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 第３５回おこっぺ牛乳の里マラソン大会の開催 
および開催に係る通行止めのお知らせ  

第３５回おこっぺ牛乳の里マラソン大会を１０月２日（日曜日）に開催致します。今年は参
加者を西紋別地区（興部町、紋別市、滝上町、雄武町、西興部村）在住者限定とし、開会式・
閉会式・交流会・抽選会も中止とし、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を徹底して開
催致します。３㎞コースから１０㎞コースまでの各コースをランナーが走り抜けますので、町
民の皆様のあたたかいご声援をお願い致します。 

●スタート：3km 8：40 10km 9：10 5 ㎞（男子）9：15 5㎞（女子）9：20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●会場周辺道路の一部通行止について 
大会の開催に伴い、１０月２日（日曜日）の８：００～１２：００まで、会場周辺の道路が

一部通行止めとなりますので、住民の皆様には大変ご不便をおかけ致しますが、ご理解くださ
いますようお願い申し上げます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 令和５年度『興部町職員（消防職員）』の募集について   

１．採用予定者数  １名 

２．勤務場所・内容 紋別地区消防組合消防署興部支署 消防業務全般 

３．採用予定日    令和５年４月１日 

（但し、救急救命士免許を取得見込みの者にあっては５月１日） 

４．応 募 資 格     
(1) 平成６年４月２日以降に生まれた者 
(2) 救急救命士免許を有する者または取得見込みの者 
(3) 第１種普通自動車免許（オートマチック限定免許を除く）を取得している者または 

取得見込みの者 
(4) (1)･(2)･(3)の要件を満たしていても次のいずれかに該当する者は応募できません。 

①日本の国籍を有しない者。 
②地方公務員法第１６条各号(欠格条項)に該当する者。 

  (5) 身体等に関する要件 
・身長 おおむね１６０ｃｍ以上であること（女性 おおむね１５５ｃｍ以上） 
・体重 おおむね５０ｋｇ以上であること （女性 おおむね４５ｋｇ以上） 

５．応 募 方 法 

応募期間中に以下の書類を持参または郵送により提出してください。 

(1)採用試験申込書 

・所定事項を記入（自筆）し、最近３ケ月以内に撮影した写真を貼付してください。 

※採用試験申込書様式は興部町ＷＥＢページからダウンロードしてください。 

（Ａ４版の両面印刷で使用してください） 

(2)学業成績証明書 

（救急救命士養成学校等発行のもので授業出欠状況も記載されていること） 

(3) 卒業（見込み）証明書（救急救命士養成学校等発行のもの） 

  (4) 救急救命士免許証の写しおよび第１種普通自動車免許を取得している者は免許証の写し  

６．応募期間  令和４年９月１５日(木曜日)から令和４年１０月３１日(月曜日)まで 

    ※郵送の場合は、１０月３１日(月曜日)までの消印があるものに限り受け付けます。 

    ※持参する場合の受付時間は、９時００分から１７時００分まで        

７．試験日時・会場  令和４年１１月１０日（木曜日）９時３０分から１４時００分まで 

            紋別郡興部町字興部７１０番地 興部町役場 

８ 試験の内容  ・体力測定 ・適性検査 ・作文 ・面接 

９．そ の 他      

(1) 提出書類はお返しできませんのでご了承願います。 
(2) 応募者には、試験日程等に関する書類を郵送します。 
(3) 試験結果は、受験者全員に合否を郵送で通知します。 
(4) 取得した個人情報の取り扱いについては、選考の資料とさせていただく目的以外に利

用することはありません。 
 

１０．申 込 先  〒０９８-１６９２ 紋別郡興部町字興部７１０番地 

総務課 総務係 ℡ ８２-２１３１ 

■お問合せ 紋別地区消防組合消防署興部支署 総務係 担当 大
おお

井
い
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 ℡ ８２-２１３６ 

お知らせ 
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 健康推進係からのお知らせ   

◎ 第 2回「もぐもぐ歯っぴー教室！」のお知らせ（参加費無料） 

幼児期のお口と食事の悩みに関する教室です。 

◎日 時：１０月３日（月曜日）１３：００～１５：００ 

○会 場：福祉保健総合センター きらり（調理室・健診室） 

○内 容：歯科衛生士による講話：姿勢・歯並びを悪くする癖・幼児期の口に合った遊び方 

管理栄養士による調理実習：もぐもぐカムカムおやつ② 

〇講 師：社団法人 北海道歯科衛生士会 オホーツク支部 

                                   歯科衛生士 及川順子氏（咀嚼指導他） 

○対 象：３歳～5歳頃までのお子さんとその保護者の方 

     （託児が必要な方はお申し込みの際ご相談下さい。） 

○持ち物：エプロン・マスク 

○定 員：先着 8組（定員になり次第締切） 

◎締 切：９月２９日（木曜日）まで 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当日受付時に体調確認（体温計測など）を行い

