
町からのお知らせ ９月 1 日号 －1－ 

第１２８１号    全４ページ 
２０２０年 ９月１日号 

町からの 

令和２年第３回興部町議会定例会の開催について   

令和２年第３回興部町議会定例会が、９月１６日（水）１０：００ 

より開会されます。 

            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。 

消火栓の点検のお知らせ  

消防署興部支署と役場上下水道課では、火災等の災害に備えて水道管に設置された消火栓の

点検整備を行います。ごく稀に水道水が濁ることがありますが、点検整備は災害時に迅速な活

動を行うため不可欠なものですので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

【点検期間】 ９月８日（火）～９月２９日（火） 

９：３０～１１：３０、１３：３０～１６：００ 

【点検場所】 興部町全地区（興部・沙留・北興・宇津・秋里・豊野・住吉・富丘）９１箇所

の消火栓 

  ※上記期間で実施いたしますが、業務の都合により日時や場所の指定が出来ないことを 

ご了承下さい。   

【お問合せ】   

《点検整備について》  紋別地区消防組合消防署 興部支署 警防係 ℡８２－２１３６ 

《水の濁りについて》 上下水道課 水道施設係          ℡８２－２１６５ 

健康推進係からのお知らせ  

○令和２年度フッ素塗布中止のお知らせについて 

令和２年度にきらりで、３回実施を予定しておりましたフッ素塗布について、新型コロナ

ウイルス感染予防のため、３密（密閉・密集・密接）になる可能性があるので、令和２年度

の実施を中止させていただきます。 

○９月に実施する健診事業（会場はすべて「きらり」です） 

  ・乳幼児相談  ・・・９月２３日（水） 

  ・乳幼児健診  ・・・９月２９日（火） 

◎お問合せ 福祉保健課 健康推進係 ℡８２－４１７０ 

令和２度 興部町敬老会開催のご案内  

多年にわたり町の発展に貢献してきた高齢者を敬愛し、長寿をお祝いする敬老会を下記 
により開催致します。対象者には直接案内状をお送りしておりますが、該当される方で案内
のない場合には、福祉保健課社会福祉係（℡82－4180）までご連絡をお願いします。 

 なお、新型コロナウイルス感染防止対策を行っての開催となりますので、ご出席の皆様に
は健康管理に留意され、マスクの着用をお願いすると共に、高体温等体調不良の場合は出席
を控えていただくよう併せてお願い申し上げます。 

◎日   時 ９月１５日（火）９：３０～１２：００ 

◎場   所 興部町総合センター 

◎参加対象者 ９月１日現在において興部町に居住する方で、昭和２５年１２月３１日 
までに生まれた方。 

◎敬老祝金の贈呈 ～ 長寿を祝う節目の年齢を迎えた方に対して祝金を贈呈致します。 

◎敬老祝金贈呈対象者 
９月１日現在において、興部町に引続き１年以上居住する昭和２５年１２月３１日までに

生まれた方で次に該当する方。 

（１）満７０歳に達する方   昭和２５年生まれの方 
（２）喜寿（数え７７歳）   昭和１９年生まれの方 
（３）傘寿（数え８０歳）   昭和１６年生まれの方 
（４）米寿（数え８８歳）   昭和 ８ 年生まれの方 
（５）卒寿（数え９０歳）   昭和 ６ 年生まれの方 
（６）白寿（数え９９歳）   大正１１年生まれの方 
（７）満１００歳に達する方 大正 ９ 年生まれの方 

◎送迎バスの運行時間 
  ○宇津・北興地区          ○秋里地区 

・宇津集落センター ８：３０    ・朝日１区会館   ８：３０ 
   ・旧北興３区入口  ８：３５    ・中里宅前     ８：３５ 
   ・北興研修センター ８：４０    ・秋里集落センター ８：４０ 
   ・三好宅前     ８：４５    ・桑辺（敏）宅前  ８：４５ 
   ・新町跨線橋前   ８：５０    ・桑野（静）宅前  ８：５０ 
  ○豊野地区              ・秋里入口     ８：５５ 

・安部宅前     ８：４０    ・興部中学校前   ８：５７  
   ・長谷川宅前    ８：４５   ○浜町・宮下地区  

・豊野集落センター ８：５０    ・浜町会館前    ８：４５ 
・豊野入口     ８：５５    ・宮下集会所前   ９：００ 

○沙留地区             ○富丘・住吉地区 
 ・沙留公民館前   ８：４５    ・富丘福祉の家前  ８：１５ 
・沙留西町藤島宅前 ８：５０    ・紙西宅前     ８：２０  
                  ・住吉老人寿の家前 ８：３０ 
                  ・住吉入口     ８：３３ 

