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町からの 

お墓の供物と塔婆の処分について  

①お墓の供物について 

お供えとしてあげた供物等は、その都度、必ず持ち帰って下さい。 

（きつね・カラス等が散らかし他の人に迷惑をかけます。また、果物やジュース等は

ハチが寄って危険です。） 

②塔婆の処分について 

処分する塔婆は興部・沙留の両墓地内に設置の焼却施設に持ち込んでいただければ、

後日、焼却処分いたします（法律では、通常のごみの野外焼却は厳禁ですが、本件は対

象外となっております）。 

なお、布団・衣類等は対象外となりますので絶対に持ち込まないようお願いします。 

  きれいに使って、気持ち良いお墓参りを・・・・ごみは必ず、持ち帰りましょう。 

                             （住民課住民環境係） 

健康推進係からのお知らせ  

１. 広域紋別病院精神科巡回診療について 

   興部町での診療日程は次のとおりです。原則、予約が必要となりますので、診察を希

望される方は事前に電話等により、直接広域紋別病院へお申し込みください。 

（１）対 象 者  こころの健康に関してお困りで医療機関への通院が困難な方 

（２）巡回日程  原則毎月１回 水曜日 

実 施 場 所 9 月 

興部町福祉保健総合センター

「きらり」内 診察室 

７日（水） 

１４：００～ 

（３）費用・支払方法  保険診療となりますので、必ず保険証を持参してください。 

診療費は後日ご自宅に送付する納入通知書により最寄りの金融機関又は広域紋別病

院会計窓口でお支払いください。 

また、次のものをお持ちの方は併せてご持参ください。 

・広域紋別病院の診察券 ・自立支援医療（精神通院医療）の受給者証及び管理票 

・他の公費負担受給者証 

（４）予約受付期間  月曜日から金曜日まで １４：００～１７：００ 

                   （診療日の前週の金曜日まで） 

（５）予約申込先   広域紋別病院 〒094-0007 紋別市落石町１丁目３番３７号 

℡ ０１５８-２４-３１１１ 

２．ウォーキング教室のご案内 

 毎年恒例となりました興部町ウォーキングマップの目的別ウォーキング教室を下記の日

程で行います。それぞれの特徴を活かしたコースは、ウォーキングを体験したい人から日常

的に行っている方、老若男女問わず楽しめるコースとなっています。健康づくりのために皆

さんでウォーキングを楽しみませんか？ 

個人の体力やからだの状態に合わせて、スタッフがサポートしますので、ウォーキング初

心者の方もどなたでも参加可能です。 

開 催 日 コース名 時 間 集合場所 

第４回 9 月 6 日（火） 
モーモー城 

（足腰強化コース） 
8：45～12：00 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

◎申し込みされた方へは、個別に案内文書をお送りいたします。 

（１）内 容 10ｍ歩行測定、実践講話（ウォーキングの基礎知識・健康管理） 

（２）講 師 一般社団法人 地域ウエルネス・ネット フィットネスアドバイザー 

（３）持ち物 タオル・飲み物・上靴 

３．特定健診のお知らせ 

興部町では、毎年 6 月・2 月に集団健診を実施しておりますが、健診の機会を逃してしま

った方を対象に興部町国民健康保険病院において個別健診を実施いたします。 

この機会に特定健診を受けましょう！ 

 特 定 健 診 75 歳以上の健康診査 

対  象 
40 歳～74 歳の 

興部国民健康保険加入者 
後期高齢者医療保険加入者 

検査内容 身体計測・血圧測定・血液検査・尿検査・心電図検査・眼底検査・医師診察 

期  日 平成 29 年 3 月 31 日まで。ご希望の日にちを予約の際にお伝えください。 

健診料金 １，０００円 ５００円 

予約方法 
興部町国民健康保険病院（℡82-2310）に来院または電話で予約してくだ

さい。 

受診方法 

対象となる方には受診券を配布してお

ります。 

受診の際、国保保険証とともに病院に

提出してください。 

受診券は必要ありません。 

注  意 

血液検査がありますので、前日の夕食は軽めにし、朝食を食べないでくださ

い。また、眼底検査がありますのでコンタクトレンズの方は眼鏡か裸眼で来

てください。 

そ の 他 
その他医療機関での集団健診や興部町での２月の健診を受診される方は、受

診券の提示は必要ありません。 

お知らせ 
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平成２９年度 興部町職員採用試験（町単独）のお知らせ  

