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広報ナカガワお知らせ版 
令和 4年 9月 9日号  発行 中川町役場  編集 総務課総務町政室 

 

 

特定健診・健診・がん検診のご案内 
 

中川町では、生活習慣病の予防やがんの早期発見を目的に、下記の日程で特定健診（健診）・が

ん検診を実施します。 

 今年度最後の集団検診です。まだ申込みされていない方はこの機会にお申込みください。 

 

記 
 

１ 日   程  １０月１２日（水） 受付時間 ６：００～１０：３０ 

２ 場   所  中川町保健センター 集団検診室 

３ 内容・対象者・健診料   

 
対象者（町民の方） 
★年齢は R５.３.３１時点 

健診料 
検査内容 

69歳以下 70歳以上 

特定健診 

40～74 歳の国民健康保険

にご加入の方  800円 

 

問診・身体計測・診

察・血圧測定・採血・

尿検査 

心電図・眼底検査 
 

※39 歳以下及び社保

被扶養者は心電図・眼

底検査は含みません 

40～74 歳の社会保険被扶

養者の方 
特定健診受診券をご確

認ください。 

健診 
20～39歳以下の方 

75歳以上の方 
800円 

※社会保険本人は対象外です 

胃がん検診 35歳以上 80歳未満の方 1,800円 600円 胃部エックス線検査 

肺がん検診 35歳以上の方 400円 100円 胸部レントゲン検査 

大腸がん検診 35歳以上の方 500円 200円 便潜血検査 

前立腺がん検診 40歳以上の男性 2,310円 採血 

＊特定健診・健診と各種がん検診は、同時に受診できます。 

＊令和５年３月３１日の年齢が 40・50・60歳の方は、胃・肺・大腸がん検診をセットで 500円で受

けることができます。 

＊生活保護受給世帯は無料です。（※ただし、前立腺がん検診を除く） 

 

４ 健診実施機関 北海道対がん協会 旭川がん検診センター 

５ お申 込 み  ９月２９日（木）までに、希望する健診について保健師へお申込みください。健診日

の１０日前頃に問診票等を送付します。 

 

 

【問い合わせ】住民課幸福推進室 保健師 ☏7-2813 
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９月の生活・仕事相談会をひらきます 

 

 

 ９月２７日（火）①１０：００からと②１１：００からの２回、中川町保健センターに

て、８月の生活・仕事相談会をひらきます。相談会は予約制で相談は無料です。もし、誰に

も相談できずに困っていることがあれば、一緒に考えましょう。まずはご連絡ください。 

 なお、相談会は開催前日（９月２６日）の１５時までに電話・メールでお申し込みくださ

い。 

 

 センターにはこんな相談が寄せられています 
  ・ 親のことが心配 ～50代男性 

  ・ 仕事探しに不安がある ～40代女性 

  ・ 医療費が払えない ～70代男性 

  ・ 子供が働かない ～60代女性 

  ・ 将来が不安 ～70代女性 

 

 

【問い合わせ】住民課幸福推進室 ☏7-2813 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

肝炎ウイルス無料検診のご案内と申込期限のお知らせ 
 

 

今年度の肝炎ウイルス無料検診の会場・日時・申込期限は下記のとおりです。 

B 型・C型肝炎ウイルス検査を受けたことのない方は、無料で受けられるこの機会に

受診をおすすめします。 
 

記 

１ 会場・日程：  

 

２ 対  象 ： 令和 5年 3月 31日時点の年齢が、40・45・50・55・60・65・70・75歳に

該当し、今までに肝炎検査を受けたことがない方 
 

３ 検査内容 ： 問診・血液検査 
 ※10/12は特定健診・がん検診と同時に検査できます。 

 

４ お申込み ： 各申込期限までに保健師へご連絡ください。 
          

 

【問い合わせ】住民課幸福推進室 保健師 ☏7-2813 

会場 日程 受付時間 申込期限 

中川町保健センター 10月 12日（水） 9:30～10:00 9月 29日（木） 

中川町立診療所 12月 2日（金）まで 診療時間内 11月 25日（金） 
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エキノコックス症検診のご案内 
 

 エキノコックス症は、感染してからの無症状期が十数年と長いため、早期発見のため

に５年に１度の検診を受けることがすすめられます。 

町内でもキツネは多数出没しています。該当年齢の方はこの機会にできるだけ検診

を受けられますようお知らせいたします。 

中川町では、健診・特定健診とあわせて受けることができます。 

 