ますのでご協力願います。 

※コロナ感染状況により中止になる場合があります。その場合、電話等でご連絡させていただ

きます。 

■申込・お問合せ 福祉保健課 健康推進係 ℡ ８２－４１７０ 

◎ 第２回ヘルスアップ教室のお知らせ（参加費無料） 

 健康づくりに関心があり、運動実践を希望される方ならどなたでも参加できます。運動・栄

養の実践学習を通し、ご自身の生活習慣を振り返りながら日々の健康づくりの工夫点を見つけ

てみませんか？ 楽しく運動実践！気になる栄養も学んで、より健康的に過ごしましょう。 

 ◎日 程  １０月５日（水曜日）１０：３０～１２：００  

 〇場 所  中央公民館 2F講堂 

〇内 容  運動講師による健康講話・運動実践 

 〇講 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 

〇定 員  ２０名（予約制。定員になり次第締切） 

◎締 切  １０月４日（火曜日）まで 

〇持ち物  タオル・マスク・飲み物（各自ご持参下さい）  

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、当日受付時に体調確認（体温計測など）を

行いますのでご協力願います。また、運動時のマスク使用については基本的には着用でお願

いいたします。 

※今後の感染症の動向によっては、開催を見合わせることがあります。中止となった場合は文

書等でお知らせをいたします。 

■申込・お問合せ 福祉保健課 健康推進係 ℡ ８２－４１７０ 

◎ 生活習慣病健診のお知らせ 

下記のとおり、特定健診およびがん検診を実施します。今年度まだ健診を受けていない方は

受診して自身の健康管理に役立てましょう。 

◎日 程  １１月１日（火曜日）   

〇場 所  きらり 

〇内 容  特定健診     １，０００円  ７５歳以上の健康診査   ５００円 

     胃がん検診    １，７００円  大腸がん検診       ８００円 

     肺がん検診（X 線）   ７００円  肺がん検診（喀痰）    ９００円 

       前立腺がん検診  ２，３１０円  Ｂ型Ｃ型肝炎ウイルス検診   ０円 

       風しん抗体検査      ０円   結核検診            ０円 

     ※風しん抗体検査受診希望の方はクーポン券を持参してください。 

      クーポン券をお持ちでない方は健康推進係までご連絡ください。 

          ※肺がん検診と結核検診との同時受診は出来ませんのでご了承ください。 

〇対 象 特定健診         ４０歳～７４歳の国民健康保険加入者 

      ７５歳以上の健康診査   ７５歳以上の方 

      胃・大腸・肺（X 線）   ４０歳以上の方 

      肺がん検診（喀痰）    必要と判断された方 

      前立腺がん検診      ４０歳～７４歳の男性 

      Ｂ型Ｃ型肝炎ウイルス検診 ４０歳以上で過去に一度も受けたことのない方 

      結核検診         ６５歳以上の方 

風しん抗体検査      昭和３７年 4 月２日生 ～ 

昭和５４年４月 1日生の男性の方 

◎申込期日 １０月２6日（水曜日）まで 

■申込・お問合せ 福祉保健課 健康推進係 ℡８２-４１７０ 

 スズメバチなどの蜂にご注意を！   

蜂の巣は夏から秋にかけて最も発達するため、これからの時期、スズメバチ等の危険な蜂が

数多く発生することが予想されます。以下の点に注意して安全な夏をお過ごし下さい。 

１ 蜂を刺激しない 

・ 蜂は、巣に振動を与えるような声や物音、刺激に対して防衛のために特に攻撃的にな

ります。蜂の巣の近くでは、激しい動きをしたり、大きな声を出したりしないようにし

ましょう。 

２ 蜂に刺された場合はすぐに病院に行きましょう 

・ もし蜂に刺された場合には、比較的軽い症状でも速やかに医師の診察を受けましょう。 

一度刺されると症状が重症化するリスクも高まります。 

３ 蜂の巣を見つけたら役場までご連絡ください 

 ・ 役場では蜂の巣の駆除を行っております。特に 9 月は蜂の巣も成熟し、サイズが大き

いものも多くなっています。無理に駆除しようとせず、役場までご連絡ください。 

■お問合せ 住民課 住民活動・環境係 ℡８２－２１６４ 
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 広域紋別病院精神科巡回診療のお知らせ   

 ◎診療日時  １０月５日（水曜日）１４：００ ～ 

 〇場  所  きらり 診察室 

 〇予約受付  月曜日～金曜日 ９：００～１７：００（診療日の前週金曜日までに予約） 

■予約・お問合せ 広域紋別病院 ℡０１５８－２８－６６１０ 

 デイサービス介護職員（準職員）を募集します   

興部町社会福祉協議会では、下記のとおりデイサービス介護職員（準職員）を募集します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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  １０月４日（火曜日） １０：００～１２：００（一人３０分程度を予定） 

〇場  所  福祉保健総合センター「きらり」 

〇相談内容  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） 

〇事前予約  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。 

〇相談担当  紋別ひまわり基金法律事務所 弁護士 宮下 尚也 

■電話予約 紋別ひまわり基金法律事務所 ℡０１５８－２６－２２７７ 

 きらり高齢者生活支援ハウス「きらり厨房職員」を募集します   

興部町社会福祉協議会では、下記のとおり調理員を募集します。 

経験のない方でも歓迎、ていねいにお教えいたします。 
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 きらり高齢者生活支援ハウス「夜勤ヘルパー」を募集します   

興部町社会福祉協議会では、下記のとおり夜勤ヘルパーを募集します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目指せ！５００日！】 
令和４年９月１５日で 
町内の交通死亡事故ゼロ２９８日 
スピードダウンとシートベルトの全席着用 
 


