
町からのお知らせ －1－ ３月１日号  

第１２４５号    全３ページ 
２０１９年３月１日号 

町からの 

興部町臨時職員の公募について  

町では、興部町学校給食センターの臨時職員を下記のとおり公募いたします。 

○勤 務 場 所   興部町学校給食センター 

○業 務 内 容   代替勤務給食調理員 

（主な業務：調理補助業務・食器等洗浄業務） 

※年間の勤務日数は１００日程度で、半日のみの勤務もあります 

※常勤調理員の突発的な欠勤時に勤務をお願いすることがあります 

○採 用 人 員   1 名 

○勤 務 時 間   ８：１５ ～ １５：１５（夏季休業と冬季休業あり） 

○賃   金   時間給 ８９０円 

○採 用 期 間   平成３１年４月１日 ～ 平成３２年３月３１日（更新有） 

○応 募 条 件   町内在住者または在住可能な方 年齢不問 

○提 出 書 類   履歴書１通を本人が持参して下さい 

         ※市販の履歴書に自筆して上半身写真を添付 

○書類提出先   興部町学校給食センター （東町「きらり」の裏手） 

○申 込 締 切   ３月１５日（金） （期日厳守） 

○選 考 方 法   書類審査の上、面接により選考します 

（面接日時は後日連絡します） 

○お問合せ先   興部町学校給食センター  ℡８２－３４１１ 

 

 

 

町の施設における指定管理者の指定について  

 町では、下記施設における平成３１年４月１日からの指定管理者を指定いたしましたので、

お知らせいたします。各施設の利用に関するお問い合わせなどは下記の担当にご連絡下さい。 

施 設 名 指定管理者名等 
指定管理 

する期間 

指定管理者が 

行う主な業務 

興部町公衆浴場 

興部環境事業協同組合 

代表理事 柳原正志 

連絡先 ８３-２２２６ 

【担当】 

㈱マルコウ 長坂廣行 

連絡先 ８２-２０１５ 

平成３１年 

４月１日 

～ 

平成３４年 

3 月３１日 

・公衆浴場の運営 

・公衆浴場の施設全体 

の維持管理 

・利用料金の収受 

 

興部町営 

パークゴルフ場 

（興部ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場） 

（沙留ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場） 

興部環境事業協同組合 

代表理事 柳原正志 

連絡先 ８３-２２２６ 

【担当】 

㈱服部工業 服部徹也 

連絡先 ８２-２４０５ 

平成３１年 

４月１日 

～ 

平成３４年 

３月３１日 

・ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場の施設の 

維持管理 

・利用料金の収受 

・施設利用の承認 

興部交通記念複合施

設（アニュウ）及び興

部交通記念広場 

おこっぺ町観光協会 

会 長 阿部昭一 

連絡先 ８２-２３４５ 

【担当】 

おこっぺ町観光協会 對馬良一 

連絡先 ８２-２３４５ 

平成３１年 

４月１日 

～ 

平成３４年 

３月３１日 

・施設の維持管理 

（警備も含む） 

・道の駅の運営 

・利用料金の収受 

・施設利用の承認 

興部保育所 

はまなす学園 

理事長 芦澤順三 

連絡先 ８２-２３０３ 

【担当】 

はまなす幼稚園 小山哲夫 

連絡先 ８２-２３０３ 

平成３１年 

４月１日 

～ 

平成３４年 

３月３１日 

・施設の運営及び維持 

管理 

 

【指定管理者制度とは】 

指定管理者制度は、従来の管理委託制度に代わって、多様化する住民ニーズに、より効果

的かつ効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用しつつ、

住民サービスの向上や経費の節減等を図ることを目的として設けられたものです。 

 

 

 

お知らせ 
 



町からのお知らせ －2－ ３月１日号  

健康推進係からのお知らせ  

◎３月に実施する健診事業（会場はいずれも「きらり」です） 
○１歳６ヶ月児・３歳児健診 ・・・３月 ７日（木）１２：３０～１５：３０  
○乳幼児相談         ・・・３月２６日（火）１３：３０～１５：３０  

 ※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。 

◎親子すこやかセミナー「子育て講演会」のお知らせ（参加費無料） 
 ○日  程  ３月８日（金） １０：００～１１：３０  きらり 
 ○内  容  講 演【乳幼児期の心の発達と関わり方のポイント】（仮題） 
 ○講  師  社会福祉法人 麦の子会 地域支援部長（臨床心理士） 金澤 俊文 氏 
 ○対  象  乳幼児をもつ保護者、家族、講話に関心のある方 
 ○申込期日  前日までにお申し込みください。託児が必要な方はご相談ください。 

