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４月の無料法律相談のお知らせ
あ

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２日（土）～５月６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。
なお、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。
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

緊急事態宣言期間中の各施設の対応
施

設

名

浜頓別高校

対

応

備

考

～５月６日休業

こども園（短時間型）

～５月６日休業

こども園（長時間型）

利用可

子育て支援センター

～５月６日休業

学童保育所

利用可

多目的アリーナ

～５月６日閉館

青少年会館

～５月６日閉館

パークゴルフ場

～５月６日休業

郷土資料館

～５月６日閉館

水鳥観察館

～５月６日閉館

交流館（道の駅）

～５月６日一部閉鎖

やむを得ない場合
のみ受入れ
やむを得ない場合
のみ受入れ
やむを得ない場合
のみ受入れ

弁護士不在市町村の住民の需要に応えるため、弁護士による無料
法律相談を実施します。
実際に法律の問題を抱えられている方はもちろん、まだ法律問題
にはなっていなくとも心配事がある場合には、お気軽に弁護士の相
談をご利用ください。
◆日
時 ４月３０日（木）午後１時～午後４時 ※１人３０分
◆場

所 役場２階 D 会議室

◆相談内容 法律相談全般
借金問題・離婚問題・相続に関する問題・交通事故・労災・刑事事
件・悪徳商法・ご近所トラブル・賃貸借（土地・アパート・マンシ
ョンなど）
・その他
◆相 談 料 無料
◆４月の担当弁護士 弁護士法人道北法律事務所 笠原 裕治 弁護士

◆予約・問合せ ４月２８日（火）までに役場総務課総務係（℡２
－２３４５）へ予約をしてください。（完全予約制）

浜頓別町観光協会では臨時職員を募集します
◎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２日～９月１０日
◆勤務時間 午前９時～午後４時
◆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
◆雇用期間 ６月２日～９月３０日
◆勤務時間 午前９時～午後５時

第１０回北オホーツク１００㎞
マラソン大会の中止について
北オホーツク１００㎞マラソン実行委員会では、７月２６日（日）
に開催を予定しておりました第１０回大会について、エントリー開
始以降も新型コロナウイルス感染者数が連日更新され、北海道内に
おいても、第２波ともいえる感染拡大の危機的状況であることをふ
まえ、参加者・関係者の健康・安全面を最優先に考え、臨時実行委
員会において、大会の中止を決定しました。
事態の収束を願い、来年の開催に向けて、多くの感動と笑顔が溢
れる大会となるよう準備を進めてまいりますので、引き続き、ご支
援・ご協力を賜りますようお願いします。
◆問合せ 北オホーツ１００㎞マラソン実行委員会 ℡２－２３４５

◆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
◆業務内容 砂金掘り体験指導
◆雇用期間 ６月２日～９月３０日
◆勤務時間 午前９時～午後５時
◆賃

金

時給１，０７２円

◆申込み・問合せ
５月８日（金）までに、町観光協会（役場産業振興課内）に
履歴書を提出してください。℡２－２３４６
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、施設の開放期間の
変更にともない、雇用期間が変更となる場合があります。

子育て支援センター事業
☆異年齢交流
◆日
◆場

時 ５月１１日（月）
午前１０時～午前１１時
所 こども園 遊戯室

◆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、気軽にご参加下さい。
◆内 容 ５歳児の園児と一緒に遊びや体操を行います。
カードシアター（わくわく出し物シアター）を視聴します。
◆持ち物 保護者とお子さんの上靴
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、内容など、変更する
場合があります。
◆問合せ 地域子育て支援センター（こども園内）℡２－３５３５
☆親子で楽しもうバランスボール
◆日

時 ５月２８日（木）午前１０時 ～ 午前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 中島 まなみ
◆対
◆内

A 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、上靴（親子）、飲み物、汗拭きタオル、
抱っこ紐（必要な方）
◆定 員 １２組
◆申込み ５月１５日(金)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
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、内容など、変更する
場合があります。

