
町からのお知らせ －1－ ２月中間号  

第１２６８号    全３ページ 
２０２０年２月中間号 

町からの 

令和２年第１回興部町議会定例会の開催について   

令和２年第１回興部町議会定例会が、３月３日（火）１０：００より開会されます。 

会期は１３日（金）まで、一般質問は９日（月）１０：００を予定しています。 
 傍聴される方は、当日、係員の指示に従って傍聴されますようお願いいたします。 

 なお、会期中の日程（休会等）につきましては、総務課総務厚生係（℡８２－２１３１）

までお問い合わせください。 

旧沙留中学校敷地 売却に向けた事前説明会の開催について  

町では、旧沙留中学校敷地について、町内希望者に売却する方向で検討しています。売却
にあたり、町内希望者からその他の利用方法・処分方法などの意見交換の場として下記のと
おり説明会を開催いたします。 

◎日 時 ２月２６日（水） １８：３０～ 

◎場 所 沙留公民館 和室 

◎対象者 興部町内に居住している方及び町内事業者 

◎問合せ 企画財政課 企画係 ８２-２１３２ 

興部町プレミアム付商品券の購入はお済ですか？  

興部町では消費税率の引き上げに伴い、所得の少ない方（町民税非課税の方）や子育て世 

帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするためにプ

レミアム付商品券の販売をしています。 

プレミアム付商品券の販売期限が下記のとおりとなっておりますので、まだ購入されてい 

ない方はお早めにお手続きをお願いいたします。 

また、プレミアム付商品券の使用可能期限も下記のとおりとなっておりますので、期間内 

の使用をお願いいたします。 

●興部町商工会で販売されている『興部町商工会プレミアム共通商品券』とは別事業です。 

（１）商品券販売期限   ２月２８日（金）まで 興部町商工会にて販売します 
９：００～１７：００まで （土日祝日は除く） 

（２）商品券使用可能期限 ３月３１日（火）まで 

◎商品券に関するお問い合わせ 福祉保健課 社会福祉係 ℡８２－４１２０ 

健康推進係からのお知らせ  

◎２月に実施する健診事業（会場はいずれもきらりです。） 

  乳幼児健診①・・・ ２月２０日（木）１２：３０～１５：３０ 

  乳幼児健診②・・・ ２月２７日（木）１２：３０～１５：３０ 

（対象の方は個別にご案内いたします。）   

◇問い合わせ先 福祉保健課 健康推進係 （℡８２－４１７０） 

◎広域紋別病院精神科巡回診療について 

○診療日時 ３月４日（水） １４：００～ 

○場  所 きらり 診察室 

○予約受付 （月～金曜日） １４：００～１７：００（診療日の前週金曜日までに予約）

◇予約・問い合わせ先 広域紋別病院 （℡０１５８－２４－３１１１） 

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

 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、定期的に訓練を行い非常時に備えるものです。 
 ※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。 

○日  時  ２月１９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、総務課情報管理係） 

興部町商工会からのお知らせ  

令和元年９月１日発行のプレミアム商品券の利用期日は、２月２９日（土）までとなって

います。 

 

 

 このデザインの商品券です！ 

まだ手元に残っている方は、早急に ⇒ 

ご利用ください！ 

 

 

 

