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町からの 

令和３年 第１回興部町議会定例会の開催について   

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

会期は１２日（金）まで、一般質問がある場合は８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）

までお問合せください。 

「ひとり親世帯臨時特別給付金」の申請はお済みですか  

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ています。 

申請期限は、２月２８日までとなっていますので早めに支給要件をご確認ください。 

○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（申請不要で全該当者へ入金済みのた

め終了しました） 

 ②公的年金給付等※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月分の児童扶養手当の支

給が全額停止されたと推測される方も対象となります） 

  ※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償 

 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 

（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 

 ・上記「１．基本給付の②③」と「２．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。なお、「２．追加給付」を申請するにあたり添付書類の提出

は不要です。 

  （申請期限）令和３年２月２８日まで 

◎お問合せ 福祉保健課 社会福祉係 ℡８２－４１２０ 

廃タイヤの収集について  

乗用車等の廃タイヤ類の収集について、現在はタイヤ（ゴム部分）とホイール（金属部分）

を分けて排出をすれば回収を行っておりましたが、令和３年４月１日より廃タイヤ類は町のご

み収集の対象外となりますのでお知らせします。 

４月１日以降に出た廃タイヤ類につきましては、販売店などの取扱業者に相談して処分して

ください。 

なお、バッテリーやバンパー、シートなどその他の自動車部品についても、今まで通り町で

は回収を行っておりませんので、同様に取扱業者等にご相談ください。 

お手数をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

◎お問合せ 住民課 住民活動・環境係 ℡８２－２１６４ 

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「きらり」になります） 

 乳幼児健診 ２月２５日（木） 

 ※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。 

○第４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？ 

 ・日 程 ３月４日（木）１０：３０～１２：００ 

 ・場 所 興部町中央公民館 ２階講堂 

 ・内 容 動画体操（講師と中継をつなぎ大きな画面を通じての運動実践）、健康ミニ講和 

 ・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 

 ・定 員 ２０名（予約制。定員になり次第締切） 

 ・締 切 ３月１日（月） 

 ・持ち物 タオル・マスク・飲み物（各自ご持参ください） 

 ※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（体温測定など）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 

参加予定者へ文書等で個別にご連絡いたします。 

 ◎お問合せ 福祉保健課 健康推進係 ８２－４１７０ 

お知らせ 
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令和２年分 所得申告の受付について  

令和２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 

１６日（火） 浜町･元町・東町 一 般 

9：00～16：30 中央公民館 

（展示室） 

１７日（水） 本町･仲町 一 般 

１８日（木） 幸町・栄町    一 般 

１９日（金） 泉町     一 般 

２２日（月） 指定なし  一 般 9：00～16：00 

２４日（水） 
沙留（西町・汐見町・

北浜町・港町） 
一 般 

9：00～16：00 
沙留公民館 

（講 堂） 
２５日（木） 

沙留（元町・海運町・

緑町）・富丘・住吉 
一 般 

２６日（金） 
午前～沙留旭町 

午後～指定なし 
一 般 

３

月 

１日（月） 新泉町・新町・北興 一 般 

9：00～16：30 
中央公民館 

（展示室） 

２日（火） 旭町・春日町 一 般 

３日（水）～４日（木） 農業者のみ 農業者 

５日（金） 
午前～農業者 

午後～指定なし 

農業者

一 般 

８日（月） 緑ヶ丘・宮下町 一 般 

９日（火） 宇津・秋里・豊野 
一 般 

１０日（水）～１２日（金） 指定なし 

※国税庁より新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得額（および復興特別

所得税）、贈与税および個人事業者の消費税（および地方消費税）の申告期限・納付期限に

ついて、令和３年４月１５日（木）まで延長する旨の発表がされました。 

※興部町内の会場設定は、３月１２日（金）までとしておりますが、以降の受付つきましては

後日お知らせいたします。 

※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） 

         ℡８２－２００２（中央公民館 展示室） 

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２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。 

