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足湯オープン
浜頓別町牛乳・乳製品購入促進事業
「モォーッとのもう ミルクーポン」の配布
新型コロナウイルス感染症の影響による学校の休業により、給食で使わ
れる予定の生乳の消費が大幅に落ち込んでいることから、生乳消費の促進
のため「ミルクーポン」（牛乳・乳製品専用の商品券です。）を発行し、無
料で配布することとしましたので、お知らせします。
◆使 用 期 限 令和２年９月３０日（水）まで
◆金

額 １世帯５００円分（１００円×５枚綴り）

◆取扱事業所 スーパーなかむら、サツドラ浜頓別店、東宗谷農協ララッ
ク店、ホーマックニコット浜頓別店、セイコーマート浜頓
別緑ヶ丘店、セイコーマート浜頓別店
※６月１１日より郵送にて配布します。
※使用期限を過ぎた場合は使えませんので、ご注意ください。
◆問 合 せ 役場産業振興課商工観光係 ℡２－２３４６

はまとんべつ温泉「足湯」がオープンしました。
◆日 時 ６月１日（月）～９月３０日（水）
◆場 所 白鳥公園隣接「足湯」
（町民プール向かい）
◆問合せ 役場産業振興課商工観光係 ℡２－２３４６

郵便局からのお知らせ
浜頓別郵便局、頓別郵便局、下頓別郵便局の営業時間を４月２７
日より短縮しておりましたが、以下のように変更になりましたので、
お知らせします。
◆郵 便 窓 口 午前１０時～午後５時
◆貯金・保険窓口
◆問

合

午前１０時～午後４時

せ 浜頓別郵便局

℡２－２２２３

スクールバス『いっしょ乗り』

パンフレット配布について

運行再開のお知らせ

新型コロナウイルス感染症予防のため、外出や人との交流を自粛
することが増え、これまでと違う新しい生活様式が求められていま
す。また、今後の感染状況によっては再度、緊急事態宣言が出され
る可能性もあります。
このような状況の中、自宅での生活が長くなることで、運動不足
による生活習慣病の悪化や筋力低下などによる健康状態の悪化が心
配されます。また、外出や人との交流を自粛することで、独居高齢
者などの安否確認が行えず、異変に気付くことが遅れることがあります。
このたび、自宅でできる運動のパンフレット「日常ながら運動」
と地域で見守りをする際のポイントがまとめられたリーフレット
「高齢者みまもりガイド」を配布しますので、ご活用いただきます
ようご案内いたします。
◆問合せ 浜頓別町地域包括支援センター（保健福祉課内）℡２－２５５１

新型コロナウイルス感染症対策による休校に伴い運休していまし
たが、６月１日（月）の学校再開にあわせ運行を再開しました。
乗車にあたり、通学生が優先されますので、時間に余裕を持ってご
利用ください。
また、感染症対策を講じるため、お申込みは乗車する２日前までに
電話予約願います。
◆予約・問合せ 町教育委員会総務学校係 ℡２－２５２５

教科書展示会

えさし号（札幌線）の運休継続について

教科書展示会は、教員、教育関係者はもとより、広く町民の皆さ
んに教科書を公開することにより、教科書や教科に対するより一層
の理解を深めていただくことを目的に実施しています。
展示している教科書は、文部科学省の検定に合格し、採択の対象
となった見本教科書で、手に取って閲覧できます。
◆日 時 ６月１２日（金）～６月２６日（金）
※土・日・祝日は除く 午前８時３０分～午後５時１５分
◆場 所 役場１階町民ホール
◆その他 ご来場の際には、閲覧名簿に氏名の記入をお願いします。
◆問合せ 町教育委員会 ℡２－２５２５

はまとんべつ温泉ウイング休館のおしらせ
受変電設備更新工事のため次のとおり休館とします。
◆日 時 ６月２３日（火）～６月２４日（水）
◆問合せ 一般財団法人観光公社北オホーツクランド ℡２－４１４１

新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び需要減退などの観点から、
枝幸札幌線の運休および見合わせを継続します。
◆運休・見合わせを継続する便
枝幸発午前７時・札幌発午前１１時３０分
◆運休する期間
６月１５日（月）まで（予定）
◆見合わせする期間
６月１６日（火）以降
※新規予約は受け付けません。
※運行再開の可否は６月１０日頃に判断予定です。

