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令和３年度採用宗谷管内町村職員
採用試験（初級・消防）
◆募集職種及び採用予定町村
☆一般事務職
浜頓別町、猿払村、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻富士町、
利尻町、幌延町
☆消防職
南宗谷消防組合、利尻礼文消防事務組合、中頓別町、豊富町
◆受 験 資 格
☆一般事務職
平成１１年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれた方
☆消 防 職
平成６年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれた方
◆試 験 期 日
☆第１次試験 ９月２０日（日）
☆第２次試験 １０月上旬以降（第一次試験合格者のみ）
◆試 験 地 浜頓別町、幌延町、利尻富士町
◆採用予定日 令和３年４月１日
◆受 付 期 間
◆問

６月２５日（木）～８月２０日（木）まで

合 せ 宗谷町村会事務局 ℡０１６２－３３－２５７０
役場総務課総務係 ℡２－２３４５

国立宮古海上技術短期大学校入学試験
国立宮古海上技術短期大学校は、国土交通省の所管する学校で、
船舶の「航海士」と「機関士」の２つの資格が取得できます。
◆試験日程・会場
入試の
出願期間
試験日
試験会場
名
称
１７月２７日（月）～ １８月２２日（土） 宮古
AO 入試
１８月１２日（水）
指 定 校 １８月２４日（月）～ １９月１９日（土） 宮古
推薦入試 １９月１９日（水）
自己推薦 １９月２８日（月）～ １０月２４日（土） 宮古、札幌、
入
試 １０月１４日（水）
小樽、函館、
１２月２４日（月）～ １１月２３日（土） 仙台、東京、
一般入試
１１月１３日（水）
他
◆問合せ 国立宮古海上技術短期大学校 教務課
℡０１９３－６２－５３１６
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第１６７５号

えさし号（札幌線）の運休継続について

観光施設オープン

新型コロナウイルス感染症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３０日（火）まで
◆見合わせする期間
７月１１日（水）以降
※新規予約は受け付けません。
※運行再開の可否は６月２５日頃に判断予定です。
※えさし号（枝幸旭川線）、天北号（鬼志別旭川線）は通常運行しています。

【ベニヤ原生花園】はな・はなハウスオープン
・オープン ７月１日（水）～９月１０日（木）
・開
館 午前 1９時～午後４時（７～８月）
午前１０時～午後４時（９月）
・休 館 日 毎週月曜日休館
※無料フラワーガイドの実施については未定です。
※ウソタンナイ砂金採掘公園については、準備が整い次第オープン
しますので、もうしばらくお待ちください。
◆問合せ 町観光協会（役場産業振興課商工観光係内）℡２－２３４６

水泳プール開放のお知らせ
◆日

時

７月４日（土）～９月９日（水）

◆開放時間 午前１０時～正午、午後１時～午後５時
※開放期間中、臨時休館を除き毎日開放します。
※低温により閉鎖することがあります。
◆使 用 料 １回２００円（高校生以下無料）
◆そ の 他 プール前と多目的アリーナに、
使用できる日は「青旗」
、
使用できない日は「赤旗」
をあげて開放状況をお知らせ
します。
◆注意事項
・幼児の利用は保護者同伴とします。
・貴重品は持ち込まないでください。
・必ず水泳帽子をかぶって利用してください。
・飛び込み、潜水遊泳を禁止します。
◆感染防止対策
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、下記の対応をいたし
ますので、ご協力をお願いします。
・体調に不安のある方（発熱、咳など）の利用はご遠慮願います。
・定期的に施設内の消毒作業、換気を行います。
・利用者は入り口に設置してある消毒液を利用し、手指の消毒をお
願いします。また、名簿を設置しますので氏名を記入してください。
・更衣室に５名以上の方が入室する場合は、入室制限します。
・プール内では密接を避け、間隔をあけて利用してください。
・水泳帽、水中メガネの貸出は行いません。
・ビート板を返却する際は必ず事務所へ返却してください。
・見学される方はマスクを着用してください。
・その他、監視員の指示に従わない場合は、利用をご遠慮していた
だく場合があります。
◆問 合 せ