◎元気はつらつ体操教室～簡単にできる健康体操～のお知らせ（参加費無料） 
目的別に対応した運動講師の実践指導を行います。「いつまでも健康でいきいきと！」を

意識しながら、一緒に楽しく継続した運動を実践してみませんか？ 

○日 程  ３月１２日（火） １３：３０～１５：００ きらり 
３月１３日（水） １３：３０～１５：００ 沙留公民館 

○対 象 おおむね６５歳以上の方 
※運動プログラムは上記対象の方に対応していますが、自分自身の健康に関心のある方は
年齢を問わずどなたでも参加可能です。 

○内 容 体力測定（脚力やバランス能力等）、運動ミニ講話、 
曲がった姿勢の改善や正しい姿勢を保つための運動 

○講 師 地域ウエルネス・ネット フィットネスアドバイザー 
○持ち物 飲み物、タオル （会場には冷たいお茶・温かいお茶を用意しています） 
※沙留会場は外履きで可能ですが、必要な方は運動用の靴に履き替えをお願いします。 

◎ヘルスアップ教室のお知らせ（参加費無料） 
 ○日 程 ３月１４日（木）１０：３０～１２：００ きらり 
 ○内 容 運動講師による講話・運動実践 
 ○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 

◎献血にご協力ください。 
下記の日程で移動献血車が町内各所を運行します。 

高血圧症、高尿酸血症、中性脂肪、アレルギーの薬を服薬されていても献血が可能になりま
した。多くの方のご協力をお願いします。 

【３月１４日（木）】  ○網走開発建設部興部道路事務所  ９：００ ～  ９：４０ 
○興部町役場          １０：１０ ～ １２：００ 

【３月１５日（金）】  ○興部警察署           ９：００ ～  ９：４０ 
○西部森林室          １０：１０ ～ １０：５０ 
○北オホーツク農業協同組合   １１：２０ ～ １２：００ 
○福祉保健総合センターきらり  １３：３０ ～ １５：００ 
○沙留漁業協同組合       １５：４０ ～ １６：２０ 

※お問い合わせ先 福祉保健課 健康推進係 （℡８２－４１７０） 

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】  

団地名 募集戸数 
建設年度 

構造等 
間取り 

法定家賃 
管理番号 面積 

栄町団地 

（E 棟） 

1 戸 

（1 階） 

Ｈ12 

４２１ 

鉄筋コンクリート造 

2 階建 

2ＤＫ 

60.27 ㎡ 

18,200～ 

35,800 円 

※家賃の他に共益費（石油給油器使用料として 2,000 円、草刈料として栄町団地 1,000

円）が別途加算されます。 

※若年単身者～申込不可 

【先月に引き続き募集している住宅】 

《泉 町 団 地》（２号棟）３LDK １戸、（３号棟）３LDK ２戸 

《緑ヶ丘団地》３LDK １戸 

《新沙留団地》３LDK ２戸、２LDK ２戸、２DK １戸 

＜特定公共賃貸住宅＞ 所得の月額基準：158,001 円～487,000 円 

【先月に引き続き募集している住宅】 《新沙留団地》３LDK １戸、２LDK １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】 ３月１５日（金）１７：１５ 

【問合せ先】 建設課 建築維持係 （℡８２-２１６６） 

 

 

 

 

 



町からのお知らせ －3－ ３月１日号  

スポーツ指導者養成講習のお知らせ  

北翔大学 生涯スポーツ学部スポーツ教育学科 教授 吉田真氏による講演会を開催致

します。 

テーマを「スポーツ指導者にもとめられるケガの知識」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スポーツで発生する怪我の知識・情報・原

因を理解し、指導をする際の活用法について講演をしていただきます。 

 ◎日  時 ３月１４日（木） １９：００ ～ ２０：３０ 

 ◎場  所 中央公民館 講 堂 

◎講  師 北翔大学 生涯スポーツ学部スポーツ学科 教授 吉田 真 

 ◎申込締切 ３月１２日（火） 教育委員会 社会教育課 体育振興係 

（℡８２-２５５２）まで申込みください 

 ◎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 筆記用具、メモ帳  ※必要な方のみ 

第３６回戸田杯争奪紋別地方卓球大会のお知らせ   

興部町卓球協会では、次のとおり卓球大会を開催いたしますので、多数のご参加をお待ち

しております。 

◎日  時 ３月２４日（日） ９：００～ 

◎場  所 農業者トレーニングセンター 

◎種  目 ①小学・中学男子シングルス ②高校・一般男子シングルス  

③女子シングルス 

③男子ダブルス ④女子ダブルス 

   （選手がいなくてダブルスが組めない場合は、申込先まで相談ください） 

◎競技方法 ・トーナメント方式 

       ・硬式球を使用し、１１ポイント５セットマッチ 

       ・選手者は、背中にゼッケンをつけること 

◎表  彰 優勝から３位まで賞品を贈る 

◎参 加 料 シングルス５００円 ダブルス８００円 ※参加料は、当日申し受けます 

◎申込期限 ３月１５日（金）までお申込みください 

◎申 込 先 〒０９８－１６１６ 興部町本町 坂東孝幸（℡８２-２７３２ ＦＡＸ兼） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【目指せ！４５００日！】 
平成３１年３月１日で 
町内の交通死亡事故ゼロ４２１５日 
スピードダウンとシートベルトの全席着用 


