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ゴールデンウィークの役場への電話連絡
今年のゴールデンウィークは５月１日（土）
～５月５日（水）まで役場閉庁日となります。
閉庁日であっても、緊急で役場に御用の方は
通常通り役場代表電話（℡２－２３４５）ま
でご連絡ください。
電話は警備会社へ転送されますので、警備
会社の職員に用務を伝えていただければ、警
備会社から役場担当職員へ連絡され、役場担
当職員から折り返しご連絡します。
なお、電話をかけてから、警備会社に繋がるまで多少時間がかか
りますので、ご了承願います。
◆問合せ 役場総務課総務係 ℡２－２３４５

ゴールデンウィークの業務について
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新型コロナワクチン接種がはじまります

読み聞かせボランティア募集

６５歳以上の高齢者のワクチン接種が始まります。このワクチン
接種は、意向調査において、接種を『希望する』と回答された方を
対象として実施します。
接種日及び時間などの詳細は保健福祉課より個別にお知らせしま
すので、お待ちください。
◆接種開始日 5月１０日（月）～

町教育委員会では、ブックスタート事業での読み聞かせボランテ
ィアを募集しています。
ブックスタートとは、赤ちゃんと保護者がふれあう機会の充実を
図るとともに、健やかな子どもの発達を地域・家庭が一体となって
支援することを目的とした事業です。
ボランティアをしてくださる方は、町教育委員
会生涯教育係までご連絡ください。
◆内 容 乳幼児・３歳児への絵本の読み聞かせ

◆接 種 場 所

町国保病院

◆問 合 せ 役場保健福祉課健康づくり係
℡２－２５５１
浜頓別町観光協会

臨時職員募集

◎ベニヤ原生花園案内所
◆募集人数 ３名（①月２０日程勤務２名、②月１０日程勤務１名）
◆業務内容 観光フラワーガイド
（園地内の花の説明や売店販売など）※初心者可
◆雇用期間 ６月１日～９月５日

シニア木曜学校の参加者募集
地域包括支援センターでは介護予防事業として「シニア木曜学校」
を開講します。皆さんで楽しく健康づくり・生きがいづくり・仲間
づくりをしませんか？
◆対 象 ６０歳以上の町民（なるべく継続して参加できる方）

◆勤務時間 午前９時～午後５時

◆場

◆賃
金 時給８９８円
◎ウソタンナイ砂金採掘公園インストラクター
◆募集人数 １名

◆参加費 無料（講座によって教材費を徴収する場合があります。
）

◆ごみ収集車の運行
☆燃やせるごみ・燃やせないごみ・資源物
運休…５月３日（月）～５日（水）
☆生ごみ収集車の運行 通常運行
☆大型ごみ収集 ５月１日（土）運休
◆処理場へ直接搬入する場合
☆燃やせるごみ・燃やせないごみ（南宗谷衛生施設組合）
通常どおり
☆危険ごみ（金ケ丘 一般廃棄物埋立処分地施設）
休み…５月３日（月）～５月５日（水）まで
☆資 源 物（金ケ丘 資源物ストックヤード）
休み…５月３日（月）～５月５日（水）まで
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９

◆賃
金 時給８９８円
◎ウソタンナイ砂金採掘公園ゴールドハウス管理
◆募集人数 ２名（１名ずつ交代勤務）
◆業務内容 受付及び売店販売など

◆業務内容 砂金掘り体験指導
◆雇用期間 ６月１日～９月３０日
◆勤務時間 午前９時～午後５時
◆賃

◆休館日
・多目的アリーナ
４月３０日（金）
、５月１日（土）
・２日（日）
・６日（木）
・青少年会館
４月３０日（金）
、５月２日（日）
・６日（木）
・町立図書館
４月２９日（木）
・３０日（金）、５月３日（月）～５日（水）
◆問合せ 町教育委員会生涯教育係 ℡２－４６６６

◆問合せ 町教育委員会生涯教育係
℡２－４６６６

◆雇用期間 ６月１日～９月３０日

◆勤務時間 午前９時～午後４時

ゴールデンウィーク中の休館日について

時 日程は随時ハガキでお知らせします。

◆内 容 ５つの講座を１年間行います。
①シナプソロジー（脳トレーニング）講座
②リズム体操講座
③健康トレーニング講座
④絵手紙講座
⑤お楽しみ講座（製作・運動）
◆日 時 毎週木曜日 午後１時３０分～３時