お知らせ 
 



町からのお知らせ ９月 1 日号 －2－ 

小学校の学習支援ボランティアを募集しています  

興部小学校・沙留小学校では、児童に対し個別支援学習を実施しております。  

学校運営協議会では、地域とともにある学校づくりを目指し、地域の方と子ども達の「ふれ

あい」や「開かれた学校づくり」を進めることを目的に、学校が行っている放課後の個別支援

学習について、教師のサポートをしていただく「学習支援ボランティア」を募集いたします。 

学習支援ボランティアの登録について、是非、ご協力をお願いいたします。 

○内  容 小学生に対し、先生が行っている指導のサポート 

【具体例：丸付け、解答方法のサポートなど】 

○資  格 教員免許等の資格は必要ありません 

○年齢制限 年齢制限はありません 

○指 導 日 学校が実施する日【都合が合う時に参加してください】 

（夏休み・冬休み・春休み期間はありません） 

○時  間 １４：３０～１５：３０（１時間）【月１～２回】 

※授業の日程により、変更になる場合があります 

○対象学校 興部小学校・沙留小学校 

○申込期限 ９月１１日（金）【期限後に申し込みも可能です】 

○申込方法 興味のある方、ご協力いただける方または、不明な点がありましたら、教育委

員会管理課 総務学校係（℡８２-２５５２）までご連絡願います 

●学習支援ボランティア登録後 

・一度、学校において持ち物や、協力していただく内容等について説明会を行います 

・毎月、学校から個別支援学習の日程をお渡しいたします。都合の合う時に参加してください 

・申込者が多数の場合は、参加していただく日程を割り振りさせていただくことがあります 

【学校運営協議会とは】 

各学校の学校運営の基本方針の承認や、学校運営、教育活動に対して意見を出していただい

たり、学校において困っていることや、協力をしていただきたいことに対して、地域を含め

て協同活動を行うもの。学校と地域が力を合わせて学校運営に取り組み、「地域とともにあ

る学校」を進めるための仕組みです。 

 

 

 

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） 
※家賃の他に共益費（石油給油器使用料として 2,000 円、草刈料として泉町団地：500 円 
新沙留団地：600 円）が別途加算されます。 

【先月に引き続き募集している住宅】 
《泉町団地》（１号棟）３LDK １戸、（２号棟）３LDK １戸、（３号棟）3LDK ２戸 
《栄町団地》     ３LDK １戸 
《新沙留団地》    ３LDK ３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（https://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。 
※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】 ９月１５日（火）１７：１５ 

【お問合せ】 建設課 建築維持係 ℡８２－２１６６ 

オホーツク農業科学研究センターからのお知らせ  

 オホーツク農業科学センターでは、下記の日程で町民の皆様を対象とした加工教室を行い
ます。参加をご希望される方は下記の予約受付期間中にお申し込みください。 

【休日開催 モッツァレラチーズ講習会】受け入れ可能人数 ４人～６人 
 ○日 程  ９月２６日（土） 受付期間⇒９月７日（金）～９月１８日（金） 
○時 間  １３：３０～１６：３０ 

 ○金 額  １，５００円 

【農産物加工室 施設利用予約について】 
 ○施設利用可能日時  火曜日～木曜日 ８：３０～１６：００ 
  ・１０月の予約受付開始日  9 月１８日（金）８：３０～ 

 ※土日・祝日は施設利用・電話受付をしておりません。 

 ◎お問合せ オホーツク農業科学研究センター ℡８２－２１２１ 担当 山﨑 

https://www.town.okoppe.lg.jp/


町からのお知らせ ９月 1 日号 －3－ 

「ひとり親世帯臨時特別給付金」のお知らせ  

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている、ひとり親世帯の生活を支援する取り組みの
一つとして、ひとり親家庭に対し、臨時特別給付金を国が支給します。 

【支給対象者と給付額】 
１．基本給付 
①令和２年６月分の児童扶養手当を支給されている方 
（既に個別に案内文書で送付済みで８月下旬に児童扶養手当の受給口座へ入金されています） 
②公的年金等を受給しており、令和２年６月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方
（過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和２年６月分の児童手当の支給が全額停止され  
たと推測される方も対象となります）ただし、児童扶養手当に係る支給制限限度額（以下参照）
を下回る方に限ります 
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、直近の収入が児童扶養手当
の対象となる水準に下がった方 