アメニティ公園を開放します
４月２７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

地元のお店でお買い物！ 地域の活性化につなげよう！！

第２面
行事予定
月

日

行

【４月２５日～５月１0 日】
場
所
時
間

事

5/８（金） 乳児相談

５月旭川医大出張診療日

ほけんセンター

10:00～15:00

町民健康ドック中止のお知らせ
町国保病院で毎月実施している町民健康ドックは新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため当面の期間、中止となります。町民健康
ドック受診を希望される方には大変ご迷惑をお掛けしますが、実施
が可能となりましたら広報にてご案内します。感染終息までの間、
ご理解の程よろしくお願いします。
◆問合せ 保健福祉課健康づくり係 ℡２－２５５１

国民健康保険税が改正されます
国民健康保険法施行令の一部が改正されたことに伴い、令和２年
度の国民健康保険税の限度額が改正されます。
現

行

令和２年度改正

医療給付費（基礎課税）限度額 ６１０，０００円
６３０，０００円
後期高齢者支援金限度額 １９０，０００円 １９０，０００円
介 護 納 付 金 限 度 額 １６０，０００円
１７０，０００円
限 度
額 合 計 ９６０，０００円
９９０，０００円
今回の改正に合わせ、所得が少ない世帯への均等割・平等割の軽
減措置について拡充されます。
※令和２年度の軽減措置
・７割軽減該当世帯 現行通り
・５割軽減該当世帯
３３万円＋（２８．５万円×被保険者数）以下の所得金額
・２割軽減該当世帯
３３万円＋（５２万円×被保険者数）以下の所得金額
◆問合せ 役場住民課税務係 ℡２－２５４９

令和２年度調理師試験の実施について
◆試験日時 ８月２５日（火）午後１時３０分～午後４時まで
◆試 験 地 稚内市
◆受験資格
高等学校入学資格を有するもので、２年以上調理業務に従事した者
◆受験願書受付期間 令和２年５月１１日（月）
～２２日（金）まで
◆受 験 手 数 料 ６，９００円相当の収入証紙
◆受 験 願 書 配 布 先 稚内保健所浜頓別地域保健支所
◆問 合 せ 稚内保健所浜頓別地域保健支所
℡０１６３４－２－０１９０

電話番号

役場２－２３４５

産婦人科

多目的アリーナ２－４６６６

整形外科

５月 ７日（木）
８日（金）
２１日（木）
２２日（金）
５月１４日（木）

片山医師（一日診療）
片山医師（一日診療）
片山医師（一日診療）
片山医師（一日診療）
小原医師（一日診療・予約制）

２８日（木）
５月１３日（水）
２７日（水）
５月２２日（金）

奥原医師（一日診療・予約制）
眼
科
石居医師（午前診療・予約制）
大野医師（午前診療・予約制）
小 児 科
吉田医師（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。http://www.hamaton-hp.jp
※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回必ず受付に提示願います。
◆問合せ 町国保病院 ℡２－２２０３

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６月１日（月）です。納期限までに納
めましょう。
※自動車税は、令和元年１０月１日から「自動車税種別割」に名称
が変更になりました。
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（６月１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７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

浜頓別町いきがい農園の受付開始

野犬掃とうの実施
浜頓別町畜犬取締及び野犬掃とう条例第８条第２項及び第３項の
規定により、畜犬取締及び野犬掃とうを次のとおり行っています。
◆実施期間 ４月１日～９月３０日
◆実施区域 浜頓別町全域
◆実施方法 薬殺及びその他の方法
◆注意事項

この期間中、登録畜犬であっても係留していない犬は
全て野犬とみなし、誤殺されても当町では責任を負い
ません。
◆問 合 せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９