レジ袋有料化７月１日スタート
レジ袋削減にご協力ください
プラスチックは、非常に便利な素材で、あらゆる分野で使われて
います。一方で、廃棄物・資源制約、海洋プラスチックごみ、地球
温暖化などの課題もあります。私たちは、プラスチックの過剰な使
用を抑制し、賢く利用していく必要があります。
そのため、令和２年７月１日より、全国でプラスチック製買物袋
（レジ袋）の有料化を行うこととなりました。これは、普段何気な
くもらっているレジ袋を有料化することで、それが本当に必要かを
考えていただき、私たちのライフスタイルを見直すきっかけとする
ことを目的としています。
皆さんも、レジ袋有料化をきっかけに自身のライフスタイルを見
つめ直し、エコバッグを持ち歩く等、できるところからプラスチッ
クを賢く使う工夫をしてみましょう。
◆問合せ 消費者向け 0570-080180
事業者向け 0570-000930

消費者協会からのお知らせ
「特殊詐欺」などの詐欺被害が全国的に急増している中、近隣自
治体においても被害が発生しています。町内においても特殊詐欺の
予兆と思われる不審な電話やメールが来るなど、悪質商法は身近に
潜んでいます。
不審な電話やメール、訪問販売に遭っても、一人で決めずに必ず
家族や警察、消費者センターに相談するようにしましょう。
町内の消費生活相談については、広域窓口である稚内消費者セン
ターにて対応しています。
◆相 談 先 稚内市消費者センター ℡０１６２－２３－４１３３
稚内市中央４丁目１６番２号 保健福祉センター２階
◆受付時間 月曜日～金曜日 午前１０時～午後４時
（祝日及び 1２月３１日～１月５日を除く）
◆問 合 せ 浜頓別消費者協会(役場産業振興課商工観光係)
℡２－２３４６

あなたの無線機器は大丈夫？
インターネット通販や海外から持ち込んだ外国規格の無線機は、
テレビや重要な無線通信に妨害を起こす恐れがあるため国内では使
用できないものがあります。
購入の際には必ず、
「技適マーク」がついているか確認の上購入し
てください。
電波に関する困りごとや相談はお問合せください。

現在の技適マーク
旧タイプの技適マーク
（H7 年４月～） （S62 年 11 月～）

◆問合せ 総務省

北海道総合通信局 ℡011-737-0099

第２面
行事予定
月 日
6/11（木）
6/16（火）
6/17（水）
6/18（木）
6/19（金）

行
事
シニア木曜学校（ダンス）
巡回児童相談（～17 日）
異年齢交流
シニア木曜学校（製作）
乳幼児健診
シニア木曜学校（ダンス）
6/25（木） 離乳食教室
（スタートクラス）

【６月１０日～６月２５日】
場
所
時
間
福祉センター
13:30～15:00
ほけんセンター 10:30～16:00
こども園
10:00～10:30
福祉センター
13:30～15:00
ほけんセンター 10:00～14:00
福祉センター
13:30～15:00
ほけんセンター 13:30～15:00

第２回浜頓別町議会定例会が、６月２３日（火）から開催される
予定です。
議員が町の仕事について、考え方や疑問をただす一般質問など、
皆さんの生活にかかわる身近な事柄が話し合われます。
どなたでも議会を傍聴することができます。ぜひおいでください。
◆問合せ 役場議会事務局 ℡２－２３４７

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公営住宅日の出団地内道路改良工事（車両通行止め）
工事業者：丹羽建設株式会社 ℡２－２１３４
期
間：９月２４日（木）まで
②公営住宅日の出団地内汚水管渠新設工事
公営住宅日の出団地内配水管布設工事（車両通行止め）
工事業者：株式会社伊藤組 ℡2-2319
期
間：９月２４日（木）まで
※①工事と同じ箇所での交通規制となります。

◆問合せ 役場建設課 ℡２－２３５８
電話番号

役場２－２３４５

多目的アリーナ２－４６６６

第１６７４号

国保病院からのお願い

エールを北の医療へ！

国保病院では、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減す
るため、当院を受診される際、発熱やかぜ症状等がある場合、まず
は帰国者・接触者相談センターにご相談をお願いしております。
相談後、当院を受診される場合は、受診時間を調整させていただく
こととなりますので、必ず当院へお問い合わせください。
帰国者・接触者