（参考１）児童扶養手当支給制限限度額（収入基準額）表 
 申請者本人または扶養義務者および配偶者が「収入」による申請のほうが有利な方は、以下
の表をご確認ください。 

扶養親族等の人数 本人基準額 配偶者・扶養義務者基準額 

０人 ３，１１４，０００円 ３，７２５，０００円 

１人 ３，６５０，０００円 ４，２００，０００円 

２人 ４，１２５，０００円 ４，６７５，０００円 

３人 ４，６００，０００円 ５，１５０，０００円 

４人 ５，０７５，０００円 ５，６２５，０００円 

５人 ５，５５０，０００円 ６，１００，０００円 

（参考２）児童扶養手当支給制限限度額（所得基準額）表 
 申請者本人または扶養義務者および配偶者が「所得」による申請のほうが有利な方は、以下
の表をご確認ください 

扶養親族等の人数 本人基準額 配偶者・扶養義務者基準額 

０人 １，９２０，０００円 ２，３６０，０００円 

１人 ２，３００，０００円 ２，７４０，０００円 

２人 ２，６８０，０００円 ３，１２０，０００円 

３人 ３，０６０，０００円 ３，５００，０００円 

４人 ３，４４０，０００円 ３，８８０，０００円 

５人 ３，８２０，０００円 ４，２６０，０００円 

※申請者本人が基準額未満であっても、お一人でも基準額を超える扶養義務者等（対象児童の
他に同居する親族）がいる場合、給付金は支給されません。 
（給付額）１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円 

２．追加給付 
 上記基本給付金対象の①または②に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を
受けて家計が急変し、収入が減少した方 
（給付額）１世帯５万円 

【支給手続き】 
 ・左記１．基本給付の①に該当する方は、８月下旬に児童扶養手当の受給口座へ「ひとり親

世帯臨時特別給付金」が振り込まれていますので手続きは不要です。 
 ・左記１．基本給付の②③と追加給付に該当する方は申請が必要になりますので、以下宛ご

連絡願います。 
   （申請期限）令和３年２月２８日まで 

【詳しくは以下でご確認ください】 
 厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html 
  支給要件確認フローチャート  

https://www.mhlw.go.jo/content/11920000/000641123.pdf 
  厚生労働省設置のコールセンター ０１２０－４００－９０３ 

（平日９：００～１８：００） 

 ◎お問合せ 福祉保健課 社会福祉係 ℡８２－４１２０ 

登って爽快ｉｎピヤシリ湿原について  

健康づくりに北海道の自然環境保全地域にも指定されているピヤシリ湿原に行ってみませ
んか？高山植物群落を始め、湿原ならではの両生類や昆虫などにも会えるかも？ 

 ○日  時 ９月２７日（日） 
 ○行 程     ７：５０中央公民館集合（７：３５沙留公民館発） 

⇒  ８：００中央公民館発 
        ⇒１０：００登山開始 

⇒１２：００ピヤシリ湿原到着 
        ⇒１３：００下山開始 

⇒１４：３０下山終了 
⇒１６：３０中央公民館到着（１６：４５沙留公民館到着） 

       ※沙留の方は送迎致します。 
 ○参 加 料 １００円（傷害保険料）※申込時にお支払いください。 
       ※集合写真を希望される方は、別途２００円申込時にお支払いください。 
 ○対  象 町内の高校生以上 
 ○定 員 ５名（申込が５名を超えた場合は抽選となります。） 
 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、雄武町（５名）の参加者と合せて１０名までと

なります 
 ○申込期間 ９月１日（火）～ ９月１６日（水） 
 ○持 ち 物 登山に適した服装（悪天候に対応可能な服装）、雨具、防寒具、帽子、手袋 
       マスクの着用、登山に適した靴、昼食、飲物（500ml×2 本程度）、 
       行動食（アメ・チョコレート等）、タオル、ストック（教育委員会でも用意し

ます。） 
 ○その他 「新北海道スタイル」の遵守などの感染防止対策を徹底して取り組みます。 
       本事業は、オホーツク総合振興局西部森林室が主催する「ピヤシリ湿原登山ツ

アー」に併せて開催する事業です。 
○お問合せ 教育委員会 社会教育課 体育振興係 ℡８２－２５５２ 

※新型コロナウイルス感染症の状況や天候によって、中止となる場合があります。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html
https://www.mhlw.go.jo/content/11920000/000641123.pdf


