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会計年度任用職員募集
国勢調査員募集
１０月１日に「令和２年国勢調査」が実施されます。国勢調査は、
日本に住んでいるすべての人を対象とする、５年に１度実施される
日本最大の統計調査です。
この調査を迅速かつ適正に遂行するため、町民の皆さんから調査
員の募集を行いますので、ご協力をお願いします。
◆調査員の業務
調査員事務打合せ会への出席
８月下旬開催予定
打合せ会終了後
～９月１３日（日）まで
９月１４日（月）
調査票等の配布
～２０日（日）まで
１０月 １日（木）
調査票の提出状況の確認と回収
～１３日（火）まで
調査票未提出世帯への調査票再配布と １０月１６日（金）
回収
～２０日（火）まで
調査書類の提出
１０月下旬
受持ち調査区の確認、配布物の準備

◆対
象
・原則として２０歳以上で責任を持って調査事務を遂行できる者
・選挙に直接関係のない者
・暴力団その他反社会勢力に属しない者
◆担当世帯数 １調査区５０世帯前後
◆報

酬 １調査区 ３８，０２０円（予定）

◆人

数 ３３名（定員になりしだい締め切ります）

◆申
◆問

込 み

８月５日（水）までに、役場総務課まちづくり係に
申込みください。
合 せ 役場総務課まちづくり係 ℡２－２３４５

北海道景観審議会委員募集
道は、北海道の良好な景観づくりに関する重要事項を調査審議す
るため、北海道景観条例に基づき、知事の附属機関として北海道景
観審議会を設置しています。このたび、審議会委員の一部を公募し
ます。
◆任
期 令和２年１０月１日（木）
（予定）から２年間
◆応募期間

８月１２日（水）まで

◆問 合 せ 北海道建設部まちづくり局
都市計画課景観係
℡０１１－２０４－５５６３
◆詳
細 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/
kn/tki/mdr/iinkoubo.html

【滝の湯

管理員】

◆勤務場所 公衆浴場「滝の湯」
◆業務内容 公衆浴場に関する業務
◆職

種 受付、清掃員

◆雇用期間 ８月中旬～令和３年３月３１日（水）
◆賃

金 時給９６０円

◆勤務時間 火曜日～日曜日 週１８時間程度
（清掃：午前中２時間、
（受付：午後２時半から午後９時半、各２日程度）
◆各種保険 社会保険加入なし
◆採用方法 面接又は書類選考
◆申 込 み ７月３１日（金）までに履歴書（写真添付）を役場
住民課環境生活係へ提出してください。
◆問 合 せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９

【国保病院

給食調理員】

◆募集人数 １名
◆勤務場所 国保病院 給食室
◆業務内容 給食業務
◆雇用期間 ９月 1 日（火）～令和３年３月３１日（水）
（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 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

８月５日（水）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

北海道障害者職業能力開発校
令和２年度建築デザイン科１０月生募集
◆訓 練 期 間

１０月１６日（金）～令和３年３月２３日（火）

◆願書受付期間 ８月１７日（月）～９月１１日（金）
◆選 考 試 験 日

９月２４日（木）

◆試 験 内 容

学力試験（数学、国語）・面接

◆合 格 発 表

９月２８日（月）

◆問

合

せ 北海道障害者能力開発校
℡Fax０１２５－５２－２７７４
Fax℡０１２５－５２－９１７７

７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 ７月３１日（金）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

オホーツク枝幸ひまわり基金法律事務所
出村 洋介 弁護士
◆予約・問合せ ７月３０日（木）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）

宗谷総合振興局と浜頓別町が一斉に差押えを実施
～滞納処分の強化について～
道税と市町村税の収入確保を図るため、納税に応じない悪質な滞
納者などを対象に、年間を通じて各種債権や動産などの差押えを行
っています。
この対策を一層強化するため、９月に差押予告や財産調査を実施
し、住居などの捜索や預貯金、給料、売掛金及び生命保険を差押え
するなど、滞納処分を強化します。
納税がお済みでない方は早急に納税されますようお願いします。
【道税の納税に関する問合せ】
〒０９７－８５５８ 稚内市末広４丁目２－２７
北海道宗谷総合振興局 税務課 ℡０１６２－３３－２５１９
【町税の納税に関する問合せ】
〒０９８－５７９２ 浜頓別町中央南１番地
役場住民課税務係 ℡２－２５４９

NHK 受信料の免除
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の「持続化給付金」の給
付決定を受けた方が、事業所など住居以外の場所に受信機を設置し
ている受信契約について、２か月間分（免除の申請月とその翌月）
の受信料が免除されます。
◆申請受付期間 ５月１８日（月）～令和３年３月３１日（水）
◆ホームページ URL
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/
corona_jigyousyo_tasuu.html
◆問合せ 北海道北営業センター
℡０１６６－２４－７１００