正しい飼い方をしていますか？
◆例年、特に雪解けにかけて町内の歩道や公園などで犬の糞が多く
見受けられます。糞の放置は衛生上問題であるのと同時に生活環
境を害することとなります。散歩をする時は必ず、糞を入れる袋
を持って、周りの人に迷惑にならないよう飼い主が責任を持って
糞の始末をしましょう。
◆犬のマナー
・犬の登録と狂犬病予防注射は必ず受けましょう！狂犬病予防法の
規定により２０万円以下の罰金を課せられる場合があります。未
登録犬は、速やかに役場住民課環境生活係で手続き願います。
・糞尿を適切に処理し、公共の場所や他人の土地を汚さないように
しましょう。
・ストレスを溜めないよう、適度な散歩やしつけを心掛け、鳴き声
などで近所に迷惑をかけないようにしましょう。
・散歩の時は、犬に必ず首輪や胴輪をつけて、リードで繋いでくだ
さい。
◆猫のマナー
・管理できる数を超えないよう、不妊去勢手術を行いましょう。
繁殖期の異常な鳴き声防止や生殖器系の病気の予防にもなります。
・糞尿などで近所に迷惑をかけないように室内で飼いましょう。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９

はまとんべつ温泉ウイングからのお知らせ
◆休

止 （１）日帰り入浴（朝風呂含む）
（２）レストラン店内営業（昼、夜営業）※テイクアウトは実施
◆休止期間 ５月６日まで ※場合によっては休止延長もあり

◆問 合 せ

浜頓別郵便局からのお知らせ

◆場 所 クッチャロ湖畔（旧老人憩いの家の裏）
◆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
※定数になりしだい締め切ります。

℡２－２５５１

はまとんべつ温泉ウイング ℡２－４１４１

浜頓別郵便局では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
営業時間を４月２７日（月）から短縮します。
◆営業時間 午前１０時～午後３時
◆問 合 せ 浜頓別郵便局

浜頓別町ホームページ http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/
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浜頓別町役場
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車両交通規制
工事に伴う車両交通規制をお知らせします。
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
中は運転者、歩行される方は十分に注意願います。
◆工事情報
①浜頓別市街本通北仲通線道路改良舗装及び配水管布設替工事（車両通行止め）
工事業者：北開建設株式会社
℡２－３１３１
期
間：９月２日（水）まで
②浜頓別住宅団地５条通線配水管布設工事（片側交互通行）
工事業者：株式会社南波組 ℡５－６３４５
期
間：７月７日（火）まで
③南環状通線下水道管渠新設及び配水管布設工事（未供用区間のため車両侵入禁止）
工事業者：株式会社寺沢組 ℡２－２５１７
期
間：９月２日（水）まで

◆問合せ 役場建設課土木係 ℡２－２３５８

「第２６回町民植樹祭」開催延期
例年、５月に開催している町民植樹祭につきまして、新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、開催を延期いたします。
延期後の開催日については１０月を検討しており、詳細が決まり次第、広報にて周知いた
します。
◆問合せ 役場産業振興課水産林務係 ℡２－２３４６

第４面
小型家電リサイクルの対面回収
◆日

時 ５月２３日（土）午前１０時～正午

◆場

所 浜頓別町南２条１丁目役場倉庫前（下記地図参照）

※今回実施する対面回収ではバスターミナルに設置されている回収ボックスに入らないもの
や、ボックス回収をしていないパソコン本体・ノートパソコンが対象となります。
※パソコンなどのブラウン管・液晶モニターは回収できません。各メーカーへ問合せくださ
い。
※個人情報は個人の責任で消去してから持参してください。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９

不法投棄は犯罪です
みだりに廃棄物を捨てることは、法律で禁じられており、
「５年以下の懲役、もしくは１千
万以下の罰金」が科せられます。不法投棄は近隣の迷惑になることはもちろん、環境にも大
きな影響をあたえますので、絶対にやめましょう。
町では不法投棄者が判明した場合は、投棄者自身で撤去するよう指導していますが、悪質
の場合は警察へ通報します。投棄者が不明の場合は、土地所有者や管理者が撤去することと
なりますので、土地所有者や管理者の皆さんは、みだりに廃棄物が捨てられないよう、定期
的な巡回や草刈りなど適正な管理をお願い致します。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９

