３ から R３．３．３０まで 

請 負 業 者 名 紋別市港町８丁目２番３１号  株式会社ソーゴー 

「おこっぺ街中 mini マルシェ」開催のお知らせ   

「おこっぺ街中マルシェ」は興部の商店街を中心に、町内外の方々と交流し、興部での生活

をより楽しんでもらいたいという思いで毎年開催しています。 

今年は「興部町内の方の出店のみ」と限定し、感染症予防対策を行いつつ小さな規模で開催

することになりました。 

さわやかな秋風を感じながら、のんびり興部の街を楽しんでみませんか？ 

●期 日 ９月５日（土） 

●時 間 １０：００ ～ １４：００ 

●場 所 興部市街 商店街のあちらこちらで 

●当日、出店を希望される方（興部町民のみ）、一緒に 

イベントを盛り上げてくれるボランティアスタッフの方 

（興部町民のみ）、募集中です！ 

 下記問合せ先まで、どなたでも気軽にご連絡ください 

（７月３１日（金）まで） 

◎お問合せ おこっぺ街中マルシェ実行委員会（星火塾内） 

      ℡８８－２６６０（平日１０：００～１７：００） 

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。 

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４日（火） １０：００～１２：００（一人３０分程度を予定） 

○場  所  福祉保健総合センター「きらり」 

○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。（前日の１７：００までに連絡） 

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 大根田 紫織 

○電話予約  紋別ひまわり基金法律事務所 ℡０１５８－２６－２２７７ 

 

おこっぺ 

街 中 

マルシェ 

http://www.shoubo-shiken.or.jp/
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高齢者生活支援ハウス入居者の募集について  

高齢者生活支援ハウスの入居者を募集いたします。希望される方は７月３１日（金）までに

お申し込みください。 

○募 集 戸 数  ２人用～１戸 （1 名での申込も可とします） 

※１名での入居が決定した場合には、入居後、別の１人部屋に空室が出た 

際に居室移動をお願いしております 

○入居対象者  ・興部町に住所を有する６０歳以上の方で、自立して生活することに不安

のある方 

・入居決定後、おおよそ１カ月以内に入居することが可能な方 

○入居者の決定  申請書を審査し、決定いたします。審査にあたっては、ケアマネジャーに 

よる身体状況等調査が必要な場合があります 

○入居予定日  令和２年８月１５日以降 

○利 用 料  （１）事務費～収入により負担額は（0 円～５０，０００円）になります 

          （２）管理費～２人用 １５，０００円 

          （３）電気料・燃料費～使用料実績による 

          （４）食材料費～１人１日につき１，０００円（月額３０，０００円） 

◎お問合せおよび申込 ※利用料など詳しい内容については、お問い合わせください 

         興部町社会福祉協議会（高齢者生活支援ハウス部門指定管理者） 

福祉保健総合センター「きらり」内  ℡８２－３３００ 

興部町高齢者事業団より“団員募集”と“仕事ご依頼”のご案内  

高齢者事業団では、仲間（団員）を募集しています。６０歳以上で健康な方なら、簡単な

手続きで団員になれますので、お気軽にお申し込みください。 

また、次のような作業を行っていますので、ご依頼をお待ちしています。 

○作業内容 【草刈・草取り・畑おこし】【庭仕事・冬囲い】【施設管理】 

      【清掃作業全般】【その他ご相談に応じます】 

     ※料金は、作業料 １時間８６０円（別途消費税）＋機材実費です 

◎お問合せ、団員の加入申込、仕事の依頼は 

  興部町高齢者事業団（老人福祉センター内） ℡８２－３８１９ 

 

味来館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、次の日程で第４回味来館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。 

◎日  時  ７月２５日（土）雨天決行 ・受付 ８：００・開会式 ８：２０ 

◎場  所  興部パークゴルフ場 

◎参加資格  パークゴルフ愛好家であれば、どなたでも 

◎参 加 料  興部支部会員 ５００円、 会員以外１，０００円（当日徴収） 

◎申込期限   ７月２１日（火）までに下記まで申し込みください。 

◎申し込み・お問合せ  パークゴルフ協会事務局長 鼻田 ℡８２－３１９２ 

※新型コロナウイルスの感染拡大により、大会日時を変更する場合があります。 

興部町自治会連合会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、次の日程で興部町自治会連合会杯パークゴルフ大

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。 

◎日  時  ８月８日（土）雨天決行 ・受付 ８：００・開会式 ８：２０ 

◎場  所  興部パークゴルフ場 

◎参加資格  パークゴルフ愛好家 

◎参 加 料  ５００円（当日徴収） 

◎申込期限   ８月４日（火）までに下記まで申し込みください。 

◎申し込み・お問合せ  パークゴルフ協会事務局長 鼻田 ℡８２－３１９２ 

※新型コロナウイルスの感染拡大により、大会日時を変更する場合があります。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

【目指せ！５０００日！】 
令和２年７月１５日で 
町内の交通死亡事故ゼロ４７１７日 
スピードダウンとシートベルトの全席着用 
 