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 

高齢者生活支援ハウス入居者の募集について  

高齢者生活支援ハウスの入居者を募集いたします。希望される方は３月１日（月）までにお

申し込みください。 

○募 集 戸 数  ２人用～２戸 

○入居対象者  ・興部町に住所を有する６０歳以上の方で、自立して生活することに不安 

のある方。 

・入居決定後、おおよそ１カ月以内に入居することが可能な方。 

○入居者の決定  申請書を審査し、決定いたします。審査にあたっては、ケアマネジャーに 

よる身体状況等調査が必要な場合があります。 

○入居予定日  令和３年３月１５日以降 

○利 用 料  （１）事務費～収入により負担額は（0 円～５０，０００円）になります 

         （２）管理費～２人用 １５，０００円 

         （３）電気料・燃料費～使用料実績による 

         （４）食材料費～１人１日につき１，０００円（月額３０，０００円） 

◎お問合せ・申込先 

  ※利用料など詳しい内容については、下記までお問合せください。 

         興部町社会福祉協議会（高齢者生活支援ハウス部門指定管理者） 

福祉保健総合センター「きらり」内  ℡８２－３３００ 
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高齢者生活支援ハウス 
「ホームヘルパー・夜勤ヘルパー」を募集します 

興部町社会福祉協議会では、次のとおり職員を募集します。 

◎ホームヘルパー職員（時間給契約） 
  ○採用人数 １名（ハウス専属ヘルパー） 
  ○業務内容 高齢者生活支援ハウス入居者の介助、コール対応業務 
  ○勤務時間 早番 ８：３０～１７：３０、遅番 １３：００～２２：００ 
        （※早番、遅番ともに上記勤務時間のうち、最大５時間程度とする） 
  ○賃  金 ・介護福祉士 １，０２１円 
        ・ヘルパー    ９７１円 
        ・資格なし    ９２１円 
  ○各種手当 ・通勤手当（片道１０ｋｍ以上） ・期末特別賃金（年１回 １２月） 
        ・処遇改善手当（有資格者のみ ３月） ・宿直手当  
  ○加入保険 労災 

◎夜勤ヘルパー職員（時間給契約） 
 ○採用人数 ２名（夜勤ヘルパー） 

  ○業務内容 高齢者生活支援ハウス入居者の起床介助、コール対応業務 
  ○勤務時間 夜勤２２：００～８：００  
        （休憩２時間）①０：００～２：００ ②２：００～４：００ 
  ○賃  金 ・介護福祉士 １２，４４７円（夜勤１回） 
        ・ヘルパー  １１，９８４円（夜勤１回） 
        ・資格なし  １１，５２２円（夜勤１回） 
               （※上記金額は宿直手当を含む） 

 ○各種手当 ・通勤手当（片道１０ｋｍ以上） ・期末特別賃金（年１回 １２月） 
        ・処遇改善手当（有資格者のみ ３月）  

・宿直手当（勤務１回 ３，０００円） 
  ○加入保険 労災 

 ・応募資格 ６５歳未満で通勤可能な方、資格は問いません 

  ・提出書類 履歴書（顔写真付き） １通 

  ・選考日時 申込者へ別途日時のご連絡いたします 

  ・申込期日 ３月１日（月）まで 

◎お問合せ・申込先  興部町社会福祉協議会 担当 大池 ℡８２－２７４３ 

 

 

 

 

 

 

 

興部高校吹奏楽部WinterConcert２０２１が開催されます 
～興部高校吹奏楽部と澤田一範氏による共演～ 

興部高校では、ゲストに澤田一範氏を迎えてウィンターコンサート２０２１を開催いたしま

すので、お越しください。 

○日 時 ２月２３日（火・祝日） １４：００開場  １４：３０開演 

○会 場 興部高等学校 体育館（約１００席上限） 

○入場料 無 料（入場整理券を事前配布します） 

※当日券はございませんので、足りない場合は必要な枚数を事前に担当者までご連絡くださ

い。 

※感染予防対策のため、お願いもあります。何かご不明な点がございましたら、担当者まで

ご連絡ください。 

～澤田一範プロフィール～ 

興部高校吹奏楽部の OB。１３歳のころから Saxophone を吹き始め、Jazz 好きな友人 

の影響で衝撃を受ける。 

１９７１年東京に上京後、１９７８年からニューブリードオーケストラに在籍。１９８８ 

年から宇山恭平グループ、The Bird Watchers などに参加。２０００年から村田浩＆The  

Bop Band のレギュラーメンバーとして全国的なライブ活動。２０１０年から自己のカル 

テット、クインテット、トリオ、with Strings などでライブ活動をした。 

２０２０年から故郷の興部町に戻り、吹奏楽部後輩からのコンサートオファーを快く快諾。 

◎お問合せ 北海道興部高校学校 担当者 増田、山本まで ℡８２－２３１６ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目指せ！５０００日！】 
令和３年２月１５日で 
町内の交通死亡事故ゼロ４９３２日 
スピードダウンとシートベルトの全席着用 
 