第２面
行事予定
月 日
7/30（木）

8/16（木）
8/17（金）
8/19（日）

菅原町長の動向【７月２５日～８月１０日】
ほか

８月１０日は「山の日」
８月１０日は「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」日、
国民の祝日「山の日」です。（２０２０年は東京五輪が予定されてい
たため、８月１０日となりますが、例年８月１１日です。
）
登山者の皆様、登山届の提出を忘れていませんか？「提出するの
が面倒」・「日頃よく登っている山だから大丈夫」・「遭難するはずが
ない」などの理由で登山届を提出しない方がおります。
登山届は、登山で道に迷ったり、怪我をする
などして行動不能となった場合、あなたの情報
を迅速に収集し、救助活動を行うために大変重
要なものですので、必ず提出しましょう。
また、ふもとには夏の暑さが訪れていますが、
山頂付近では夏でも気温が１０℃以下になるこ
ともあり、過去には低体温症で亡くなるなど、
大きな事故も発生しています。
夏休みなどに登山される方は、気象や地形な
どの条件を十分に調べ、無理のない計画を立て、
万全な準備をしましょう。
◆登山届とは？
①登山者の氏名・年齢・連絡先・予定登山ルート・装備などを記入
し、提出します。
②登山届を作成することにより、登山計画を見直すことができるた
め、遭難防止の第一歩となります。
◆どうやって作成・提出するの？
北海道警察ホームページで作成・提出、様式の印刷ができるほか、
印刷した用紙に必要事項を記載の上、近くの交番・駐在所、警察署
などへ郵送、FAX などで提出することができます。
【北海道警察ホームページ（安全登山情報）】
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/chiiki/sangaku/
sangaku-top.html
◆問合せ 北海道総務部危機対策局危機対策課危機管理係
℡０１１－２０４－５０１４

電話番号

役場２－２３４５
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８月旭川医大出張診療日

【７月２５日～８月１０日】
行
事
場
所
時
間
ほけんセンター
はくちょうサークル
10:00～12:00
シ ニ ア 木 曜 学 校 福祉センター
13:30～15:00
（ダンス）
シ ニ ア 木 曜 学 校 福祉センター
13:30～15:00
（製作）
乳児相談
ほけんセンター 10:00～15:00
子宮がん・乳がん検診 ほけんセンター 18:30～14:30

７月２８日（火）～８月１日（土）国営農地再編整備事業中央要請
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産婦人科

整形外科

８月 ３日（月）
４日（火）
２０日（木）
２１日（金）
８月１３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）

２７日（木）
８月 5 日（水）
１９日（水）
８月２１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
國米医師（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

国保病院からのお知らせ
岡田院長が８月１３日（木）～１４日（金）まで不在となります。
不在の期間は代替医師により診療を行います。
８月１３日（木）～１４日（金） 黄（コウ）医師（一日診療）
◆問合せ 町国保病院 ℡２－２２０３

毎週火曜日・乳幼児定期予防接種について
毎週火曜日の午後から行っている乳幼児の定期予防接種の受付時
間は午後１時～午後１時半です。時間を過ぎた場合は受付けできま
せんのでご了承願います。
また、新型コロナウイルス感染予防のため、保護者は１名（接種
するお子さんが複数いる場合を除く）、事前に検温し３７．５度以上
ある場合は来院を控えていただきますようよろしくお願いします。
小学生以上の定期予防接種（日本脳炎、２種混合等）は通常診療
時間内の実施となりますので、詳しくは事前にお送りしたご案内を
ご確認ください。
◆問合せ 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に関連した
人権への配慮について

新型コロナウイルス感染症に関連して、感染した方々やご家族、治療
にあたった医療関係者の方々などに対する不当な差別、偏見、いじめ、
誹謗中傷などはあってはなりません。
不確かな情報に惑わされて、人権侵害につながることのないよう、国
や自治体が提供している正しい情報に基づき、冷静な行動をお願いします。
◆問合せ 北海道環境生活部くらし安全局道民生活課道民生活係

℡０１１－２０６－６１４８

町民健康ドック
当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
８月２１日（金） 胃バリウム検査の日 締切：８月１３日（木）
２６日（水） 胃カメラ検査の日
締切：
１８日（火）
◆受 付 時 間 午前８時～８時１５分
◆場

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
①－１（オプション）腹部超音波検査 １，５００円
②胃がん検診（胃バリウム検査）
１，５００円…８０歳未満のみ
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。
※予約に空きがある場合のみ、社会保険加入者のがん検診を受け入れま
す。その場合、診察料１，０００円が加算されます。
■お得ポイント１
国保加入者でセット受診（①－１を除き、①～④全て受診）の場合
２，０００円の補助があります。
■お得ポイント２ ７０歳以上、生活保護世帯は無料です。
■お得ポイント３ 対象年齢の方は、肝炎検診が無料になります。
肝炎検診：令和３年３月末に４０、４５、５０、５５、６０、
６５歳の方
■お得ポイント４
厄年健診：数え年で本厄の方は、全て無料になります！！
男性 ４２歳（昭和５４年生まれ）
、６１歳（昭和３５年生まれ）
女性 ３３歳（昭和６３年生まれ）
、３７歳（昭和５９年生まれ）
、
６１歳（昭和３５年生まれ）
◆定 員 各日程２名
◆申込み・問合せ 役場保健福祉課健康づくり係 ℡２－２５５１