教育委員会生涯教育係

℡２－４６６６

子育て支援センター事業
☆異年齢交流
◆日
◆場

時 ７月２０日（月）
午前１０時～午前１０時３０分
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、ぜひご参加下さい。
◆内 容 ３歳児の園児と一緒にカードシアター（おえかきクレヨ
ン）を視聴します。
◆持ち物 保護者とお子さんの運動靴
※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。
※保護者の方はマスク着用でお願いします。
◆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 ７月３０日（木）午前１０時 ～ 午前１１時３０分

◆場

所 多目的アリーナ

A コート

◆講

師 きた北海道 バランスボール club
中島 まなみ 氏
河上 耕希 氏
◆対 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）
◆内 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 １０組
◆申込み ７月１７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。

第２面
行事予定
月

日

6/25（木）
7/11（水）
7/12（木）
7/13（金）
7/17（火）
7/18（水）
7/19（木）

行
事
シニア木曜学校（ダンス）
離乳食教室
（スタートクラス）
巡回健康相談
シニア木曜学校（ダンス）
乳児相談
訪問リハビリ相談
乳幼児歯科健診
シニア木曜学校（ダンス）

ほけんセンター
福祉センター

19:30～15:30
13:30～15:00
10:00～15:00
13:30～16:00
19:00～14:30
13:30～15:00

７月は『社会を明るくする運動』の強調月間
「社会を明るくする運動」は、すべての国民が、
犯罪の防止と罪を犯した人たちの更生について理
解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、
犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする法務
省が主唱する全国的な運動です。
「更生保護の日」である７月１日（水）からの
１か月を強調月間として、例年、街頭啓発を行っ
ておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、今年度は中止いたします。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９

６月の無料法律相談
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 ６月３０日（火）午後１時～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
◆６月の担当弁護士 弁護士法人木村雅一法律特許事務所士別支部
野中 英樹 弁護士
◆予約・問合せ ６月２９日（月）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）

電話番号

役場２－２３４５

第１６７５号

7 月旭川医大出張診療日

【６月２５日～７月１０日】
場
所
時
間
福祉センター
13:30～15:00
ほけんセンター 13:30～15:00
下頓別・高砂地区
福祉センター
ほけんセンター
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多目的アリーナ２－４６６６

産婦人科

整形外科

７月 ６日（月）
７日（火）
１6 日（木）
１7 日（金）
7 月１９日（木）

柳沼医師（一日診療）
柳沼医師（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）

３０日（木）
7 月 8 日（水）
２２日（水）
7 月１7 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
仙波医師（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

徴収猶予の特例制度について
新型コロナウイルス感染症拡大により、町税を一時に納付するこ
とが困難となった場合、申請により無担保で１年間徴収の猶予を受
けることができる制度です。
猶予の要件は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令
和２年２月から納期限までの一定の期間（１か月以上）において、
収入が前年同期に比べておおむね２０％以上減少していることです。
猶予期間中は、新たに督促や催告が行われません。また財産の差
押さえも行われず、延滞金は免除されます。
※猶予は税の納付が免除されるものではありません。
◆対象となる税金
令和２年２月１日から令和３年１月３１日までに納期限が到来す
るすべての町税（町道民税・法人町民税・固定資産税・国民健康保
険税・軽自動車税）
◆申請手続きなど
本制度を受けるには、申請書などの提出が必要です。申請期間は
６月３０日（関係法令の施行から２か月後）または納期限のいずれ
か遅い日までとなっています。
◆問合せ 役場住民課税務係 ℡２－２５４９

