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令和２年度会計年度任用職員募集
令和３年度採用浜頓別町職員採用試験
【保育教諭】
◆募集人数

【こども園

公務補】

◆募集人数 １名
◆勤務場所 こども園
◆業務内容 公務補業務

２名

◆受験資格
①昭和５５年４月２日から平成１３年４月１日までに生まれた方
②幼稚園教諭免許並びに保育士資格を取得している方、若しくは取

◆雇用期間 ９月１日（火）～令和３年３月３１日（水）
◆賃

金 時給９６０円（期末手当等支給あり）

◆勤務時間 月曜日～金曜日

７時間３０分／日

◆各種保険 社会保険及び雇用保険加入あり

得する見込みのある方
【社会福祉士】

◆採用方法 面接又は書類選考

◆募集人数

◆申 込 み ８月２４日（月）までに履歴書（写真添付）を役場
総務課総務係へ提出してください。
◆問 合 せ 役場総務課総務係 ℡２－２３４５

１名

◆受験資格
①昭和５５年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた方
②社会福祉士資格を取得している方、若しくは取得する見込みのあ
る方

給食調理員】

◆募集人数 ２名

【土木技師】
◆募集人数

【学校給食センター
◆勤務場所 学校給食センター

１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）

◆受験資格

◆雇用期間 ９月 1 日（火）～令和３年３月３１日（水）
（更新あり）

①昭和５５年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた方

◆賃

②土木施工管理技士（１級又は２級）資格を取得している方、若し
くは取得する見込みのある方。在学中の場合は、大学以上の土木
専門課程を卒業する見込みのある方
【社会教育主事】
◆募集人数

１名

◆受験資格
①平成５年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた方
②社会教育主事資格を取得している方、若しくは取得する見込みの
ある方
◆試験内容 書類選考及び面接
◆試験日時 ９月中（受験者と調整のうえ決定）
◆試験会場 浜頓別町役場
◆募集期間

８月３１日（月）まで（当日消印有効）

◆申 込 み 試験申込書は役場総務課総務係または町ホームページ
（URL:http://www.town.hamaotonbetsu.
hokkaido.jp/）で入手してください
◆問 合 せ 役場総務課総務係
℡２－２３４５

金 月額１７４，４００円

海上保安大学校学生募集
令和３年４月採用の学生を募集します。
◆待
遇 入学金、授業料が不要で、学生は入学と同時に国家公
務員としての身分となり、毎月の給与やボーナスが支
給されます。
◆インターネット受付
８月２７日（木）～９月７日（月）
◆郵送受付
８月２７日（木）
◆持参受付

８月２８日（金）

◆試験日程

１０月３１日（土）
１１月１１日（日）
◆受験資格 令和２年４月 1 日において高等学校を卒業した日の
翌日から起算して２年を経過していない者
令和３年３月までに高等学校を卒業する見込みの者
◆海上保安庁職員採用ホームページ URL
https://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/saiyou/bosyu/
◆問 合 せ 稚内海上保安部管理課
℡０１６２－２２－０１１８

８月は『北方領土返還要求運動強化月間』

わが国固有の領土である歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島か
らなる北方四島の早期返還の実現は、道民はもとより国民の長年に
◆手
当 期末手当、通勤手当など
わたる悲願です。
◆勤務時間 午前７時３０分～午後４時１５分
北海道では、この北方領土問題の解決に向け、道民世論の結集を
（７時間４５分勤務・変則勤務有）
図り、国の外交交渉を積極的に後押しするため、昭和４１年から、
◆各種保険 社会保険及び雇用保険など加入
旧ソ連邦が日本に対し宣戦を布告し、北方四島の占拠を開始した月
◆採用方法 面接又は書類選考
である８月を「北方領土返還要求運動強化月間」として、重点的な
◆申 込 み ８月２４日（月）までに履歴書（写真添付）を町教育
返還要求運動を実施してきています。
委員会へ提出してください。
一昨年末の日露首脳会談で協議の開始が合意された北方四島にお
ける共同経済活動などについては、四島での現地調査が行われるな
◆問 合 せ 町教育委員会 ℡２－２５２５
ど、着実に進展が図られており、こうした取組みが平和条約締結、
領土返還にしっかりとつながり、
領土問題が加速度的に解決に向
浜頓別町出身戦没者に対し、全町民が追悼の誠を捧げるとともに
戦没者の献身のうえにもたらされた平和への誓いを新たにするため、 かうよう、北海道、市町村及び関
係機関が連携し、一層強力に啓発
次のとおり戦没者追悼式を行います。
活動を展開する必要があります。
式典に参列できない方は、正午の消防のサイレンに合わせて黙祷
町としてもこれを支持し、一日
をお願いします。
◆日 時 ８月２１日（金）１１時５９分～（受付１１時３０分～） も早い北方領土の返還の実現を
期待する立場から、次のとおり署
◆場 所 福祉センター大ホール
名活動を行うこととしています
◆対 象 遺族・来賓・一般町民
ので、町民の皆さんのご協力をお願いします。
◆問合せ 役場保健福祉課福祉係 ℡２－２５５１
◆署名コーナー 役場２階総務課カウンター
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、参列される際はマス
（８月３１日（月）まで実施）
クの着用と玄関・入口にて手指消毒のご協力をお願いします。
◆問 合
せ 役場総務課総務係 ＴＥＬ２－２３４５

