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町からの 

特別定額給付金の申請について  

特別定額給付金（一人１０万円給付）の申請期限は、８月１８日 （火）消印有効となって

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。 

期限以降の申請につきましては給付をすることができなくなりますので、ご注意ください。 

なお、給付金の受け取りを希望しない場合も申請書の不要チェック欄に記入のうえ、ご提出

をお願い致します。 

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 

お供え物は必ず持ち帰ってください  

お盆の時期を迎え、ご先祖様のお墓参りに行かれる方も多々いらっしゃるかと思いますが、

お供え物がお墓に放置されていることが数多く見受けられております。 

お供えとしてあげた供物等は、その都度必ず持ち帰ってください。 

お供え物を放置すると、キツネやカラスなどが散らかし、他の人に迷惑をかけるだけでなく、

ハチやクマなどの危険な動物も近寄ってくる可能性があります。 

ルール・マナーを守り、気持ちの良いお墓参りをしていただけますよう、皆さんのご協力を

よろしくお願いいたします。 

◎お問合せ 住民課 住民活動・環境係 ℡８２－２１６４ 

 

 

おこっぺ夏まつり実行委員会より花火打ち上げのお知らせ  

８月７日（金）の１９：３０頃よりオホーツク農業科学研究センター（モーモー城）周辺か

ら花火を打ち上げます。新型コロナウイルス感染症の影響で本年の「おこっぺ夏まつり」は中

止の運びとなりましたが、興部町を少しでも活気づけるために花火を打上げることといたしま

した。観覧場所は特に設けていませんので、自宅等から観覧いただきますようお願いします。

（※駐停車禁止区間での交通規制の遵守と、ご迷惑となる路上駐車はご遠慮ください。） 

また、下図のとおり１７：００から２０：３０の間まで交通規制を行いますので、ご理解と

ご協力をお願いします。※雨天場合は、翌日に順延となります。 

 ○打ち上げ場所～酪農の丘（風車の横です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎お問合せ おこっぺ夏まつり実行委員会事務局  

一般社団法人おこっぺ町観光協会  ℡８２－２３４５ 
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町からのお知らせ ８月 1 日号 －2－ 

検定証印 基準適合証印 

※検定等に合格したはかりの銘板等に 

いずれかの証印が付されています。 

※１検定等に合格したはかりに付される検定証印等 

定期検査済証印 

（北海道の例） 

※２定期検査に合格したはかりに付されている定期検査済証印 

はかり定期検査のお知らせ  

商店、スーパーマーケット、食品加工場、学校、病院などで、取引や証明上の計量に使用す

るはかりは、※１検定証印等が付されたものでなければなりません。 

また、計量法第１９条第１項の規定により、２年に１度、北海道知事が実施する定期検査を

受けることが義務づけられています。 

定期検査に合格したはかりには、「※２定期検査済証印」が付され、継続して取引・証明に

使用することができるようになります。 

この検査を受検しなければ、取引や証明上の計量に使用することができませんので、御注意

ください。 

興部町では、定期検査の実施期日前に、はかりを使用している事業所を巡回し、はかりの調

査を行いますので、御協力をお願いします。なお、検査日程は次のとおりです。 

○検査期日 ８月２６日（水）   ９：００～１５：００まで 

○検査場所 役場車庫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎お問合せ 産業振興課 商工観光係 ℡８２－２１３４ 

 

『全国瞬時警報システム（J－アラート）』 
全国一斉情報伝達試験の実施について 

このシステムは、国民保護、地震、津波、気象、災害、武力攻撃などの発生時に迅速に対応

するため、消防庁から発信される情報を役場の機器で受信し、住民に防災スピーカー等を通じ

てお知らせするもので、定期的に試験を行い非常時に備えるものです。下記のとおり臨時で試

験を実施しますのでお知らせします。 

 ※今回の試験は、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。 

○日  時  ８月５日（水） １１：００頃 

○実施区域  興部町内全域 

○訓練内容  防災用のスピーカーより試験音声が流れます。実際の災害やミサイル発射と

お間違えのないようにお願いいたします。 

  （住民課 住民活動・環境係、総務課 総務厚生係） 

スズメバチなどの蜂にご注意を！  

蜂の巣は夏から秋にかけて最も発達するため、これからの時期、スズメバチ等の危険な蜂が

数多く発生することが予想されます。以下の点に注意して安全な夏をお過ごし下さい。 

１．蜂を刺激しない 

・蜂は、巣に振動を与えるような声や物音、刺激に対して防衛のために特に攻撃的になりま

す。 

蜂の巣の近くでは、激しい動きをしたり、大きな声を出したりしないようにしましょう。 

２．蜂に刺された場合はすぐに病院に行きましょう 

・もし蜂に刺された場合には、比較的軽い症状でも速やかに医師の診察を受けましょう。 

一度刺されると症状が重症化するリスクも高まります。 

３．蜂の巣を見つけたら役場までご連絡下さい 

・役場では危険な蜂の巣の駆除を行っております。もし蜂の巣を発見した場合には、無理に

駆除しようとせず、役場までご連絡下さい。 

◎お問合せ 住民課 住民活動・環境係 ℡８２－２１６４ 

 

