
町からのお知らせ －1－ １０月 1日号  

第１２３５号    全４ページ 
２０１８年１０月１日号 

町からの 

教育委員会からのお知らせ  

興部町中央公民館は、昭和５２年の建設から４１年経過しております。 

昨年、中央公民館の耐震診断を実施し、その結果、外壁や柱の補修が必要とされたことか

ら、耐震補強工事及び、施設の長寿命化を目的とした利便性（エレベーター、多目的トイレ

等増設）の向上の改修工事を行います。 

工事期間は、平成３１年６月～１２月を予定しておりますが、この間、中央公民館の講堂

及び研修室、調理室の利用ができなくなることから、町民の皆様には大変ご迷惑、ご不便を

おかけいたしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。 

尚、年間を通じて利用していただいております各団体、及び毎年計画的に利用されている

皆様におかれましては、代表者を通じ、利用場所の代替先等の案も含め後日ご連絡いたしま

す。 

また、新規に利用を検討している団体におかれましても、利用場所の代替先等について、

他団体との調整を図る必要があることから、ご連絡のほどよろしくお願いいたします。 

 ご不明な点がございましたら、教育委員会社会教育係へお問い合せ下さい。 

◎お問い合わせ  教育委員会 社会教育課 社会教育係 ℡８２－２５５２ 

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～  

相談センター「ふくろう」では、定期的に相談会を行っています。 

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 １０月３日（水） １１：００～１２：００ 

◎場  所 福祉保健総合センター「きらり」相談室 

◎申 込 先  オホーツク相談センター ふくろう 

              ℡0157－25－3110 

 

「ふくろう」は、北海道より生活困窮者自立支援事業実施の委託を受けて、一人ひとり

の抱えている悩みに寄りそい、解決に向けた継続的なサポートを実施しています。 

図書館臨時開館のお知らせ  

通常休館日ですが、小学校学芸会の振替休日にあたる下記の日時は開館いたしますのでど
うぞご利用ください。 

◎開館日時  １０月２２日（月）９：３０～１８：００ 

◎問合せ先  興部町立図書館  ℡８２－４１９１ 

健康推進係からのお知らせ  

◎10 月に実施する健診事業（会場はいずれもきらりです） 

○乳幼児相談（９月延期分）・・・１０月２３日（火） １３：３０～１５：３０ 

○乳 児 健 診 ・・・・・・・・・１０月２５日（木） １２：３０～１４：３０ 

※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。 

◆お問い合わせ 福祉保健課 健康推進係 ℡８２－４１７０ 

畜犬取締り及び野犬掃とうの実施について  

 興部町畜犬取締り及び野犬掃とう条例第６条第２項の規定に基づき、次のとおり畜犬取
締り及び野犬掃とうを実施いたします。 

 ◎実施期間  １０月１日より平成３１年３月３１日まで 

 ◎実施区域  興部町全域 

 ◎実施方法  捕 獲 等 

 ◎犬の飼い方について 

①放し飼いは厳禁です。 犬を飼育している場合は登録・予防注射を実施のうえ、檻に
いれるか２メートル以内の丈夫な綱・鎖でつないで下さい。放し飼いの犬は、積極的
に駆除していきます。 
飼い犬が放れた場合は、必ず役場まで連絡願います。 

②犬・猫のフンは必ず始末して下さい。 「北海道動物の愛護及び管理に関する条例」
により、他人へ迷惑をかけない飼い方も飼い主の責務となっております。 
条例を守られなかった場合、勧告、措置命令、罰則等が適用されます。袋を持って

散歩をさせるのも飼い主のマナーです。 

③鳴き声に注意してください 動物の大きな鳴き声は、近所の人にとって迷惑となり、ト
ラブルのもととなります。番犬として吠えることも大切ですが、無駄吠えをしないよう、
しっかりとしつけを行ってください。犬の無駄吠えには、散歩に毎日行ったり、一緒に
遊んであげたりと犬にストレスを溜めないようにすることも効果的です。  

◎お問合せ先：住民課 住民活動・環境係 ℡８２－２１６４ 

お知らせ 
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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） 