≪検診対象者及び検診料≫ 

検診対象者【令和５年 3月 31日時点の年齢】 検 診 料 

満１０・１５・２０・２５・３０・３５・４０・４５・５０・５５・６０・６

５歳の町民 
３００円 

満７０・７５・８０・８５歳の町民 １００円 

※ 対象外の年齢の方は、全額自己負担（1,3３0円）になります。 

 

≪日時・場所≫ 

日  程 時  間 場  所 

１０月１２日（水） ９：３０～１０：００ 
中川町保健センター 

（集団検診室） 
※ 早朝の時間（5：50～5：55）を希望される方は申込みの際にお伝えください。 

 

≪検診内容≫  血液検査 
 

≪検診結果≫  検査の約１カ月後に個人通知致します。 

 

≪お申し込み≫  9月 29日(木)までにお電話で保健師にお申込み下さい。 
 

※既に 5月の健診調査票にてお申し込みいただいている方は、連絡 

不要です。 

 

 

 

【問い合わせ】住民課幸福推進室 保健師 ☏7-2813 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エキノコックスが寄生したキツネのフンを触ったり、フンに汚染された山菜や沢水を口

にすると感染の危険があります。キツネを人家に近づけないことが大切です。 

 

～ キ ツ ネ の 餌 付 け は や め ま し ょ う ！ ～ 
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中川町会計年度任用職員の募集について（追加募集） 
 

募集職種 放課後児童支援員 

 

募集人員 週 25時間勤務または 1日 3～6時間の随時勤務のいずれか 1名 

 

勤務先 放課後児童クラブ（生涯学習センター内） 

 

勤務時間 
 （１）週 25時間勤務の場合 

    【月～土】一週間当たり 25時間勤務。毎月の勤務表作成により指示。 

 （２）1日 3～6時間の随時勤務の場合 

    【月～土】毎月の勤務表作成により指示。 

 

報酬 
 （１）週 25時間勤務の場合 

  放課後児童支援員認定有資格者は月額 118,800円、同無資格者は月額 103,400円。 

  期末手当はいずれも 12月に支給 

 （２）1日 3～6時間の随時勤務の場合 

  放課後児童支援員認定有資格者は時給 1,080円、同無資格者は時給 940円。 

 

雇用形態 令和 4年 10月～令和 5年 3月（翌年度も継続雇用する場合があります。） 

 

主な業務 放課後児童クラブの運営支援、学習支援 

 

資格等 
1. 中川町在住（予定）者であること 

2. 心身が健康な方 

3. 業務に熱意がある方 

4. 学校教育法の規定により、高等学校(旧中等学校令による中等学校を含む。) 

若しくは中等教育学校を卒業した方、同法第 90 条第 2 項の規定により大学への入学を認められ

た方若しくは通常の課程による 12 年の学校教育を修了した方(通常の課程以外の課程によりこれ

に相当する学校教育を修了した方を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有する

と認定した方 

5. 放課後児童支援員認定の資格を有する方が望ましい 

 

申込期限 9月 26日（月）まで 

 

申込み先 総務課総務町政室（役場庁舎２階）  

          ※ 履歴書・申込書は総務町政室にございます。 

 

【問い合わせ】総務課総務町政室 ☏7-2811 
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月 日       行   事 

10日 

（土） 

■第７５回学校祭【中】 

■よみきかせ会【図】10：30～11：00 

11日 

（日） 

■１年生学年レク【中】 

12日 

（月） 

■学校祭振替休業日【中】 

■クラブ⑥【小】 

■仕事にチャレンジ（2 年）【小】 

13日 

（火） 

■消防署見学【幼セ】【ま】 

■一般健康相談【保セ】13：00～16：00 

■学校祭後付け・反省【中】 

■eネットキャラバン（3・4年生）【小】 

14日 

（水） 

■眼科専門外来【診】 

 １１：００～１３：３０ 

■学力テスト（３年総合 A）【中】 

■マラソン記録会【小】 

15日 

（木） 

■職員会議【中】 

16日 

（金） 

■新型コロナワクチン集団接種【診】 

9：00～15：45受付 

■中川町立診療所 休診【診】 

■貯筋体操教室【保セ】13：30～14：45 

■生徒会役員選挙【中】 

月 日       行   事 

17日 

（土） 

■陸上新人全道（～１８日・函館）【中】 

■よみきかせ会【図】10：30～11：00 

18日 

（日） 

 