◎お問合わせ  興部町商工会 ℡８２－２２１７ 

お知らせ 
 



町からのお知らせ －2－ ２月中間号  

平成３１年分（令和元年分） 所得申告の受付について  

平成３１年分（令和元年分）の所得申告受付につきまして、期間内に申告を済まされます
ようお願い致します。 

詳細につきましては、町からのお知らせ２月１日号をご覧になるか、住民課税務係まで、
お問合せ下さい。 

■ 申告日程 （土・日曜日・祝日は申告の受付は行っておりません）  

受 付 月 日 対象地区 区分 受付時間 受付会場 

２
月 

１７日（月） 浜町･元町・東町 一般 

9：00～16：30 
役場 1 階 
第 1 会議室 

１８日（火） 本町･仲町 一般 

１９日（水） 幸町・栄町    一般 

２０日（木） 泉町     一般 

２１日（金） 新泉町・新町・北興  一般 

２５日（火） 指定なし 一般 9：00～16：00 

２６日（水） 
沙留（西町・汐見町・  
北浜町・港町・元町） 
・住吉 

一般 

9：00～16：30 
沙留公民館 

２７日（木） 
沙留（海運町・緑町・
旭町）・富丘 

一般 

２８日（金） 沙留（指定なし） 一般 9：00～11：30 

３
月 

２日（月） 旭町・春日町 一般 

9：00～16：30 
役場 1 階 
第 1 会議室 

３日（火） 
～６日（金） 

農業者のみ 農業者 

９日（月） 緑ヶ丘・宮下町 一般 

１０日（火）    宇津・秋里・豊野     一般 

１１日（水）
～１３日（金） 

指定なし 一般 

※興部町内の会場設定は３月１３日までとしていますので、お早めに申告を済まされるよう
お願いします。 

※不明な点や詳しい内容についてのお問い合わせ 
 ◎紋別税務署  ℡０１５８－２３－２１９１（代表） 
 ◎住民課税務係 ℡８２－２１６４（内線２２５・２２６）までご連絡願います。 

スポーツ指導者養成講習のお知らせ  

パーソナルトレーナー藤原信介氏（会社名：curious health and strength）による講演
会を開催致します。 
テーマを「コンディショニングトレーニング～スポーツ活動前後に行うべきエクササイズ 

～」と題して、実際にスポーツをやっている子ども達や指導者・保護者の方々を対象に、自
分の体の仕組みを理解し自分にあった正しい動きでのトレーニング方法を学び、身体的なパ
フォーマンスの向上及び怪我の予防につながるエクササイズについて実技を交えながら指
導していただきます。 

◎日   時  ３月３日（火）１８：３０～２０：００ 

◎場   所  総合センター 研修室 

◎講   師  curious health and strength パーソナルトレーナー 藤原信介 氏 

◎参 加 対 象  スポーツ指導者・愛好者のほか、スポーツ少年団員や中高生で部活動を
行っている方など、スポーツに興味のある方は誰でも参加できます。 

◎持 ち 物  動きやすい服装、運動靴、（必要な方のみ～筆記用具、メモ帳） 

◎申込締切り  ２月２６日（水） 

◎申 込 先  教育委員会 社会教育課 体育振興係 ℡８２－２５５２まで 

【経歴】 
 自身の経験から、正しい運動をする重要性を実感し、高校卒業後スポーツトレーナーの
学校に進学し様々な知識と実践方法を学ぶ。 
大学卒業後、北翔大学スポルクラブ（総合型地域スポーツクラブ）クラブマネージャー

などを務め、現在は独立しセミナーや講演会を行っている。 
※コンディショニングトレーニング（自分の体の仕組みを理解し、自分に合った正しい動
きで身体的なパフォーマンスの向上や怪我の予防につながるトレーニング） 

・ＮＳＣＡジャパン北海道地域セミナー「チーム、パーソナルにおいてのスクリーニング」 
・寿都町ジュニア世代指導員対象 
「育成年代におけるスポーツが上手になるためにはトレーニングは必要か」 

相談センター「ふくろう」より～仕事や健康、お金でお困りの方へ～  

北海道では、生活困窮者自立支援法に基づき、生活上の困難に直面している方に対し、地
域において自立した生活が行えるよう、自立支援に関する相談業務を「相談センターふくろ
う」に委託し、定期的に相談会を行っています。 
 「ふくろう」では仕事・お金・生活・病気などでお困りの方や、どこに相談して良いかわ
からないなどの困りごとに対して、どうしたら良いか一緒に考えていきます。 
 相談は無料で秘密は厳守いたしますので、お気軽にご相談ください。また、ご利用の際に
はご予約ください。 

