Information of Living

㈱日星電機 旭川支店

報

旭岳温泉ピュアセンター水処理設備更新工事

の情

親子遊びの体験教室

1,540,000
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31

親子で一緒に楽しみながら︑い
ろいろな遊びを体験しませんか？
今月は白幡典子氏を講師に︑楽し
いリズム遊びをします︒

12
19,250,000

㈱ベスト

指名競争入札
東雲飲料水供給施設機械室建設その２工事

くらし
から生活習慣病が増えています︒
﹁自分の健康は自分で守る﹂を柱
に︑改めて健康の大切さを考えて
みましょう︒
対象 体重増加が気になる方︵で
きれば継続して参加できる方︶
日時 ①９月 日㈬ ② 月 日
㈭ ③ 月 日㈫ ④ 月 日
㈮ ⑤来年１月 日㈬ ⑥来年
３月９日㈫
各回午前 時〜正午ごろ
場所 保健福祉センター 集団検
診室
内容 健康講話︑体脂肪測定︵２
回目以降は簡単な運動実技︶
持ち物 ① 筆記道具︑電卓
②以降 筆記用具︑飲み物︑タ
オル︑運動しやすい服装
定員
名程度︵ＢＭＩが高い方
を優先します︶
申込 保健福祉課 保健指導室
☎役場 内線５０５
男女平等参画社会に関連した無料法律
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7,040,000

Higashikawa 2020.09

Higashikawa 2020.09

㈱成田工業所

業 務 名 等
入札日

28,380,000
8月4日 東雲飲料水供給施設機械室建設工事

Ｈ Ｕ Ｃ
ポ イ ン ト

・国保特定健診・後期高齢者健診を受けた方→500ポイント
・各種がん検診を受けた方→各100ポイントを付与します！
本人名義のＨＵＣと各種健診の領収書を、保健福祉課にご持参ください。
＊ＨＵＣをお持ちでない方は、無料で作成できます。

契約方法等

東雲飲料水供給施設整備配水管布設工事

広報折込チラシの申込用紙か、電話・FAXで保健福祉課 保健指導室（役場☎内線504~507）へ

9,328,000

申 込 方 法
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●がん検診
30歳以上の町民（令和３年３月31日時点での年齢）
※子宮頸（けい）がん検診は20歳以上の女性町民

相談会

特定健診、胃がん・大腸がん・肺がん検診、
乳がん・子宮がん検診、婦人科超音波

藤井測量設計㈱

今月号広報と一緒に配布されたチラシをご覧ください。

10

川市６条通４丁目︶
請手続きが必要です︒
対象 どなたでも︵男女問わず︶
対象 今年１月１日〜 月 日に
予約受付 ９月９日㈬以降の午前
東川町に住民登録があり︑かつ
９時〜午後５時︵㈰㊗除く︶
申請日時点で東川町に住民登録
問合せ ︵公財︶北海道女性協会
のある妊産婦
☎０１１ ２５１ ６３２９
給付内容 最大でＨＵＣポイント
５万円分＋給付金 万円
※詳しくは今月号広報の折込チ
生活・仕事相談会
ラシをご覧ください︒
現在︑相談会場の確保が困難な
問合せ 保健福祉課 保健指導室
ため︑電話やメールで相談を受け
付けしています︒︵無料︶
☎役場 内線５０６
﹁生活に困っているので相談に
のってほしい﹂﹁相談先がわから
０歳児開放日﹁よちよち﹂
ない﹂など︑生活や仕事に関わる
乳児が安心して遊べる場所をお
ことをなんでもご相談ください︒
探しのみなさん︒親子で楽しく遊
相談時間 午前９時〜午後６時
びながら︑お友だちを作りません
相談先 かみかわ生活あんしんセ
か？ご兄弟も一緒にどうぞ︒
ンター︵旭川市豊岡１条２丁目
日時・内容 各日午前 時〜正午
１
▼９月 日㈭自由開放︑親子ふ
８８００︑℻
︶☎
れあい遊び︑絵本読み聞かせ
００２１︑
▼９月 日㈭保健師を囲んで〜
anshin@kamikawa19.hokkaido.jp
子どもの育ち〜︵講師 役場保
健師 石渡貴子︶
子育て・教育
場所 子育て支援センター プレ
イルーム
︿新型コロナ﹀ 妊産婦応援給付金
対象 ０歳児と保護者︵定員なし︶
問合せ 子育て支援センター
☎
５１００

特定健診、後期高齢者健診、
胃がん・大腸がん・肺がん検診

事業名 ①高齢者世帯住宅リフォ
ーム支援事業 ②高齢者住宅バ
リアフリー改修事業
補助対象 ①交付申請時に建築年
数 年以上の建物で︑㋐満 歳
以上の方が所有し居住する住宅︑
㋑満 歳以上の方が所有し居住
する非課税世帯の住宅︑のいず
れかに該当する等②交付申請時
に満 歳以上の方が居住する住
宅である等
対象工事 ①外観︵外壁︑屋根塗
装など︶︑構造補強︵基礎︑土
台︑柱︑梁の修繕︑補強等︶︑
居住性向上を図る工事︵バリア
フリー化以外︶②バリアフリー
化を図る工事︵町バリアフリー
工事対象基準を参照︶
補助金額 工事費用の２分の１以
内で上限 万円
募集期間 ９月 日㈬まで
選考結果
月９日㈮ 町 と都
市建設課窓口にて発表
応募方法 所定の申込書︵町ホー
ムページに掲載︑窓口で配布︶
に必要事項を記入し提出
問合せ・申込 都市建設課 建設
室
☎役場 内線２４９・２５０