◆滝の湯 通常営業

社会教育施設

◆日

金

時給１，０７２円

◆申込み・問合せ
５月７日（金）までに履歴書（写真添付）を町観光協会（役場産
業振興課内）に提出してください。
面接の日程などについては追って連絡します。
℡２－２３４６

ラジオ体操＆ウォーキングのお知らせ
◆期 間 ５月６日（木）～１０月１２日（火）
午前６時３０分 ※雨天中止
◆場 所 アメニティ公園内テニスコート（郷土資料館向かい）
◆問合せ 町教育委員会生涯教育係

所 講座により会場が異なりますので、その都度お知らせします。

※スポーツ安全保険に加入していない方は保険料として、６５歳未
満の方は１,８５０円、６５歳以上の方は１,２００円を開講式の際
にご持参ください。
◆申込み・問合せ
５月７日（金）までに、役場保健福祉課地域包括支援センター
（℡２－２５５１）に申込みください。
開講式
◆日

時 ５月１３日（木）午後２時～（受付：午後１時４５分～）

◆場

所 ほけんセンター

◆内

容 オリエンテーション、ミニ講話

◆持ち物 筆記用具、スポーツ安全保険料（未加入の方）
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
日時が変更となる場合があります。

℡２－４６６６

地元のお店でお買い物！ 地域の活性化につなげよう！！
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行事予定
月 日
行
事
5/12（日）成人式
5/16（木）異年齢交流

【４月２５日～５月９日】
場
所
時
間
多目的アリーナ
15:00～
こども園多目的ホール 10:00～11:00

町立図書館からのお知らせ
―５月の特集展示―
・医療小説・闘病記 特集（１階展示）
医療に関する小説や、実際の体験を描いたコミックエッセイなど。
・お花の文化 特集（１階展示）
日本人の生活に欠かせないお花。
あなたもお花のある暮らしをしてみませんか？
・色いろイロ 特集（２階展示）
キミは何色が好き？色にちなんだ絵本を集めました！
・キュート♡サンリオ特集（２階展示）
キティちゃんやポムポムプリンなど“かわいい”がたくさんつまっ
たサンリオ特集♪

アメニティ公園を開放します
４月２6 日（月）からアメニティ公園（駐車場・遊具・トイレ）を
開放します。
・ちょっとした火遊びでも大変な火事につながります。絶対にやめ
ましょう。
・公園内の施設に異常があった時は、使用をやめて役場建設課土木
係に連絡してください。
◆問合せ 役場建設課土木係 ℡２－２３５８

第２６回町民植樹祭のご案内
次の日程で、町民植樹祭を行います。町民の皆さんの参加を是非
お待ちしています。
◆日 時 ５月２２日（土）午前１１時～
◆場

所 アメニティ公園南側（ララック前）

◆集

合

午前１１時までにアメニティ公園南側東屋付近に集合願
います。
※駐車場はアメニティ公園駐車場（ララック向かい側）をご利用ください。
◆植樹木 エゾヤマザクラ

◆その他
・汚れてもよい服装で長靴、軍手などをご持参しお越しください。
・スコップ（３０本程度）は町が用意します。
・小雨決行します。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当日はマスクの着用
をお願いします。
◆申込み・問合せ
５月１４日（金）までに役場産業振興課水産林務係（℡２－２３
４６）に申込みください。
電話番号

役場２－２３４５

多目的アリーナ２－４６６６

５月旭川医大出張診療日

ベニヤ原生花園清掃&観察会

５月 ６日（木） 板橋医師（一日診療）
１２月７日（金） 板橋医師（一日診療）
５月２０日（木） 片山医師（一日診療）
１２２１日（金） 片山医師（一日診療）
整 形 外 科 ５月 ６日（木） 佐々木医師（一日診療・予約制）
２７日（木） 柴田医師（一日診療・予約制）
眼
科 ５月１２日（水） 石居医師（午前診療・予約制）
１２２６日（水） 大野医師（午前診療・予約制）
小 児 科 ５月２１日（金） 泉 医師（午前診療・午前１０時３０分まで）
●出張診療の日程及び医師については、変更になる場合があります。
変更後の日程などについては、次回広報でお知らせします。また、
病院ホームページにおいて、出張診療の日程を、お知らせしてい
ますのでご確認ください。
※整形外科及び眼科は、予約制ですのでお早めに予約願います。
※保険証は、受診の際または月１回必ず受付に提出してください。