６月は町道民税と国民健康保険税と
軽自動車税の納期です！

国保病院からのお知らせ
国の緊急事態宣言及び北海道の緊急対策の解除に伴い、当院で実
施しておりました各対応について、下記のとおりといたします。
【入院患者との面会について】
・７月１日より、一部条件付きで面会を再開いたします。
①１回の面会時間を３０分程度とし、少人数による面会をお願いします。
②体調不良者は面会禁止（体温３７．０℃以上、咳・鼻水等のかぜ症状等）
③マスクの着用・手指消毒の徹底をお願いいたします。
【健康診断の再開】
・一部制限しておりました健康診断を７月１日より再開いたします。
【発熱者等の対応について】
・従来どおり発熱等がある方については、
「帰国者・接触者相談セン
ター」に連絡し、当院受診となる場合は、事前にご連絡をお願い
いたします。
◆問合せ 町国保病院 ℡２－２２０３

６月３０日（火）は町道民税の第１期と国民健康保険税の第１期
と軽自動車税の納期限です。納期内に必ず納めましょう。何らかの
理由により、納期限までに納められない場合は、必ず納税相談をお
願いします。
また、町税及び各種使用料等の納付には便利で安全な口座振替を
お勧めします。手続きは通帳と印鑑を持って、町内の金融機関また
は役場住民課税務係までお越しください。
なお、口座振替の引落日は納期月の２５日（土・日・祝日の場合
は翌営業日）です。引落日に残高が不足していると振替不能となり、
そのまま放置すると滞納として処分の対象となってしまいます。
振替不能とならないよう、引落税額と残高を必ずご確認ください。
◆問合せ 役場住民課税務係 ℡２－２５４９

臓器提供意思カードをお持ちください

農業経営の法人化や企業連携の
相談窓口を設置しています

臓器移植は、心臓や腎臓、角膜など各種臓器の機能障害に苦しむ
患者さんにとって大きな希望となっています。
臓器移植は、善意による臓器の提供があってこそ成り立つ医療で
す。
「あげたい」「あげたくない」というどちらの意思も尊重されます。
大切な家族とよく話し合って、自分の意思を「臓器提供意思カー
ド」並びに「運転免許証」及び「健康保険証」の裏面に表示し、お
持ちください。
◆問合せ （公社）日本臓器移植ネットワーク札幌オフィス
℡０１１－２０９－１４９０

北海道では、地域農業を担う多様な担い手の育成・確保を図るた
め、農業経営の法人化や生産者と民間企業の連携、企業の農業参入
など、様々なご相談を受け付ける窓口として、農政部農業経営課に
「企業連携・農業法人化サポートデスク」を開設しています。
農業経営の法人化や企業との連携に関心をお持ちの生産者・団体、
企業の皆様、まずはご相談ください。
◆問合せ 北海道農政部農業経営局農業経営課
「企業連携・農業法人化サポートデスク」
℡０１１－２０６－７３６４

浜頓別町ホームページ http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/
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子宮がん・乳がん検診（集団検診）
◆日

程

８月９日（日）

◆場

所

ほけんセンター

◆受

付

予約制のため希望の時間をお知らせください。
①午前 ８時３０分～ ９時 ②午前 ９時～ ９時３０分
③午前 ９時３０分～１０時 ④午前１０時～１０時３０分
⑤午前１０時３０分～１１時 ⑥午後 １時～ 1 時３０分
⑦午後 １時３０分～ ２時 ⑧午後 ２時～ ２時３０分
切 ７月１５日（水）一次締切

◆締

☆子宮がん検診
検

診

・子宮頸部細胞診
・経膣超音波（エコー）検査

対

象

料

金

２０歳以上の町民の方
２０歳以上：１，５００円（全額負担７，０１０円）
７０歳以上：無料

クーポン券
対象者
厄

年

対象者

２１歳（平成１１年４月２日～平成１２年４月１日生）
２６歳（平成 ６年４月２日～平成 ７年４月１日生）
３２歳（昭和６３年２月４日～平成元年２月３日生）
３６歳（昭和５９年２月４日～昭和６０年２月３日生）
６０歳（昭和３５年２月４日～昭和３６年２月３日生）

