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 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援 
特別給付金（ひとり親世帯分以外）について 

新型コロナウイルス感染症の終息が見ない中で、失業や収入減により経済的な影響を受け
ている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のうち、「ひとり親世帯
分」の支給と同様に、「ひとり親世帯以外」の住民税非課税の子育て世帯向けの給付金につい
てお知らせいたします。 

◎支給対象者と給付額 

次の①②の両方に該当する方（※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く） 

①令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当受給者の方 
②令和３年度住民税（均等割）が非課税の方 
または、令和３年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方 

◎支給額  児童 1 人当たり一律５万円 

令和３年３月３１日時点で１８歳未満の児童（障がい児の場合、２０歳未満）

を養育する父母等 

（※令和４年２月末までに生まれた新生児等も対象になります） 

 

 

 

 

 

 

◎支給手続き  ※申請は不要です。 

（ただし、児童手当、特別児童扶養手当を受給していない場合は８月以降に

別途申請が必要です。申請期限は令和４年２月２８日（木曜日）まで） 

※児童手当または特別児童扶養手当の支給口座に振り込みます。 

※給付を希望せず、辞退される方は、受取拒否の届出書に必要事項を記入し 

社会福祉係へ郵送または窓口にてご提出ください。 

※口座変更届、辞退届の提出期限は、７月１６日（金曜日）です。 

◎支給予定時期 ７月３０日（金曜日） 

■お問合せ 福祉保健課 社会福祉係   ℡８２－４１２０ 

      厚生労働省 コールセンター ℡０１２０－８１１－１６６ 

（受付時間 平日９：００～１８：００） 

 北オホーツク農業協同組合「牛乳贈答券」の配布について   

この度、ＪＡ北オホーツク農業協同組合より、新型コロナウイルス感染症の影響による 

牛乳の消費低迷からの回復を図る目的として、町に「牛乳贈答券」のご寄付を頂きました。 

牛乳贈答券については、各自治会を通じて全世帯に配布いたしますので、牛乳をたくさん

飲んで消費拡大と健康づくりを進め、地元の酪農家を応援しましょう。 

◎配布方法 ７月１５日以降、自治会を通じてお配りいたします。 

◎配布枚数 １世帯につき２００円券を５枚（１０００円分） 

※ホクレン牛乳贈答券は、北海道内でのみ使用できます。 

（現金およびその他の商品との引き換えはできません。） 

◎利用可能店 町内では、おこっぺマート・セイコーマート（興部店、沙留店）・田中商店・

ローソン興部店で利用できます。 

※町外での利用もできますが、一部利用できない店舗がありますので、直接

店舗にご確認ください。 

■お問合せ 産業振興課 農業振興係 ℡８２－２１３４ 

 沙留地区 町営プール送迎バス運行のお知らせ   

今年度も、子ども達の夏期休業期間中に合わせて、沙留方面の児童・生徒を始め住民の皆

様方を町営プールまで送迎するバスを運行致しますので、是非ご利用ください。 

 なお、送迎日及び送迎時間は下記のとおりです。 

◎送迎日  

７月２６日（月）・２８日（水）・３０日（金） 

  ８月 ２日（月）・ ４日（水）・ ６日（金）・１１日（水）・１３（金） 

 ※７月２６日（月）・２８日（水）・３０日（金）・８月２日（月）・４日（水）の 

  １６：００～１７：００はジュニアスイミングスクールの為、利用できません。 

 ※７月３０日の１５：００～１６：００は、ちびっこ水泳教室の為、幼児用と低学年用 

プールは使用できません。 

※８月１４日～１６日は、お盆のためプールは閉館いたします。 

◎出発・到着場所／時間 

  行き 出発 沙留公民館前  １３時３０分 

     到着 町営プール   １３時４５分 

  帰り 出発 町営プール   １６時３０分 

     到着 沙留公民館前  １６時４５分 

（注）帰りのバスに乗車する方は、出発２０分前にはプールから上がり、帰る用意をしてく

ださい。 

■お問合せ 教育委員会 社会教育課 体育振興係 ℡８２－２５５２ 

お知らせ 
 

≪注意≫ 

住民税非課税の方が主な対象となります。申告がお済でない方、収入が
なかったため申告をしていない方等は、速やかに住民税の申告をしてくだ
さい。 
 住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、本給付金を
速やかに支給出来ない可能性があります。 
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 令和４年度 興部町職員採用試験（町単独）の実施について   