ベニヤ原生花園では、６月から観光シーズンが始まります。きれ
いな環境で花を観察してもらうため、フラワーガイドが中心となり
清掃を行います。町民の皆さんと一緒に春の花を観察しながら作業
を行いたいと思います。ぜひご参加下さい。
◆日
時 ５月２２日（土）午前９時～１０時３０分

産婦人科

国保病院からのお知らせ
新型コロナワクチン接種のため、下記の午後の診療（外科・内科）
は休診となります。
なお、これ以降の休診日は、改めてお知らせします。
◆休診日 ５月７日（金）、１０日（月）～１２日（水）、１４日（金）
◆問合せ 町国保病院 ℡２－２２０３

観光施設オープン
☆はまとんべつ温泉「足湯」オープン
◆日 時 ４月３０日（金）～９月２４日（金）午前１０時～午後５時
◆場 所 白鳥公園隣接「足湯」（町民プール向かい）
※期間中無休、料金無料
☆ベニヤ原生花園展望塔開放
◆日 時 ４月２３日（金）～１０月１５日（金）
午前９時～午後５時
◆場 所 ベニヤ原生花園
◆問合せ 役場産業振興課商工観光係 ℡２－２３４６

浜頓別町いきがい農園の受付を開始します
◆場 所 旧老人憩いの家の裏（クッチャロ湖畔）
◆期 間 ５月～１１月
◆使用料 １区画につき年間１，０００円
◆申込み・問合せ
役場保健福祉課福祉係
℡２－２５５１
※定数になりしだい締め切ります。

◆場

所

ベニヤ原生花園

◆主

催

浜頓別町観光協会

◆参 加 料 無料
◆持 ち 物 軍手、作業に適した服装
◆そ の 他 小雨決行、荒天中止
◆申込み・問合せ
５月２１日（金）までに役場産業振興課商工観光係（℡２－２３４
６）又は水鳥観察館（℡２－２５３４）へお申込みください。

子育て支援センター事業
☆異年齢交流
◆日

時

５月６日（木）午前１０時～１０時３０分

◆場

所

こども園 多目的ホール

◆対

象 こども園に入園していないお子さん
事前の申し込みは不要ですので、気軽にご参加ください。
◆内
容 ５歳児の園児と一緒に手袋シアターを視聴します。
（春の野原のかくれんぼ）
◆持 ち 物 保護者とお子さんの上靴
※保護者の方はマスク着用でお願いします。
☆親子で楽しもうバランスボール
◆日

時

５月１９日（水）午前１０時 ～１１時３０分

◆場

所

多目的アリーナ

◆講

師

きた北海道 バランスボール club

◆ボール指導
◆対
◆内

中島 まなみ

B コート
氏

河上 耕希 氏

象

未就学児とその保護者（歩行が完了していないお子様
は抱っこひもを使って参加できます）
容 バランスボールを使った運動遊び

◆参 加 費 無料
◆持 ち 物 運動しやすい服装、運動靴（親子）、飲み物、
汗拭きタオル、抱っこ紐（必要な方）
※保護者の方はマスク着用でお願いします。
◆定
員 １２組
◆申 込 み ５月１１日(火)までに地域子育て支援センター（こども
園内）にお申込み下さい。
（定員になり次第締め切らせて頂きます）
◆問 合 せ 地域子育て支援センター（こども園内） ℡２－３５３５

浜頓別町ホームページ http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/
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町民健康ドックのお知らせ

献血車が来ます。ご協力をお願いします！

骨髄ドナー登録のお願い

浜頓別町は全道的に見ても特定健康診査（特定健診）の受診率が
低い状況が続いています。特定健診とは、特に「生活習慣病」に着
目した健康診断のことです。生活習慣病は、最初は症状がなくても
後に心筋梗塞や脳卒中、がんなど重大な病気の原因になります。１
年に 1 回は、ご自分の身体の状態を見直すために、健康診断を受け
ましょう。
◆日
程 ５月２６日（水）

あなたの献血で多くの患者さんの命が救われます。皆さんのご協
力をお願いします。
◆日 時 ５月１１日（火）
実施場所
時 間
住 所
午前１８時４５分
①南宗谷消防組合浜頓別支署
南３条３丁目
～ ９時４５分
午前１０時
②よつ葉乳業（株）宗谷工場
智福２丁目
～１０時４５分
③稚内開発建設部
午前１１時
緑ヶ丘６丁目
浜頓別道路事務所
～正午
午後 １時 30 分
④浜頓別町役場
中央南１番地
～ ５時
※新型コロナウイルス感染症を含め、感染予防を徹底し安全な献血
会場の運営に努めています。
◆対
象