☆乳がん検診
検

診

・マンモグラフィー（乳房レントゲン検査）
※医師による視触診はありません。

対

象

料

金

４０歳以上の町民の方
５０歳未満：１，５００円（全額負担：６，３００円）
５０歳以上：１，５００円（全額負担：５，２５０円）
７０歳以上：無料

クーポン券
対象者
厄

年

対象者

４１歳（昭和５４年４月２日～昭和５５年４月１日生）
６０歳（昭和３５年２月４日～昭和３６年２月３日生）

◆料金がお安くなりました。お得に健診を受けましょう！
◆注意事項
★２年に１回の検診ですが、昨年度受診した方でも全額自己負担で受診できます。
クーポン券・厄年対象の方は、昨年度受診していても今回は無料となります。
★子宮がん（頸部･体部）検診は、国保病院（産婦人科外来）でも個別検診を受けられます。
ご希望の方には「受診券」を交付しますので役場保健福祉課健康づくり係まで申込みください。
乳がんは、早期に治療すれば９５％以上が治癒します。
子宮がんは、検診で死亡リスクが８０％減少します。
他人ごとではなく、自分や家族のため、２年に１度必ず受診してください。
◆申込み・問合せ 役場保健福祉課健康づくり係 ℡２－２５５１
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資源リサイクルのお願い
資源リサイクルに排出されたものは、全て袋の中身を開いて確認しています。
正しい分別がされなければ、リサイクルできませんので、以下の点にお気をつけください。
★汚れのひどいものや異物が入っているものは、リサイクルできません。
★中身は捨てて、汚れているものは洗ってください。
★分別品以外のごみを入れないでください。
みなさまのご協力をお願いします。
・ふたを必ず外してください。ペットボトルは切ると処理が困難になるため、
ペットボトル
切らずに出してください。
・汚れのひどいものは、燃えるゴミに出してください。
・ふたを必ず外してください。
ビン
・汚れのひどいものは、燃やせないゴミに出してください。
・空缶を切らないでください。
缶
・空缶の中にカッター・カミソリなどを入れないでください。
・スプレー缶は危険ごみに出してください。
・対象でないものの混入が非常に多いため、分別を徹底してください。
※混入しているものの例
プラスチック
生ごみ、はし、おむつ、アルミホイル、荷物梱包用の気泡緩衝材、荷物用
固定材、切り刻んだもの（結束バンド・、薬の包装 など）
・細かくちぎったり、細かく割らないでください。
発泡スチロール
・他のごみを混入しないでください。
・白色トレーのみで出してください。
白色トレー
※入れてはいけないもの
色付きトレー、カップ麺等の容器
・ダンボールは側面に穴のある造りのもののみ出してください。
・ダンボールに、厚紙・ビニール・新聞等を混入しないでください。
ダンボール
・厚紙、雑誌、新聞、チラシは、それぞれ別々に出してください。
・箱の状態のままのダンボールに、畳んだダンボールを入れて出さないでく
ださい。ダンボールは畳んでひもで縛るなどして出してください。
雑誌・本
・ちぎって出さないでください。
牛乳パック
・中を洗い、開いて出してください。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９

夏の交通安全運動 ストップ・ザ・交通事故
～めざせ 安全で安心な北海道～
6 月 23 日に町内で交通死亡事故が発生しました。交通事故は決して他人ごとではありま
せん。痛ましい事故が起こらないよう、家庭や地域、学校そして職場で交通事故防止の機運
を盛り上げていただき、一人ひとりが交通ルールを厳守されますよう、お願いいたします。
◆運動の重点
・飲酒運転の根絶・・・７月１３日は「飲酒運転根絶の日」です。
「飲酒運転をしない、させない、許さない」ようにすることが大切です。
・スピードダウンと居眠り運転の防止
・全ての座席のシートベルトの着用
楽しい夏を過ごすためにも交通ルールとマナーを守り
「交通事故ゼロ」を目指しましょう。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９