◎日  時 ３月４日（水） １１：００～１２：００ 

◎場  所 福祉保健総合センター「きらり」 

◎申 込 先  オホーツク相談センター ふくろう 
              ℡０１５７－２５－３１１０ 



町からのお知らせ －3－ ２月中間号  

令和２年度 興部町職員採用試験（町単独）の実施について  

興部町では、令和２年４月１日採用予定の職員を次の通り募集します。 

◎試験区分 

 ①建築技師 

  ○採用予定者数  若干名 

  ○受 験 資 格  （１）令和２年４月１現在の年齢が満３５歳以下で、民間職務経験 

   があり、二級建築士以上の資格を有している方 

           （２）学校教育法に基づく大学又は短期大学、専修学校の専門課程 

（修業年限２年以上）、高等専門学校若しくは高等学校を令 

和２年３月に卒業見込みで、建築専門課程を履修された方 

   上記受験資格のほかに 

第１種普通免許を取得している方又は取得見込みの方 

パソコン操作ができる方 

             現在、町内に在住している又は採用後、町内に居住可能な方 

 ○提 出 書 類   職員採用試験申込書 

           （様式は興部町ＨＰよりダウンロードできます。Ａ４判両面） 

           建築士資格証明書の写し  ～（１）の受験資格者のみ 

           学業成績証明書      ～（２）の受験資格者のみ 

           卒業（見込み）証明書   ～（２）の受験資格者のみ 

 ②土木技師 

  ○採用予定者数  若干名 

  ○受 験 資 格  （１）令和２年４月１現在の年齢が満３５歳以下で、土木に係る 

              民間職務経験があり、下記①又は②の資格を有している方 

⓵建設業法による土木施工管理技士 

⓶測量法による測量士又は測量士補の登録を受けている方 

           （２）学校教育法に基づく大学又は短期大学、専修学校の専門課程 

              （専修年限２年以上）、高等専門学校若しくは高等学校を令 

          和２年３月に卒業見込みで、土木に関する科目を履修された方 

上記受験資格のほかに 

        第１種普通自動車を取得している方又は取得見込みの方 

        パソコン操作ができる方 

        現在、町内に在住している又は採用後、町内に居住可能な方 

○提 出 方 法  職員採用試験申込者 

         （様式は興部町ＨＰよりダウンロードできます。Ａ４版両面） 

       各種資格証明書の写し  ～（１）の受験資格者のみ 

         学業成績証明書     ～（２）の受験資格者のみ 

         卒業（見込み）証明書  ～（２）の受験資格者のみ 

※但し、日本国籍を有しない方、地方公務員法第１６条に該当する方は受験できません。 

〈地方公務員法第１６条抜粋〉 

１． 成年被後見人または、被保佐人 

２． 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなる 

までの者 

３． 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過し 

ない者 

◎給与・諸手当   ○興部町職員給与条例等による 

◎選 考 方 法   ○書類審査のうえ、面接試験により選考する 

◎試験日時及び会場 ○申込期間終了後、申込された方に通知します 

◎申 込 期 間   ○３月１９日（木）まで 

          ※郵送の場合は、３月１９日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、月曜日から金曜日８：３０から 

           １７：１５まです。 

◎申 込 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） 

◎お問合せ先   ○建築・土木技師 ～ 建築課 管理係（℡８２－２１６６） 

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。 

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。 

・日  時  ３月３日（火） １０：００～１２：００（一人３０分程度を予定） 

・場  所  福祉保健総合センター「きらり」 

・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。（前日の１７：００までに連絡） 

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  紋別ひまわり基金法律事務所 弁護士 梶本 貴之 

・電話予約  紋別ひまわり基金法律事務所 ℡０１５８－２６－２２７７ 

 

 【目指せ！５０００日！】 
令和２年２月１４日で 
町内の交通死亡事故ゼロ４５６５日 
スピードダウンとシートベルトの全席着用 
 