町からのお知らせ ９月 1 日号 －4－ 

『全国瞬時警報システム（J－アラート）』 
設定変更に伴う放送試験の実施について 

「全国瞬時警報システム（J-アラート）」設定変更に伴う放送試験を下記のとおり実施いた

しますので、お知らせいたします。なお、今回の放送試験は、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  ９月１６日（水）１０：００～１７：００（予備日：１７日（木）同時間帯） 

（調整に伴い試験音声が複数回流される場合があります。） 

○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。 

 ○そ の 他  台風の直撃など自然災害が予想される場合は放送試験を延期する場合が 

あります。 

（住民課住民活動・環境係、総務課総務厚生係） 

２０２０年 沙留地区防犯パークゴルフ大会のお知らせ   

沙留地区防犯協会では、地域住民がパークゴルフ交流を通して防犯意識の高揚を図り、犯罪
のない安全で安心な地域づくりを推進するため、沙留・住吉・富丘地区にお住まいの方を対象
に沙留地域のパークゴルフ大会を開催します。皆様の参加をお待ちしております。 

○日  時  ９月２７日（日）小雨決行 ・受付 ８：４５ ・開会式 ９：００ 

○場  所  沙留パークゴルフ場 

○参加資格  沙留・住吉・富丘地区の住民の方ならどなたでも参加できます 

○参 加 料  無 料 

○競技方法  ・国際パークゴルフ協会競技規則に準じて行います 
       ・競技は個人戦とし、１８ホールストロークプレーとします 
       ・同スコアの場合は、高年齢者優先とします 
       ・マーカーおよびスタート順は、大会事務局で決定します 
       ・道具は各自で用意してください 

※男女とも１位～５位まで、その他各賞用意しています。お楽しみ抽選会もあります。 
※大会における一切の事故については、主催者側において責任は負いませんので、あらかじ
めご了承願います。 

○申込期限  ９月１５日（火）までに下記まで申し込みください 

◎お問合せ・申し込み 沙留地区防犯協会事務局   
（沙留公民館内 役場沙留出張所）℡８３－２６５９ 

はまなす幼稚園 教諭・保育士募集のお知らせ  

はまなす幼稚園では、次のとおり教諭・保育士を募集します。 

◎正規職員 
 ○職  種 保育教諭（幼稚園教諭・保育士） 
 ○仕事内容 ０歳児～５歳児までの保育業務全般または３歳児～５歳児までの幼児教育 
 ○応募資格 ・令和３年３月卒業見込みの新卒の方（幼稚園教諭・保育士取得見込みの方） 
       ・保育教諭資格（幼稚園教諭および保育士）を保有の方（経験者） 
 ○勤 務 地 ・はまなす幼稚園 
       ・興部保育所（興部町指定管理者：学校法人はまなす学園運営） 
 ○給  与 ・手当（時間外手当・交通費・住宅手当・扶養手当・燃料手当等） 
       ・昇給（年１回～４月） ・賞与（年２回） 
 ○社会保険 私学共済（健康保険、共済年金）・雇用保険・労災保険 
 ○採用月日 令和３年４月１日 
 ○募集人員 １名 
 ○就業時間 ８：３０～１７：１５（興部保育所はシフト勤務） 

◎準 職 員  
 ○職  種 保育教諭（幼稚園教諭・保育士） 
 ○仕事内容 ・幼稚園教諭補助または保育所保育士補助 
       ・預かり保育・学童保育の業務全般 
 ○応募資格 ・令和３年３月卒業見込みの新卒の方 
       ・保育教諭資格（幼稚園教諭および保育士）を保有の方（経験者） 
 ○勤 務 地 はこぶねハウス（はまなす幼稚園付属）または興部保育所 
 ○給  与 ・手当（時間外手当・交通費） ・昇給（定期昇給なし～ベースアップあり） 
       ・賞与（年２回～当学園給与規程による） 
 ○社会保険 私学共済（健康保険・共済年金）・雇用保険・労災保険 
 ○採用月日 令和３年４月１日 
 ○募集人員 １名 
 ○就業時間 ・はこぶねハウス 園児・学童 降園～１８：００（状況に応じシフト勤務） 
                学校等休業日 ８：００～１８：００（シフト勤務） 
       ・興部保育所   保育業務に応じて勤務 

◎お問合せ 詳細については当学園就業規則・給与規程等によります。 
      採用試験・面接その他につきましては学校法人はまなす学園（はまなす幼稚園 

℡８２－２３０３）にお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

【目指せ！５０００日！】 
令和２年９月１日で 
町内の交通死亡事故ゼロ４７６５日 
スピードダウンとシートベルトの全席着用 
 