項

健康・福祉

９月28日㈪まで

都市建設課

建設工事、委託業務の入札結果のお知らせ
検 査 項 目
料
金

82

●特定健診
特定健診受診券をお持ちの
①30歳〜74歳の町民で大雪地区広域連合国民健康保険加入者
②40歳〜74歳の町民で、①以外の医療保険加入の扶養家族および協会健保本人
（受けられる健診機関を、事業主などに事前にご確認下さい）

33

新型コロナ流行により自身や胎
児・新生児の健康などに不安を持
って生活する妊産婦を応援するた
め︑ＨＵＣ︵フック＝ひがしかわ
ユニバーサルカード︶ポイントや
給付金を支給します︒
すでに妊娠の届出または出産し
た方には申請書を送付します︒妊
娠・出産してから転入した方は申

定員になり次第締め切り

11 29

ＤＶ︑セクハラ︑パワハラ︑ス
トーカー︑雇用・労働問題︑離婚
など︑さまざまな法律問題につい
ての無料法律相談会が開催されま
す︒相談をご希望の場合は電話予
約が必要です︒︵先着６人︶
日時
月９日㈮午後１時半〜午
後４時半︵１人 分︶
場所 上川教育研修センター︵旭

申 込 期 間

食事の不適切な摂取や運動不足

10月15日㈭
7:45保健福祉センター集合（8:00出発）

体重スッキリ教室

11月18日㈬･19日㈭･20日㈮
各日7:00-9:00（30分ごと受付）

12 10

大学進学奨学助成金の希望者を募集

報

時

27

30

持ち物 タオル︑飲み物︑動きや
日時 ９月 日㈭午前 時〜同
すい服装
時半
その他 託児あり︒ご希望の場合
場所 子育て支援センター
は申込時にお知らせください︒
対象 １〜２歳児と保護者
定員
組程度︵要予約︑先着順︶ 問合せ 子育て支援センター
☎
問合せ 子育て支援センター
５１００
☎
５１００

の情

日

林業専用道 津山中央他１路線 全体計画調査・測量設計委託業務

○特定健診：健診当日は特定健診受診券、健康保険証が必要です。
○後期高齢者健診：健康保険証が必要です。
※新型コロナウイルス感染症の関係で、健診自体が中止になる場合もあります。
他

旭川がん検診センター
（保健福祉センターからバスで送迎）

HP

未来を担う優れた人材を育成・
﹁ふれ愛の里﹂を見学できます
支援するため︑品行方正で向学心
旭川福祉専門学校内の地域生活
支援センター﹁ふれ愛の郷﹂では︑ にあふれ︑学術優秀であると認め
られる学生に対して交付する東川
保育科の学生と一緒に親子で自由
町独自の奨学助成制度です︒
に遊べます︒この機会に見学して
㈱ホクリク︵東京都︑野口研二
みませんか︒
社長︶の企業版ふるさと納税を原
日時 ９月 日㈬午前 時〜正午
資としています︒
場所 地域生活支援センター ふ
今年度から対象の学校種別が増
れ愛の郷︵進化台︶
え︑２年次以降在学している学生
対象 親子︵ 組程度︑要予約︶
も︑４年次目まで一定の奨学金を
※バス送迎 午前９時 分に幼
受けることが可能となりました︒
児センター正面玄関前集合
対象者 次の条件を全て満たす者
問合せ 子育て支援センター
①▼１年次 今年４月に国内の
☎
５１００
４年制大学︵通信教育課程を除
く︶︑短期大学︑旭川福祉専門
子育て講座﹁ストレッチ﹂
学校︑海外の大学に進学した学
お子さんと離れてのリフレッシ
生︑または４年次に進級する高
ュ講座です︒今回は荒川由佳里氏
等専門学校の学生︑４年制大学
を講師に︑楽しく体を動かして心
等に編入学する学生 ▼２年次
も体もリフレッシュしましょう︒
①の学校種別に在学している
日時
月２日㈮午前 時〜同
学生 ②学生に東川町居住歴が
時半
あり︑かつ保護者が１年以上在
場所 子育て支援センター プレ
住 ③税等の滞納がない
イルーム
申請期限 ９月末日
対象 子育て中の方
月末日予定
定員
組程度︵要予約︑先着順︶ 支給時期

くらし

保健福祉センター
（実施医療機関：旭川厚生病院）
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請負価格
（税込み、円）

の
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㈱ベスト
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請負業者

そ

●後期高齢者健診
75歳以上の町民（65歳以上で後期高齢者医療保険加入者も含む）
者
象
対

10

10

50

10

38

場

目

17

30

16

会

30

15

保健福祉課

後期集団健診（特定健診・がん検診・後期高齢者健診）のお知らせ
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