【先月に引き続き募集している住宅】 

泉町団地（２号棟）２LDK １戸、（3 号棟）3LDK 1 戸、栄町団地（D 棟）３LDK 1 戸、

新沙留団地 ３LDK 1 戸、2LDK 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 

＜産業振興住宅＞ 申込資格者：有職単身者のみ 

【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 

産業振興住宅 
１戸 

（２階） 

Ｈ４ 鉄筋コンクリート造 

３階建 

１ＬＤＫ 

41.78 ㎡ 
３１，０００円 

産２０３ 

※家賃の他に共益費（石油給油器使用料として２，０００円）が別途加算されます。 

〈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】 １０月１５日（月）１７：１５ 

【問い合わせ先】 建設課 建築維持係 ℡８２-２１６６ 

 

おこっぺ町地域づくりサポートの会『手芸のつどい』のお知らせ  

地域づくりサポートの会手芸グループでは、町民の方と一緒に作品作りを行う『手芸のつ

どい』を開催しております。交流しながら楽しく作品作りをしてみませんか？ 

日  程 予定作品 

１０月 １９日（金） 

作 品：トートバッグ 

持ち物：表地  １１０㎝×８０㎝（綿の布） 

    裏地  １１０㎝×５０㎝ 

    接着芯 １ｍ、  スナップ１個 

材料費：不要 

１１月 １６日（金） 

作 品：まねきねこ 

持ち物：綿の布  ５０㎝×５０㎝ 

    わた 少々 

    ペレット（会で用意致します） 

材料費：１００円程度 

１２月 ２１日（金） 

作 品：毛糸の靴下カバー 

持ち物：毛糸５０g×２個（毛糸は会にもあります） 

    棒針 ３～４号 

材料費：毛糸 ２個で１００円程度 

  

●時 間 １０:００～１６:００ （午前のみ、午後のみの参加も可） 

●場 所 ふれあいサロン『ほっと』（旧品田商店） 

●対象者 町民の方どなたでも参加可能です 

●その他 ・各回の材料の他に裁縫道具をお持ちください 

・材料の都合がつかない方は事前にご相談下さい 

・１２：００～１３：００は昼食休憩となるので、昼食は各自ご用意ください 

●申込み 開催期日の前の週までに下記までお申込下さい 

●問合せ 手芸活動グループ代表  高橋 和子  ℡８２－３２２２ 
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平成３１年度 興部町職員の募集について  