興部町では、不足している年代（３０歳代）の職員補充により、年齢層の平準化を進める

ため、町単独による職員採用試験を下記のとおり実施いたします。（オホーツク管内町村職

員採用試験では、年齢制限があり受験できないため、町単独による採用試験を実施します。） 

１．試験区分  高校卒・大学卒 一般事務職（行政一般） 

２．受験資格  次の条件をすべて満たす方 

①昭和５２年４月２日から昭和６２年４月１日までに生まれた方 

          ②採用後、興部町に居住可能な方 

          ③過去に一度も興部町職員採用試験（町単独）を受験していない方 

３．試験方法及び日時 

   【一次試験】 

     日  時  平成２８年１０月２日（日曜日） 

午前１０時００分～午前１１時４０分（着席午前９時４０分） 

     試験内容  論文試験、職場適応性検査 

   【二次試験】 

     日  時  一次試験合格者に対し、別途通知します。 

     試験内容  面接試験 

４．試験場所  紋別郡興部町字興部７１０番地 興部町役場３階大会議室 

５．合否発表  一次、二次試験とも受験者に通知します。 

６．申込書用紙等の請求 

    請求先  興部町役場 総務課 総務厚生係 

         ※興部町ホームページよりダウンロードできます。（Ａ４版両面） 

７．申込先及び申込方法 

申込書に所定事項を記入（自筆）し、興部町役場総務課総務厚生係へ郵送または持

参してください。 

８．申込期間  平成２８年８月８日（月）から平成２８年９月９日（金）まで 

       ※郵送の場合は、９月９日（金）までの消印があるものに限り受付します。 

       ※持参する場合の受付時間は、午前９時００分から午後５時００分まで 

９．採用予定者数  若干名 

１０．問い合わせ先 

    〒０９８－１６９２ 紋別郡興部町字興部７１０番地 

              興部町役場 総務課 総務厚生係 ℡８２－２１３１ 

 

平成２９年度 介護支援専門員募集のお知らせ  

１．勤務場所    興部町役場 介護支援課 

２．職務内容    介護支援専門員（ケアマネジャー） 

３．採用人員    正職員１名、臨時職員１名 

４．年  齢    正職員 ３９歳以下、臨時職員 ５０歳以下 

５．資格条件    ・介護支援専門員 

         ・普通自動車免許証 

         ・パソコン操作ができる方   

・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 

 ６．給与・諸手当  正職員  興部町職員給与条例等により支給 

         臨時職員 月額 ２０２，６００円 

７．採用期日    正職員  平成２９年４月１日 

 又は期間    臨時職員 平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日（３年間） 

８．申込期間    平成２８年８月８日（月）から平成２８年９月９日（金）まで 

※期日厳守 

９．提出書類    ①履歴書１通（上半身写真添付）         

           ②介護支援専門員登録証明書のコピー 

           ※郵送の場合は、９月９日（金）までの消印があるものに限り受付 

します。 

           ※持参する場合の受付時間は、午前９時００分から午後５時００分 

まで。 

10．書類の提出先  興部町役場 総務課 総務厚生係 ℡８２－２１３１ 

 11．選考方法    書類審査の上、面接により選考する 

 12．問合せ先    興部町役場 介護支援課 介護相談係 ℡８２－４１５５ 

          

 

 



町からのお知らせ ８月中間号 －3－ 

北見信金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、下記の大会要項により北見信金杯パークゴルフ

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。 

☆大会要項 

１．主  催  興部町パークゴルフ協会 興部支部 

２．協  賛  北見信用金庫 興部支店 

３．大会日時  平成２８年８月２７日（土） 小雨決行 

        ・受  付  午前 ８時１０分 

        ・開 会 式  午前 ８時２０分 

        ・競技開始  午前 ８時３０分 

        ・閉 会 式  午前１１時１５分 

４．大会場所  興部パークゴルフ場 

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

６．参加資格  パークゴルフ愛好者であれば、どなたでも。 

７．競技方法  日本パークゴルフ協会規則に基づき、男女別個人戦３６ホールストロー

クプレイとし、同スコアの場合、優勝者のみサドンデスプレイオフで、

その他はカウントバック方式を採用する。 

８．表  彰  男女とも優勝、準優勝及び入賞者。その他各賞。 

９．参加申込  ８月２３日（火）までに、PG 場大会参加申込書に記入、またはパークゴ

ルフ協会事務局長の鼻田まで申込のこと。（℡８２－３１９２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ので、ご案内いたします。 

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。 

記 

・日  時  ９月６日（火） 午前１０時～１２時（一人３０分程度を予定） 

・場  所  興部町中央公民館 

・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。 

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 長岐 和恵 

・電話予約  紋別ひまわり基金法律事務所 ℡０１５８－２６－２２７７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年８月１２日で 
町内・町民の 
交通死亡事故ゼロ３２８４日 

スピードダウンとシートベルトの全席着用 

ながらスマホは事故の元！ 

絶対にやめましょう！！ 