白血病や再生不良性貧血など血液難病の有効な治療法である骨髄
移植を普及するため、平成３年１２月に財団法人骨髄移植推進財団
が設立され、骨髄ドナー登録などの公的骨髄バンク事業が行われて
います。
骨髄移植が成功するには、患者とドナーにおける白血球の型（HLA
型）が一致しなければならず、非血縁者では数百から数万人に１人
しか一致しないと言われています。
遺伝子レベルで９０％の患者さんに適合するド
ナーを見出すためには、約３０万人程度のドナー登
録が必要とされており、今なお多数の患者さんが骨
髄移植を希望しています。
骨髄の提供をしてくださる方が増えれば、それだ
け骨髄移植を希望する患者さんが救われます。
骨髄ドナー登録についてご協力をお願いします。
◆問合せ 北海道骨髄バンク推進協会
℡０１１－８４６－１７３０

◆受 付 時 間

午前８時～８時１５分

◆申 込 受 付
◆場

５月６日（木）～１８日（火）
午前８時３０分より開始
所 町国保病院

◆対

象 ２０歳以上の町民（４０～７４歳は国保加入者のみ）

◆内容・料金
①基本健康診査（身体計測、尿検査、血圧測定、血液検査、眼底検
査、心電図検査、腹囲測定、診察） ２，０００円
… ４０～７４歳（特定健康診査）は国保加入者のみ
（オプション）腹部超音波検査
１，５００円
②胃がん検診（胃カメラ検査）
３，６００円
…経鼻カメラ（定員１名）も選択できます。希望の方は申込み時
にお知らせください。
③肺がん検診（胸部Ｘ線検査）
３００円
④大腸がん検診（便潜血検査）
２００円
⑤前立腺がん検診（血液検査）
６００円…男性のみ
⑥骨粗しょう症検診（踵部超音波検査）
４００円…女性のみ
⑦肝炎検診（血液検査）
７００円
…４０～７０歳で検査をしたことがない方
⑧エキノコックス症検診（血液検査）
３００円
…５年以上受けていない方
※①～⑧は選択できますが、４０～７４歳の国保加入者の方・７５
歳以上の方は①が必須項目となります。
胃カメラ検査については、料金が発生する 20～69 歳のセット受診
（①～④）の方、前年度胃カメラ検査未受診の方を優先させていただき
ます。
また、新型コロナウイルスの感染拡大状況により急遽、町民健康ドッ
クが中止となる場合もあります。
大変ご不便をおかけしますが、みなさんのご理解とご協力をお願いし
ます。

◆定

員 ２名

◆申込み・問合せ
役場保健福祉課健康づくり係 ℡２－２５５１

電話番号

役場２－２３４５

多目的アリーナ２－４６６６

・２００㏄献血：１６歳～６９歳 男性は体重が４５kg 以上の方
女性は体重が４０kg 以上の方
（６５歳～６９歳の方は６０歳代で献血の経験がある方に限ります）
・４００㏄献血：１７歳～６９歳の男性で体重が５０kg 以上の方
１８歳～６９歳の女性で体重が５０kg 以上の方
（６５歳～６９歳の方は６０歳代で献血の経験がある方に限ります）
◆新型コロナウイルス感染症予防について
①体温測定をお願いします
②会場内に設置されている消毒液で、必ず手指消毒をお願いします
③必ずマスクの着用をお願いします
◆献血をご遠慮願う場合がある方
①過去に輸血を受けた方
②薬を服用中の方は、薬の種類によってご遠慮願う場合があります
③海外から帰国して４週間以内の方
④新型コロナウイルス感染症を疑う症状のある方（発熱及びせき、
呼吸困難など）
⑤新型コロナウイルス感染症（または疑い）と診断された方と４週
間以内に濃厚接触があった方
⑥新型コロナウイルス感染症（または疑い）と診断された方
⑦味覚、嗅覚の違和感を自覚する方
⑧その他、医師の診察によってはご遠慮願う場合があります
◆問 合 せ 役場保健福祉課健康づくり係 ℡２－２５５１

新型コロナウイルス感染症健康相談センター
北海道では、新型コロナウイルスに感染した疑いのある方を診療
体制の整った医療機関に確実につなぐための「受診・相談センター」
と「感染症に関する一般相談」の電話番号を全道で統一した「北海
道新型コロナウイルス感染症 健康相談センター」を設置しています。
◆問合せ 北海道新型コロナウイルス感染症
健康相談センター
℡０１２０－５０１－５０７