興部町では、令和４年４月１日採用予定の職員を下記のとおり募集いたします。 

◎試験区分 

・建築技師 

○採用予定者数・・・若干名 

○受験資格  ・・・（１）令和４年４月１日現在の年齢が満４０歳以下で、民間職務経験が

あり、二級建築士以上の資格を有している方。 

（２）学校教育法に基づく大学または短期大学、専修学校の専門課程 

（修業年限２年以上）、高等専門学校若しくは高等学校を令和 

４年３月に卒業見込みで、建築専門課程を履修された方。 

            上記受験資格のほかに 

            第１種普通自動車免許を取得している方または取得見込の方。 

            パソコン操作ができる方。 

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

〇提出書類  ・・・職員採用試験申込書 

（様式は興部町ホームページよりダウンロードできます。Ａ４版両面。） 

            建築士資格証明書の写し  ～（１）の受験資格者のみ 

学業成績証明書      ～（２）の受験資格者のみ 

            卒業（見込み）証明書   ～（２）の受験資格者のみ 

※ただし、日本国籍を有しない方、地方公務員法第１６条に該当する方は受験できません。 

◎給与・諸手当 

 ○興部町職員給与条例等による。 

◎選考方法 

 ○書類審査のうえ、面接試験により選考する。 

◎試験日時及び会場 

 ○申込期間終了後、申込された方に通知いたします。 

◎申込期間 

 ○７月１日（木曜日）から８月２０日（金曜日）まで 

 ※郵送の場合は、８月２０日までの消印があるものに限り受付します。 

 ※持参する場合の受付時間は、月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５時１５分ま

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 

■お問合せ 建設課 管理係 ℡８２－２１６６ 

 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、栄町団地：１,000 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：（２号棟）３LDK １戸、（３号棟）３LDK ２戸、新沙留団地：３LDK３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：２LDK １戸、３LDK 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 ７月１５日（木曜日）17：15 

■お問合せ 建設課 建築維持係 ℡８２-２１６６ 

 風しんの抗体検査・予防接種のお知らせ（無料）   

 国の事業により、昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの男性に対し、風しんの

抗体検査・予防接種を３か年の間実施いたします。 

３か年目の本年度においては、全対象者の皆様にクーポン券を送付しておりますので、クー

ポン券を受け取りの方は同封の説明を読み、病院での抗体検査・予防接種をお願いいたします。 

■お問合せ 福祉保健課 健康推進係 ℡８２-４１７０ 

＜地方公務員法第１６条抜粋＞ 

１．禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなる

までの者 

２．当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過し

ない者 
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 献血にご協力ください   

下記の日程で移動献血車が運行します。 

一人ひとりのご協力が患者さまの命を救いますので、ぜひご協力をお願いいたします。 

◎運行概要 

７月１４日（水曜日） 

 興部道路事務所         ・・・ ９：００～ ９：３０ 

 興部町役場           ・・・１０：００～１２：００ 

７月１６日（金曜日） 

 興部警察署           ・・・ ９：００～ ９：４０ 

 西部森林室           ・・・１０：００～１０：３０ 

 北オホーツク農業協同組合    ・・・１１：００～１２：００ 

 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 

◎対象者 

 １６歳から６９歳までの方 

 ※１ ６５歳以上の方は６０～６４歳の間に献血経験のある方に限ります。 

 ※２ 献血の条件が緩和され、高血圧・コレステロール・高尿酸血症・アレルギーなどの

薬を服薬していても献血が可能になりました。 

■お問合せ 福祉保健課 健康推進係 ℡８２-４１７０ 

 味来館杯パークゴルフ大会のお知らせ   

興部町パークゴルフ協会興部支部では、第５回味来館杯パークゴルフ大会を開催いたしま

すので、皆様の参加をお待ちしております。 

◎主  催 興部町パークゴルフ協会 興部支部 

◎協  賛 味来館 

◎大会日時 ７月１１日（日曜日）雨天決行 ・受  付  ８：００ 

・開 会 式  ８：２０ 

・競技開始  ８：３０ 

・閉 会 式 １１：１５ 

     ※なお、新型コロナウイルスの感染状況により開催日時の変更をする場合がありま

す。その時は、パークゴルフ場掲示板などによりお知らせします。 

◎場  所 興部パークゴルフ場 

◎参加資格 パークゴルフ愛好家であれば、どなたでも 

◎参 加 料 興部支部会員   ５００円 

会員以外   １，０００円（当日徴収） 

 

◎競技方法 日本パークゴルフ協会規則に基づき、男女別個人戦３６ホールストロークプレ

イと し、同スコアの場合、優勝者のみサドンデスプレイオフで、その他はカ

ウントバック方式を採用する。 

◎表  彰 男女とも優勝、準優勝および入賞者。その他各賞。 

◎申込期限 ７月７日（水曜日）までにパークゴルフ場にあります大会参加申込書に記入、

または、下記まで申し込みください。 

■お申込み・お問合せ パークゴルフ協会事務局長 鼻田 ℡８２－３１９２ 

 市街地におけるヒグマの出没に注意！   

今の時期は、ヒグマの繁殖期のため、より活発に活動するヒグマが多く、最近は市街地周

辺でもしばしば目撃情報が寄せられています。  

山菜採りやハイキングなど、野山に出かける時だけでなく、ウォーキングやジョギング、

釣りなどのレジャーに出かけるときにも、下記のことを参考にヒグマの被害に遭わないよう

にご注意ください。 

また、各家庭においても、生ごみや農業・水産廃棄物、ペットや家畜のエサを野外に放置

するなど、ヒグマを引き寄せやすい状況を作らないようにしましょう。 

なお、市街地でヒグマを目撃したときは、興部町役場住民課（℡82－2164）や、興部警

察署（℡82－2110）まで出没状況をお知らせください。 

◎ヒグマの被害に遭わないためには・・・ 

◇事前にヒグマの出没情報を確認する  

◇家族などに行き先を告げ、１人では野山に入らない 

◇熊鈴やラジオなど、音を出しながら歩く 

◇食べ物やゴミは必ず持ち帰る 

◇朝夕などの薄暗いときには行動しない 

◇ヒグマのフンや足跡を見たらすぐに引き返す 

（住民課 住民活動・環境係） 

 

【目指せ！５５００日！】 
令和３年７月１日で 
町内の交通死亡事故ゼロ５０６８日 
スピードダウンとシートベルトの全席着用 
 


