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町からの 

緊急地震速報の訓練について   

緊急地震速報の訓練を下記のとおり実施いたしますので、お知らせいたします。 

今回の訓練は、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が、防災用のスピ

ーカーより試験の音声が流れますので、緊急地震速報の報知音を確認しておきましょう。 

※今回の訓練は、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。 

１．日  時 平成２９年７月５日（水） 午前１０時１５分頃 

２．実施区域 興部町内全域 

３．訓練内容 防災用のスピーカーより試験の音声が流れます。 

◎問い合わせ 総務課 情報管理係 （℡８２－２１３１） 

平成２９年度 興部町戦没者追悼式のご案内  

先の大戦で犠牲となられた本町出身の方々に対し、追悼の誠を捧げ平和への誓いを新たに

するために、平成２９年度興部町戦没者追悼式を下記のとおり実施いたします。 

 ご遺族はもとより一般の方も、ご参列くださいますようご案内いたします 

１．日 時  ７月１２日（水） 午前１０時より 

２．場 所  興部町中央公民館 講堂 

３．実施形式  献花方式 

４．そ の 他  ○黙祷のお願い 

          当日、午前１０時過ぎに戦没者の御霊に対して黙祷を捧げるためにサイ

レンを鳴らしますので（興部・沙留・宇津）、町民各位におかれまして

もその場での黙祷にご理解ご協力下さいますようお願い申し上げます。 

○車両の運行 

 興部神社までの車両を運行しますのでご利用ください。 

 中央公民館前発  ９時１５分 ⇒ 忠魂碑（神社境内） 

 

 

 