 



町からのお知らせ ８月 1 日号 －3－ 

健康推進係からのお知らせ  

○８月に実施する健診事業 

  ・乳児健診  ８月２７日（木）きらり 

  ※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。 

 ○子宮がん検診・乳がん検診の申し込み期間延長について 

  両検診の予約申込期間を８月１４日（金）までとしておりましたが、まだ余裕があるため、 

  ８月３１日（月）まで延長いたします（※途中で申込期間を修了する場合もあります。） 

  なお、両検診の内容については、「町からのお知らせ」７月中間号をご覧ください。 

 ○「興部町不妊治療費等助成事業」について 

  町では、不妊症または不育症と医師に診断され、実際に治療を受けた町内に住むご夫婦に

対し、治療に要する費用の一部を助成する事業があります。 

  上記の助成を受けるには申請が必要になります。事業の詳細や申請方法については「町か

らのお知らせ」４月１日号をご覧になるか、下記までお問合せください。 

 ◎お問合せ 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研究センターでは、下記の日程で町民の皆様を対象とした加工実習教室

を行います。参加をご希望される方は、予約期間中までにお申し込みください。 

【休日開催 ベーグル講習会】（受け入れ可能人数 ３人～８人） 

○日 程  ８月２２日（土） 受付期間⇒８月７日（金）～８月１７日（月） 

○時 間  ９：００～１３：００ 

○金 額  １，５００円 

【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 

   ・９月の予約受付開始日  ８月２１日（金）８：３０～ 

     ※土日・祝日は施設利用予約、電話受付はしておりません 

 ◎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） 

※家賃の他に共益費（石油給油器使用料として 2,000 円、草刈料として泉町団地：500 円 

新沙留団地：600 円）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）３LDK １戸、（２号棟）３LDK １戸、（３号棟）3LDK ２戸 

《栄町団地》     ３LDK １戸 

《新沙留団地》    ３LDK ３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（https://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。 

※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】 ８月１７日（月）１７：１５まで 

【お問合せ】 建設課 建築維持係 ℡８２－２１６６ 

 
 
 

 



町からのお知らせ ８月 1 日号 －4－ 

排水設備工事責任者技術者試験のお知らせ  

興部町では、排水設備工事指定業者の資格要件に排水設備工事責任技術者試験を導入し、本

年度も次のとおり全道統一試験を行いますので、受験を希望される方は申し込みされますよう

お知らせいたします。 

 なお、既に登録されている方につきましては、受験の必要はありません。 

●名 称  令和２年度北海道排水設備工事責任技術者試験 

       （北海道地方下水道協会に委託して実施します） 

●試験会場  下表のとおり １３：００～１５：３０（１２０分） 

開催地 開 催 日 会 場 名 所 在 地 

北見市 １０月１３日（火） 北見地域職業訓練センター 
北見市東三輪５丁目１番

地４ 

釧路市 １０月１４日（水） 釧路ロイヤルイン 
釧路市黒金町１４丁目９

番２号 

函館市 １０月１４日（水） 
函館市勤労者総合福祉セン

ター（サン・リフレ函館） 
函館市大森町２番１４号 

旭川市 １０月１４日（水） 旭川市民文化会館 旭川市７条通９丁目 

帯広市 １０月１５日（木） ホテルグランテラス帯広 
帯広市西１条南１１丁目

２番地 

苫小牧市 １０月１５日（木） 苫小牧市労働福祉センター 
苫小牧市末広町１丁目１

５番７号 

札幌市 １０月２０日（火） ホテルライフォート札幌 
札幌市中央区南１０条西

１丁目 

●手 数 料  受験料 ７，０００円 

●受付期間  ８月１７日（月）～８月２６日（水） 

※ 土・日曜日は除く ８：３０～１７：１５ 

●そ の 他  ①新型コロナウイルス感染拡大等により、試験を中止・変更する場合は 

        一般財団法人札幌市下水道資源公社のホームページでお知らせします。 

         （URL http://sapporo-src.com/） 

②試験用問題集・テキストが販売されています。（任意購入） 

         必要な方は、右記まで直接お問い合わせください。 

         ・排水設備工事責任技術者試験標準問題集  ２，０００円（税込） 

         ・排水設備工事責任技術者講習用テキスト  ２，５００円（税込） 

 

 《ご注文先》 

   東京官書普及株式会社（日本下水道協会図書販売業務委託先） 

      ℡０３－３２９２－３７０１ 

      ホームページ http://www.jswa.jp/publications/book-purchase/ 

      ※ 試験前講習会はありません。 

●お問合せ・受付先  上下水道課 管理係 ℡８２－２１６５（内線２３５） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【目指せ！５０００日！】 
令和２年７月３１日で 
町内の交通死亡事故ゼロ４７３３日 
スピードダウンとシートベルトの全席着用 
 