電話番号

相談センター
稚内保健所

℡2-0190

浜頓別支所

議会を傍聴しませんか

令和２年６月１０日発行

稚内保健所
健康推進課健康支援係
北海道保健福祉部
健康安全局地域保健課

℡0162-33-3703
℡011-204-5020

開設時間
午前８時４５分～

北海道では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための事業に
充てるため、「エールを北の医療へ！」として、個人の方向けにはふ
るさと納税を活用したガバメントクラウドファンディングを実施し、
企業・団体向けにも幅広く寄附をお願いするプロジェクトを４月
２４日から開始しています。
◆概 要 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/
ss/krs/ale_hokkaido.htm
◆問合せ 北海道総合政策部官民連携推進室
℡011-206-6449

午後５時３０分
午前８時４５分～
午後５時３０分
２４時間

日本を元気にするプロジェクトのおしらせ
新型コロナウイルス感染症対策による休校などで、日本の生乳生
産の約半分を担っている北海道は大きな影響を受けています。
北海道知事からの牛乳チャレンジの呼びかけもありました。

◆問合せ 町国保病院 ℡２－２２０３

２歳未満のマスクは危険です
日本小児科学会は、2 歳未満の子どものマスクの着用はやめるべき

ホクレン農業協同組合連合会は、ミルクランド北海道の事業の一
環として、新型コロナウイルスの影響で需要が激減している北海道
産牛乳・乳製品の消費拡大を目指すとともに、日本中に明るく元気
なエールを送り届けることを目的とした SNS ソーシャルグットプ

との見解を公表しました。窒息や熱中症の危険があると警告する一

ロジェクト「#COW エール（#カウエール）」を５月１２日より開

方、新型コロナウイルス感染による子どもの重症化は少ないと指摘

始しました。

しています。子どもは成人と比べ気管が狭いため、マスクをすると

◆参加方法

呼吸しにくくなり窒息の恐れがあるほか、心臓に負担がかかります。

Instagram もしくは Twitter のアカウントを用いて、北海道産牛

嘔吐した際に窒息につながる危険性も増します。

乳・乳製品を食べたり飲んだりしている様子を投稿してください。

体内に熱がこもって熱中症のリスクが高まることや、顔色や表情
の変化から体調の異変に気付くのが難しくなることも懸念されます。
マスクの正しい使い方を理解し、着用してください。
◆問合せ 役場保健福祉課

℡２－２５５１

「がんばろう！はまとんべつ応援商品券」
取扱事業者の募集
浜頓別町では生活応援・経済対策プレミアム付
商品券事業「がんばろう！はまとんべつ応援商品券」
を発行します。
下 記 に より 取 扱事 業 所を 募 集 しま す ので、
ご登録のほどよろしくお願いします。
（申請書は準備が整い次第郵送でお送りします。
届かない場合などは連絡をお願いします。
）
◆登録方法 申請書を役場産業振興課まで提出してください。
※申請書の提出は６月１９日（金）までにお願いします。
◆問 合 せ 役場産業振興課 ℡２－２３４６

◆投稿カウント方法
ハッシュタグ【#COW エール】を付けて投稿すれば、運営事務局
の方で自動カウントします。
◆抽選でプレゼント
毎月、投稿したみなさまから抽選で１５０名様に北海道牛乳・乳
製品詰め合わせが当たります。
◆投稿期間
＜１回目＞
５月１２日（火）～６月１１日（木）投稿分※６月下旬抽選・発送予定
＜２回目＞
６月１２日（金）～７月１１日（土）投稿分※７月下旬抽選・発送予定
＜３回目＞
７月１２日（日）～８月１１日（火）投稿分※８月下旬抽選・発送予定
◆問合せ 牛乳を送る助け合いプロジェクト「#COW エール」事務局

浜頓別町ホームページ http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/

℡050-3184-4322
（土日祝を除く平日午前１０時～午後５時）
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浜頓別町役場