興部中学校参観日（オープンスクール）のお知らせ   

興部中学校では、下記の通りオープンスクールを行います。 

地域の方々にも是非参観をしていただき、普段の学校の様子を見ていただきたいと考えてお

ります。都合の合う時間帯で是非ご参観をお願い致します。 

１．期   日  平成２９年７月１２日（水） 

２．時   間   ◎１校時（8：40～9：30）、  ２校時（9：40～10：30） 

         ３校時（10：40～11：30）、４校時（11：40～12：30） 

５校時（13：20～14：10）、６校時（14：20～15：10） 

部活動（15：40～18：30） 

３．そ の 他  詳しい内容等、お問い合わせにつきましては、興部町立興部中学校  

教頭 佐々木寿彦（℡８２－２０６３）にご連絡ください。 

第３６回オホーツクサイクリング２０１７大会の実施について  

雄武町から斜里町まで２１２ｋｍを自転車で走るオホーツクサイクリングが７月８日（土）

興部町を通過いたします。 

コース付近の皆様やお車等をご利用の皆様にご迷惑をお掛けする場合がございますがご理

解をお願いいたします。 

 本年度は、通常コースの４９７名に日帰りコースの１９６名を加え、合計６９３名の参加と

なります。沿道からの応援をお願いいたします。 

主要な箇所の通過予定時間（当日の天候等の条件により多少の変動があります）をお知らせ

しますので、応援やお車等の通行の参考にしてください。 

【８日（土）】                                        

◎チェックポイント         先頭車      最後尾       

雄武町民センター     ７：３０     ７：５５      

ジョイパーク       ８：３７     ９：３０    

沙留市街         ９：３３  １０：２３     

北海道立流氷公園       １０：２５   １１：２５    

道の駅愛ﾗﾝﾄﾞ湧別       １４：１３   １５：０３ 

佐呂間町ｷﾑｱﾈｯﾌﾟ周辺    １５：３０   １６：３０ 

常呂町スポーツセンター １７：００   １８：００ 

【９日（日）】 

◎チェックポイント       先頭車      最後尾 

常呂町スポーツセンター  ７：３０     ７：５０ 

オホーツク総合振興局   ９：１０   １０：００ 

道の駅はなやか小清水  １０：５０   １１：３５ 

斜里町役場前      １２：２０   １３：２０ 

お知らせ 
 

 
当日は、興部町社会福祉協議会主催により忠魂碑（神社境内）の 

お参りの準備をしております。（午前９時より１０時まで） 



町からのお知らせ －2－ ７月 1 日号  

沙留地区 町営プール送迎バス運行のお知らせ  

今年度も子ども達の夏期休業期間中に合わせて、沙留方面の児童・生徒を始め住民の皆様

方を町営プールまで送迎するバスを運行いたしますので、是非ご利用ください。 

 送迎日および送迎時間は下記のとおりとなっております。 

【送迎日】  

７月／２６日（水）・２８日（金） 

８月／２日（水）・４日（金）・７日（月）・９日（水）・１１日（金） 

  ※８月１４日（月）～１６日（水）は、お盆のためプールは閉館いたします。 

【出発・到着場所／時間】 

行き 出発 沙留公民館前 １３時３０分 ⇒ 到着 町営プール １３時４５分 

帰り 出発 町営プール  １６時３０分 ⇒ 到着 沙留公民館前 １６時４５分 

（注）帰りのバスに乗車する方は、出発２０分前にはプールから上がり、帰る用意をしてく

ださい。 

【お問い合わせ先】 教育委員会 社会教育課 体育振興係 ℡８２－２５５２ 

平成２９年度 危険物取扱者試験・消防設備士試験のご案内  

平成２９年度第４回危険物取扱者試験及び第２回消防設備士試験が下記の日程により実施

されますので、お知らせ致します。 

 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い合わせ下さい。 

 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、㈶消防試験研究センター

のホームページ（http://www.shoubo-shiken.or.jp）をご覧下さい。  

○ 試  験  日     平成２９年８月２０日（日） 

○ 受験願書の受付期間   

【書面申請】平成２９年７月７日（金）～平成２９年７月１４日（金） 

    【電子申請】平成２９年７月４日（火）～平成２９年７月１１日（火） 

○ 試験の種類及び試験地 

区   分 試験の種類 試 験 地 

危険物取扱者試験 
甲種、乙種（全類） 

丙種 

函館市・旭川市・北見市・苫小牧市・帯広市・

釧路市 

消防設備士試験 
甲種（第 1～5 類） 

乙種（第 1～7 類） 

札幌市・函館市・旭川市・北見市・苫小牧市・

帯広市・釧路市 

○問い合わせ先  紋別地区消防組合消防署興部支署予防係 ℡８２－２１３６ 

名寄線代替バス「バス１日無料乗り放題」の実施について  

名寄線代替バス運営協議会（名寄市・下川町・西興部村・興部町・紋別市・湧別町・遠軽町）

では、毎年恒例となりました名寄線代替バス「バス１日無料乗り放題」を７月２９日（土）に

運行いたします。沿線の各市町村でも様々なイベントがありますので、是非この機会にバスを

ご体験下さい。皆さんのご利用をお待ちしております。 

運行時間につきましては、７月中間号に掲載いたしますのでご確認願います。 

なお、興浜南線代替バス（雄武発着便）については対象になっておりませんのでご注意願い

ます。 

（企画財政課地域振興係） 

興部漁港におけるプレジャーボート係留などの使用について  

平成２９年７月１日から９月３０日まで、興部漁港のプレジャーボート係留などでの使用が

可能となります。 

漁港を使用する場合申請が必要となりますので、利用開始日の１５日前までに申請願います。 

漁港使用にあたり、隻数制限及び注意事項等ありますので、お早めにご確認願います。 

◎申請先及び問合せ先 ～ 産業振興課 水産振興係（℡８２－２１３４）まで 

スポーツ安全セミナーのお知らせ  

スポーツ安全セミナー「傷害予防テーピング・熱中症予防とスポーツマンの為のやさしい栄

養学教室」を下記の日程で行います。 

実際にスポーツテープを用いて、スポーツ時のケガ・傷害の予防と再発防止のテーピング法

を学び、その他にも熱中症予防とスポーツマンにとって大切な栄養学教室を実施しますので皆

さんの参加をお待ちしています！！  