19日 

（月） 

＜敬老の日＞ 

20日 

（火） 

■一般健康相談【保セ】13：00～16：00 

■学習発表会特別時間割開始【小】 

■放課後サポート（４～６年）【小】 

21日 

（水） 

■サポート委員会【中】 

■交通安全点検日【小】 

22日 

（木） 

■スクールカウンセラー来校【小】【中】 

23日 

（金） 

＜秋分の日＞ 

場所の表示は、下のように省略しています 

【学セ】生涯学習センター【保セ】保健センター 【佐公】佐久地区公民館 【1区】1区会館 【2区】2区会館 【寿】寿の家  

【4区】4区会館 【5区】5区会館 【誉 1】誉一会館 【誉 2】誉二会館 【大富 2】大富二会館 【伝承】佐久ふるさと伝承館 

【幼セ】幼児センター 【ま】まめちょ 【小】中央小学校 【中】中川中学校 【交プ】交流プラザ 【パ】パークゴルフ場  

【球】町営球場 【ぬ】ぬくもり 【ス】町民スキー場 【歯】町立歯科診療所 【ナポ】ナポートパーク 【診】町立診療所 

【エコ】エコミュージアムセンター  【トレ】農業者トレーニングセンター 【歌農】歌内地区農作業管理休養施設 

【国農】国府地区農作業管理休養施設 【図】中川町中央公民館図書室 【プ】町民プール  

※ 新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、行事予定が変更になる場合があります。 
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月 日       行   事 

24日 

（土） 

 

25日 

（日） 

 

26日 

（月） 

■二学期中間テスト【中】 

27日 

（火） 

■常任委員会【中】 

■初任者研修【中】 

■学校運営協議会【中】 

■eネットキャラバン（5年生）【小】 

■放課後サポート（1～3 年）【小】 

■一般健康相談【保セ】13：00～16：00 

28日 

（水） 

■研修日【中】 

■歯科健診・フッ化物塗布【保セ】 

13：00～14：00 

29日 

（木） 

■遊びの広場【ま】 

■音読教室【図】10：00～ 

30日 

（金） 

■お誕生会【幼セ】 

■英語検定【中】 

■中川村とのオンライン交流授業【中】 

■前期末集会・通知表配布【小】 

■産婦人科専門外来 

【診】10：00～13：30（要予約） 

月 日       行   事 

10月 

1日 

（土） 

 

2日 

（日） 

 

3日 

（月） 

■上川教育研究会大５６回北部地区研究大会 

■特別日課５時間【小】 

■乳がん検診【保セ】 

6：３0～10：00 

4日 

（火） 

■全校朝会・認証式【中】 

■常任委員会【中】 

■通常日課【小】 

■一般健康相談【保セ】13：00～16：00 

5日 

（水） 

■二計測【中】 

■学習発表会総練習【小】 

■1歳 6ヶ月児・3歳児健診【保セ】 

 12：30～13：10 

■小児科専門外来【診】 

13：30～16：00 

6日 

（木） 

■避難訓練【幼セ】 

■生徒総会【中】 

■町 P連第３回役員会【小】【中】 

 

7日 

（金） 

■職員会議【中】 

■宿泊研修結団式【中】 

■学習発表会前日準備【小】 

■交通安全点検日【小】 

場所の表示は、下のように省略しています 

【学セ】生涯学習センター【保セ】保健センター 【佐公】佐久地区公民館 【1区】1区会館 【2区】2区会館 【寿】寿の家  

【4区】4区会館 【5区】5区会館 【誉 1】誉一会館 【誉 2】誉二会館 【大富 2】大富二会館 【伝承】佐久ふるさと伝承館 

【幼セ】幼児センター 【ま】まめちょ 【小】中央小学校 【中】中川中学校 【交プ】交流プラザ 【パ】パークゴルフ場  

【球】町営球場 【ぬ】ぬくもり 【ス】町民スキー場 【歯】町立歯科診療所 【ナポ】ナポートパーク 【診】町立診療所 

【エコ】エコミュージアムセンター  【トレ】農業者トレーニングセンター 【歌農】歌内地区農作業管理休養施設 

【国農】国府地区農作業管理休養施設 【図】中川町中央公民館図書室 【プ】町民プール  

 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、行事予定が変更になる場合があります。 