編集 総務課
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会計年度任用職員募集
【町民プール

監視員】

◆募集人数

３名

◆業務内容

施設の清掃管理、監視業務、オープン前準備作業など

◆雇用期間

６月下旬～９月中旬（業務終了まで）

◆賃

時給９６０円

金

◆勤務時間

月曜日～日曜日（週４日程度・２交代制）
午前８時３０分～午後５時１５分（正午～午後１時まで休憩時間）

◆採用方法

面接及び書類選考

◆申 込 み

６月１７日（水）までに履歴書(写真添付)を町教育委員会生涯教育係へ提出し
てください。

◆問 合 せ

町教育委員会生涯教育係（多目的アリーナ内） ℡２－４６６６

【学校給食センター

給食調理員】

◆勤務場所 学校給食センター
◆募集人数

若干名

◆業務内容 学校給食調理全般（資格免許不要、実務未経験者可）
◆雇用期間

令和２年７月１日～令和３年３月３１日（更新あり）

◆賃

金 月額１７４，４００円

◆手

当

期末手当、通勤手当など

◆勤務時間 午前７時３０分～午後４時１５分（７時間４５分勤務）
◆各種保険 社会保険及び雇用保険など加入
◆採用方法 面接又は書類選考
◆申 込 み ６月２４日（水）までに履歴書(写真添付)を町教育委員会へ提出してください。
◆問 合 せ 町教育委員会 ℡２－２５２５

【国保病院

病棟看護補助者】

◆勤務場所 国保病院 看護科
◆募集人数 若干名
◆業務内容 看護補助業務
◆雇用期間 令和２年７月１日～令和３年３月３１日（更新あり）
◆賃

金

月額１７８，４００円

◆手

当

期末手当、夜勤手当、通勤手当など

◆勤務時間 ７時間４５分（シフト勤務）
※勤務時間については、ご相談をお受けいたします。
◆各種保険 社会保険及び雇用保険など加入
◆採用方法 面接又は書類選考
◆申 込 み ６月１９日（金）までに履歴書(写真添付)を国保病院事務局へ提出してください。
◆問 合 せ 国保病院事務局庶務係

℡２－２２０３
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南宗谷衛生施設組合では、下記のようにパートタイム会計年度任用職員を
１名募集しています。就労を希望する方は、履歴書を提出してください。

【廃棄物処理施設休日受付員】
◆募集人数

１名

◆雇用期間

令和２年７月１日～令和３年３月３１日

◆勤務場所 枝幸郡浜頓別町智福２丁目１３番地 南宗谷衛生施設組合 廃棄物処理施設
◆業務内容 廃棄物処理施設の休日受付業務（電話応対・ごみ受付、分別指導・PC 操作等）
◆勤務時間

７時間４５分（８時３０分～１７時１５分）

◆勤 務 日 土曜日及び１２月３１日から１月３日以外の国民の祝日
◆休

暇

日曜日及び上記勤務日以外の日

◆給 与 額 時給９６０円
◆通勤手当

規定に基づく交通費支給

◆各種保険 労災保険加入あり
◆受験資格 普通自動車免許を有する方
町道民税・その他公共料金を滞納していない健康な方
◆採用方法 書類選考又は面接試験

希望者は、６月１９日（金）までに履歴書（写真添付・資格免許証の写）を
南宗谷衛生施設組合総務係へ提出してください。
（郵送可）
◆提出・問合せ先

南宗谷衛生施設組合 総務係

℡ ０１６３４－２－２４１５
〒 098-5761 枝幸郡浜頓別町智福２丁目１３番地

令和２年度（第２回）北海道警察官採用試験のお知らせ
枝幸警察署では、北海道警察官採用試験の受験申込書を７月１日（水）から配付します。
◆採用予定人員 男性 A区分 160名程度

B区分 155名程度

女性 A区分 150名程度 B区分 155名程度
◆試 験 区 分

A区分～大学（短期大学を除く）等を卒業した方
（令和３年３月末日までに卒業見込みの方を含む）
B区分～A区分以外の方

◆受験資格年齢 昭和63年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた方
◆第 1次 試 験 日 令和２年９月21日（月・祝）
◆受験申込書の受付期間 ７月１日（水）から８月21日（金）までの間
（電子申請による場合は、８月21日（金）午後５時30分まで）
◆問

合

せ 枝幸警察署 ℡0163-62-0110