■日 時  7 月 29 日（土） 10 時 00 分～15 時 00 分 

・10 時 00 分～12 時 00 分 栄養学教室 

・13 時 00 分～15 時 00 分 テーピング教室 

※栄養学教室とテーピング教室のどちらかだけ受講することも可能です 

■会 場  興部町中央公民館（興部町仲町） 

■講 師  有限会社イズミック代表取締役  五十公野 修 氏 

       元札幌医科大学準教授・医学博士 岡野 五郎 氏 

■対 象  スポーツ実践者・スポーツ指導者及び 

スポーツテーピング・スポーツ栄養学に興味のある方 

■定 員  ３０名 

■参 加 料  無 料 

■申込締切  7 月１２日（水）まで 

■申込・問合せ  教育委員会 社会教育課 体育振興係 ℡８２－２５５２ 

http://www.shoubo-shiken.or.jp/


町からのお知らせ －3－ ７月 1 日号  

平成２９年度 興部町臨時職員（介護職員）を募集します  

町では、平成２９年度の臨時職員を下記のとおり募集いたします。 

１．募集職種    介護職員 

  ２．雇用形態    非常勤職員 

３．職務内容    認知症対応型デイサービスセンター介護業務 

４．年  齢    ５５歳以下  

５．採用人員    若干名 

６．勤務場所    興部町老人福祉センター 

７．勤務時間等   ８時３０分から１７時１５分 日曜日休み 

         勤務日数は、月 ８日～１０日程度 

８．資格条件    ・介護職員初任者研修受講修了者（ホームヘルパー２級資格） 

          ・普通自動車免許証   

・現在町内に在住している、又は近隣市町村より通勤可能な方 

  ９．賃  金     時給９７０円 

１０．採用期間    平成２９年８月１日～平成３０年３月３１日 

１１．応募締切日   平成２９年７月１４日（金）   ※期日厳守 

１２．提出書類    ①履歴書１通（上半身写真添付）         

            ②資格証明書のコピー 

             ※郵送による提出可  

 １３．書類の提出先  総務課 総務厚生係 （℡ ８２－２１３１）  

 １４．選考方法    書類審査の上、面接により選考する 

 １５．問合せ先    介護支援課 介護予防係 （℡ ８２－４１５５） 

 

 

 

健康推進係からのお知らせ  

１．７月に実施する健診事業 

○１歳６か月・３歳児健診 ・・・７月２７日（木） 1２：30～15：30 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。 

２．料金無料 エキノコックス症検診実施のお知らせ  

対象の方は郵送する受診票をお持ちのうえ、各会場へお越しください。 

○対象者 小学３年生以上で過去５年以内に受診していない方（受診票を郵送しています） 

○検査内容 血液検査（当日は採血のみ、異常のあった方のみ後日通知します） 

○日程  

【７月１９日（水）】 

富丘福祉の家  ９：００ ～  ９：３０ 

住吉老人寿の家 １０：００ ～ １０：３０ 

豊野集落センター １１：００ ～ １１：３０ 

秋里集落センター １３：３０ ～ １４：００ 

沙留公民館  １４：３０ ～ １６：００、１８：００ ～ １９：３０ 

【７月２０日（木）】 

宇津集落センター  １０：００ ～ １０：３０ 

北興会館   １１：００ ～ １１：３０ 

興部中央公民館  １３：３０ ～ １６：００、１８：００ ～ １９：３０ 

３．子宮がん検診・乳がん検診のお知らせ 

平成 2９年度の子宮がん検診・乳がん検診の申し込みを受付しています。 

＜申込み期間＞  子宮がん検診 ～ ７月１３日（木）まで（期間延長しました）

乳がん検診 ～ ８月１８日（金）まで 

※内容ついては、6 月 1 日号の町からのお知らせか、お問い合わせください。 

◎健康推進係からのお知らせに関してのお問い合わせ・お申込みはすべて 

福祉保健課 健康推進係 （℡８２－４１７０）までご連絡ください。 

 

 



町からのお知らせ －4－ ７月 1 日号  

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】 今月の新規掲載はありません。 

【先月に引き続き募集している住宅】 

◎泉町団地（２号棟）～２戸 ◎新泉町団地～１戸 ◎緑ヶ丘団地～２戸 

◎新沙留団地～２戸 

＜特定公共賃貸住宅＞ 所得の月額基準：158,001～487,000 円 

【先月に引き続き募集している住宅】 

 ◎新沙留団地～２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】：７月 1４日（金）午後 5 時 15 分 

【問い合わせ先】 建設課 建築維持係（℡８２-２１６６） 

第１回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、下記の日程で第１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  平成２９年７月１６日（日）小雨決行 ・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１２日（水）までに下記まで申し込みください。 

◎申し込み・お問合わせ   パークゴルフ協会事務局長 鼻田（℡８２－３１９２） 

「第７回おこっぺ街中マルシェ」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。 

今年もスタンプラリーや体験ブース、特別販売などたくさん用意します！ 

さわやかな秋風を感じながら、のんびりお買い物やおしゃべりを楽みましょう。 

●期 日：平成２９年９月２日（土） 

●時 間：午前１０時 ～ 午後２時 

●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、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、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２８日（金）まで）。 

●問合せ先：おこっぺ街中マルシェ実行委員会（星火塾内） 

          ℡ ８８－２６６０（平日・午前 10 時～午後 5 時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年６月３０日で 
町内・町民の 
交通死亡事故ゼロ３６０６日 

スピードダウンとシートベルトの全席着用 