 興部町では、平成３１年４月１日採用職員を次の通り募集いたします。 

【保 健 師】 

 ①勤 務 先  福祉保健総合センター 

  採用人数  若干名 

  受験資格  ○保健師資格を取得している方 

         または平成３１年３月中に保健師資格取得見込の方 

        ○普通自動車運転免許を取得している方（ＡＴ限定免許可） 

        ○パソコン操作ができる方 

        ○現在、町内に在住している方、または採用後町内に居住可能な方 

 ②勤 務 先  興部町国民健康保険病院 

  採用人数  １名 

  受験資格  ○保健師資格を取得している方 

        ○パソコン操作ができる方 

【看護師および准看護師】 

 ①勤 務 先  興部町国民健康保険病院 

  採用人数  ４名 

  受験資格  ○３９歳以下（昭和５４年４月２日以降に生まれた方） 

        ○看護師または准看護師の有資格者 

        ○看護職としての勤務経験３年以上の方 

 ◎提出書類  ①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版両面） 

        ②保健師免許の写し        ≪保健師共通≫ 

        ③最終学校の卒業（見込み）証明書 

        ④最終学校の成績証明書 

        ⑤看護師免許証または准看護師免許証の写し 

                         ≪看護師等応募のみ≫ 

 ◎選考方法  書類審査の上、面接により選考します 

        ※面接日時については、本人に直接通知いたします 

 ◎給与・諸手当  興部町職員給与条例等による 

◎申 込 期 間  １０月１日（月）～１０月２６日（金）まで 

         ※郵送の場合は、１０月２６日の消印があるものに限り受付します 

         ※持参する場合は、月曜日～金曜日の８：３０～１７：１５までです      

 ◎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 

 ◎お問い合せ先  ○福祉保健総合センター 

              福祉保健課 健康推進係  ℡８２－４１７０ 

          ○国民健康保険病院 庶務係    ℡８２－２３１０ 

学校法人はまなす学園 はまなす幼稚園教員募集のお知らせ 

はまなす幼稚園では、次のとおり平成３１年４月採用の幼稚園教諭・保育士を募集します

ので、就職を希望される方は、はまなす幼稚園までご連絡ください。 

◎募集内容  ・はまなす幼稚園 幼稚園教諭（正職員）  １名 

常勤講師 （準職員）  １名 

・興部保育所   保育士  （正職員）  ２名 

代替保育士（準職員）  １名 

調理員  （準職員）  1 名 

◎応募条件 

・幼稚園教諭免許と保育士免許の両方をお持ちの方 

（準職員はどちらかの免許でも構いません、調理員は必要ありません） 

・職員構成により、はまなす幼稚園・興部保育所のどちらか勤務になる場合があります 

・勤務時間、給与、休日などは、当学園就業規則、給与規定等によります 

詳細はお問い合わせください 

◎応募締切 １０月１２日（金）まで 

◎申込・お問合せ先 はまなす幼稚園 ℡８２－２３０３ までお問い合わせください 

          （必要書類・選考内容他についてお知らせします） 

 

 

 

福祉保健総合センター 
保健師応募のみ 



町からのお知らせ －4－ １０月 1日号  

平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金について  

平成３０年９月６日に発生した北海道胆振地方中東部を震源とする最大震度７の地震に

より、北海道に大きな被害が出ました。この災害で被災された方々を支援するため、日本赤

十字社では下記のとおり義援金を受け付けております。お寄せいただいた義援金は、北海道

に設置された義援金配分委員会を通じ、全額を被災された皆様にお届けいたします。皆さま

の温かいご支援をよろしくお願いいたします。 

◎受付期間 平成３１年３月３１日（日）まで 

◎ゆうちょ銀行・郵便局への振込みの場合 

口座記号番号 口座加入者名 

００１３０－１－６７３５９１ 日赤平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金 

※ゆうちょ銀行の振込用紙の半券が、受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。 

※窓口でのお振り込みの場合は、振込手数料は免除されます。（ＡＴＭによる通常払込み及

びゆうちょダイレクトをご利用の場合は、所定の振込手数料がかかります） 

◎銀行振込の場合 

銀行名・支店名 口座番号 名    義 

北洋銀行 札幌南支店 普通４６２７６７０ 
北海道災害義援金募集委員会 

      会長 伊藤 義郎 

北海道銀行 本店営業部 普通３２８６２８０ 
北海道災害義援金募集委員会 

      会長 伊藤 義郎 

※銀行振込の際の利用明細票が、受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。 

※ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。 

◎ご協力にあたっての留意点 

 受領証を希望する場合は、「受領証希望」に下記①～⑥を記載の上、下記担当窓口までご

連絡をお願いいたします。 

①住所  ②氏名（受領証の宛名） ③電話番号 ④寄付日 ⑤寄付額 

⑥振込先金融機関名・支店名 

◎担当窓口 日本赤十字社 北海道支部組織振興課 赤十字社員係 

℡０１１―２３１―７１２６  ＦＡＸ０１１―２３１―７１２８ 

 

 

 

防犯に関する講話のお知らせ  

興部町社会福祉協議会では、特殊詐欺等の防犯に関する講話を次の通り開催いたします。

町民の方であればどなたでも参加できますので、是非ご来場ください。 

◇日  時 １０月３０日（火） １３：３０～ 

◇場  所 福祉保健総合センター「きらり」 会議室 

◇内  容 特殊詐欺などの犯罪や悪質な訪問などの犯罪やトラブルに巻き込まれない 

よう、どのように身を守るかを教えていただきます 

◇講  師 興部警察署 警部補 鳴海 範保 氏 

  ◇申込締切 １０月１９日（金） （電話・ファックス・メールで受付します） 

◇申込・お問合せ 興部町社会福祉協議会 担当 小澤 

℡及び FAX ８２－３３００ 

メール ozawa.okoppesyakyo@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目指せ！４５００日！】 
平成３０年１０月１日で 
町内の交通死亡事故ゼロ４０６４日 
スピードダウンとシートベルトの全席着用 