浜頓別町ホームページ http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/
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２０２０ウソタン砂金フェスティバル
次のとおり、ウソタン砂金フェスティバルが開催されます。
ご家族揃ってご参加ください。
◆日 時 ８月１０日（月）山の日 午前１０時～正午
◆場 所 ウソタンナイ砂金採掘公園
◆内 容 詳細は８月１０日広報（８月７日発送）にてお知らせします。
※新型コロナウイルス感染症対策を行いながら開催します。
ご来場の際には必ずマスクを着用してください。
※当日は、水槽のみ砂金掘り体験を行っています。
（有料）
◆問合せ ウソタン砂金フェスティバル実行委員会事務局
役場産業振興課商工観光係
℡ ２―２３４６

地域安全・暴力追放パークゴルフ大会の開催について
◆日 時 ８月３０日（日）受付：午前８時半 試合開始：午前９時
◆場 所 浜頓別パークゴルフ場
◆対 象 浜頓別在住の一般成人男女（どなたでも参加できます。
）
◆申込み ８月１４日（金）までにパークゴルフ協会事務局または浜頓別地域安全推進協議会・
浜頓別町暴力追放運動推進協議会事務局（役場住民課環境生活係）に申込みください。
※浜頓別パークゴルフ場クラブハウス内、掲示板の用紙に必要事項を記入して申込みすることも
できます。
※参加される方は、手指の消毒や、身体的距離の確保など、新型コロナウイルス感染症対策につ
いてご協力お願いします。
◆参加費 参加費は無料ですが、大会当日の施設使用料は自己負担です。
◆申込先 パークゴルフ協会事務局 中島英明 ℡２－２５７９
浜頓別地域安全推進協議会
浜頓別町暴力追放運動推進協議会事務局（役場住民課環境生活係）℡２－２５４９

子育て支援センター事業
「ベビーマッサージ：親子でゆったりリラックス」

◆日 時 ８月２６日（水）午前１０時～午前１１時３０分
◆場 所 浜頓別町こども園 多目的ホール
◆講 師 のぐち母乳育児相談室
助産師：ラクテーションコンサルタント トコちゃんベルトアドバイザー 野口 智子氏
◆対 象 未就学児を持つ保護者とその乳幼児
◆内 容 ・ベビーマッサージ
・保護者対象の簡単なヨガ
◆参加料 無料
◆持ち物 ヨガマット又はバスタオル、お子さんの飲み物（母乳・ミルクなど）、汗拭きタオル、
飲料水
◆定 員 ６組
◆その他 午前９時～午前９時５０分まで講師の野口氏による育児相談を行います。
母乳育児やお子様、ご自身について、聞いてみたいことなどがありましたら事前に
お申込みください。
◆締 切 ８月１４日（金）（定員になり次第締め切らせていただきます）
※新型コロナウイルス感染症対策のため、内容など変更する場合があります。
◆申込み・問合せ 地域子育て支援センター（こども園内） ℡２－３５３５
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第１６７８号

はっちゃき！はまとんべつ速報版
広報７月号「はっちゃき！はまとんべつ」のコーナーで紹介いたしましたコーンスナック
「ポンタベール」。「ホタテ」と「利尻昆布」フレーバーがいよいよ７月２３日（木）から販
売開始です。
サクサク香ばしい食感に、ついついもう１枚！懐かしくもありながら新しい味わいの軽や
かポンスナックです。
ポンタベールの「ホタテ」と「利尻昆布」フレーバーは、地域おこし協力隊と北オホーツ
ク特産品連携協議会が共同開発した地域限定商品です。いつでもどこでもライトな感覚でお
やつにおつまみにご賞味ください。
◆取扱い店 スーパーなかむら、こんがり堂、はまとんべつ温泉ウイング、
Chaiko（クッチャロ湖畔売店）
、東宗谷農協ラ・ラック店

◆問合せ（販売者） 一般財団法人観光公社北オホーツクランド ℡２－４１４１

この夏、無理のない範囲での節電を
この夏の電力需給は、１０年に１回程度の猛暑を想定してもな
お、電力の安定供給に最低限必要とされる予備率３％以上を確保
できる見通しとなったことから、国からの節電要請は行われませ
んが、暮らしと経済の基盤である電力の安定的な需給の確保のた
め、また、地球温暖化対策や省エネルギー促進のためにも、継続
した節電の取組が必要です。
町民の皆さん、企業の皆さんにおかれましては、この夏も無理
のない範囲での節電にご理解とご協力をお願いします。
◆問合せ 北海道経済部環境・エネルギー局環境・エネルギー課
℡０１１－２０４－５３２０

ヒグマに餌をあげないでください
北海道では、人の生命または身体に直接被害を与える危険性の高い
ヒグマを作り出し、人とヒグマの共存を困難にし、道内の生物の多様
性に著しい影響を及ぼす行為として、「北海道生物の多様性の保全に
関する条例」で、ヒグマに餌をあげることを禁止しております。
違反すると、行為の中止などの勧告や氏名などの公表の対象となり
ます。
◆問合せ 北海道環境生活部環境局自然環境課
野生鳥獣係 ℡011-204-5205