自動車税種別割の納期内納税のお知らせ
自動車税種別割の納期限は５月３１日（月）です。納期限までに
納めましょう。
〇クレジットカードで納付ができます！
インターネット上の専用サイトからクレジットカードを利用して、
２４時間自動車税種別割の納付が可能です。
〇自動車税種別割スマイル納税キャンペーン実施中！
納期限（５月３１日）までに納税すると応援店で特典サービスを受
けることができます。
〇納税通知書は５月６日（木）に発付しますが、転居などで住所が
変更になり、納税通知書が届かない方は、住所変更の手続きが必
要となりますので、札幌道税事務所自動車税部（℡０１１－７４
６－１１９７）まで連絡してください。
〇新型コロナウイルス感染症の影響により、一時に納税できない場
合などについては、納税の猶予や減免が適用される場合がありま
すので、ご相談ください。
◆問 合 せ 宗谷総合振興局納税課納税係 ℡０１６２－３３－２５２０
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車両交通規制
町道頓別原野１５号線を下記の期間通行止めとします。
車両交通規制箇所では大型車（ダンプトラックなど）の出入りもありますので、工事期間中は付近を通
行される方は十分にご注意願います。
◆工事情報
工 事 名：令和３年度施行 東宗谷地区 下頓別楓地域区画整理工事
工事内容：町道頓別原野１５号線道路改良（拡幅工事（全線）、橋梁架替工事（1 橋）
）
交通規制：車両通行止め
発 注 者：稚内開発建設部 稚内農業事務所
請負業者：田中建設株式会社 ℡５－６７７６
期
間：５月中旬～令和４年３月下旬

第１６９５号

ごみの収集について
令和３年度の大型ごみ（粗大ごみ）の収集は次の日程で行います。
◆期
間 ４月～１０月末まで
◆収 集 業 者

天北運送株式会社 ℡２－２０１０

◆収 集 方 法 毎月第１・第３土曜日 収集業者への電話予約制
※引越しに限り通年で収集します。また、降雪などの影響により収集ができない場合がありますので予め
ご理解願います。
◆料 金 等 大きさにより次の３つの区分となります。
【小】１辺の長さが ９０㎝以内で、総重量が ２０㎏以下…３０円
【中】１辺の長さが１５０㎝以内で、総重量が ５０㎏以下…４５円
【大】１辺の長さが１８０㎝以内で、総重量が１００㎏以下…５０円
◆証紙販売店 セイコーマート、㈱中村商店、東宗谷農業協同組合、㈱ニッコー、㈱石田商店、㈱ニコッ
ト、㈱サッポロドラッグストア―
◆燃やせないごみ・大型ごみで収集しないもの（一例）
（取扱店へ処理を依頼してください）
テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、エアコン、灯油タンク（９０ℓ超）、バッテリー、ガスボンベ、タ
イヤ、消火器、建設廃材
◆ゴールデンウィーク中のごみ収集車の運行
〇燃やせるごみ・燃やせないごみ・資源物
５月３日（月）～５月５日（水）運休
〇生ごみ収集車 通常運行
〇大型ごみ収集 ５月 1 日（土）運休
◆問 合 せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９

山菜採りでの遭難事故に注意！

◆問合せ 稚内開発建設部稚内農業事務所
℡０１６２－３３－１２０７

山菜採りなどで山に親しむ機会が増え、遭難事故が増加する時期になっています。
次のことに注意して安全に登山などを楽しんでください。
〇家族に行先地と帰宅時間を知らせましょう。
〇複数人で行動しましょう。
〇天気予報などで天候を確認しましょう。
〇体調が悪いときは、入山を止めましょう。
〇軽装は危険です、次の装備を用意しましょう。
・雨具（目立つ色を着用）、長袖、長ズボン
・飲料水
・食料
・ホイッスル、携帯電話
〇もし、道に迷ったら。
・むやみに歩かず、風雨が避けられる場所で救助を待ちましょう。
・高い音が出る物（ホイッスル）や光る物など（鏡、携帯電話、発煙筒）で自分の位置を捜索隊に知ら
せましょう。
〇ヒグマに遭わないために
・出没のあった場所には近づかないようにし、鈴を鳴らすなど音で人の存在や接近を知らせましょう。
◆問合せ 北海道総務部危機対策局危機対策課防災グループ ℡０１１－２０４－５００８

地元のお店でお買い物！ 地域の活性化につなげよう！！