『浜頓別町戦没者追悼式』

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

国保病院からのお知らせ

【8 月１０日～８月２５日】
月 日
行
事
場
所
時
間
8/20（木） シ ニ ア 木 曜 学 校 福祉センター
13:30～15:00
（ダンス）
8/21（金） 乳幼児健診
ほけんセンター 10:00～12:00
献血
8/25（火）
町内各所
18:45～17:00

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

菅原町長の動向【８月１０日～８月２５日】

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。
◆８月２５日（火）

８月１６日（日）～８月１８日（火）期成会札幌要望
８月２４日（月）～８月２７日（木）道町村会中央要請 ほか

第４９回町民ソフトボール大会
◆日
◆場

時 ９月６日（日） 開会式：午前８時４５分～
※雨天の場合は中止
所 浜頓別町運動公園（山村広場）

◆チーム 町内会単位でのチーム編成となります。
◆申込み 各町内会代表者に参加申込書を送付しています。
８月２１日（金）までに申し込みください。
◆その他 ９月３日（木）午後６時３０分より、多目的アリーナ
会議室で代表者会議を行いますので、参加チームの代表
者は出席願います。
◆問合せ 町教育委員会生涯教育係 ℡２－４６６６

「滝の湯」温泉給湯停止のお知らせ
下記の期間中は、温泉の給湯ができない状況となり
ます。大変ご迷惑をお掛けしますが、水道水での沸か
し湯による給湯となります。
◆期 間 ８月１４日（金）～８月１６日（日）
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９

消防団に入りませんか
消防団は、市町村の消防機関で、会社員や自
営業者、主婦、大学生など、１８歳以上の方な
ら性別・職業を問わず入団できます。
消防団では、日ごろは放水訓練や地域の防災
意識を高める啓発活動などを行い、災害時には
消火活動や避難誘導などを行っています。女性
団員も応急手当の普及などで活躍しています。
興味のある方は、お近くの消防本部・消防署
へお問合せください。
◆問合せ 浜頓別消防支署
℡２－２１１９

電話番号

役場２－２３４５

多目的アリーナ２－４６６６

献血車が来ます。ご協力をお願いします！

実施場所

時

間

午前１８時４５分
～ ９時４５分
午前１０時
②東宗谷農業協同組合本所
～１１時００分
午前１１時１５分
③頓別漁業協同組合 事務所
～正午
午後 １時 30 分
④浜頓別町役場
～ ５時
◆対
象
①南宗谷消防組合浜頓別支署

住

所

生活困窮者自立支援制度における
自立生活支援センター出前相談会
平成２７年４月より生活困窮者自立促進支援事業が全国一斉にス
タートしました。
日ごろの生活での不安・悩みなどを抱えておられる方々に広くこ
の制度をご利用いただくために昨年に引き続き今年度も「出前相談
会」を実施します。
・現在の収入が少ない、全くない状況で生活に不安を抱えている。
・借金や公共料金、税金の滞納があり家計のやりくりが難しいなど
あなたの不安・悩みや困りごとをお伺いし一緒に考え、そして問
題解決へのお手伝いをさせていただきます。
日時・場所は下記の通りです。今年は２回の開催予定です。

南３条３丁目

一人で悩まず、この機会に相談にきませんか。

大通 2 丁目

※相談無料、秘密厳守、予約不要
◆浜頓別町

頓別
中央南１番地

・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

月
日
相
談
会
場
時
間
９月３日（木）
役場１階町民相談室
午前１０時～正午
１０月９日（金）
◆中頓別町
月
日
相
談
会
場
時
間
９月２日（水）
中頓別町介護福祉センター相談室 午前１０時～正午
１０月８日（木）
◆問合せ
社会福祉法人稚内社会福祉協議会自立生活支援センター枝幸事務所
℡０１６３－６２－２６２６
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来庁される際はマス
クの着用と玄関・入口にて手指消毒のご協力をお願いします。

８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 ８月３１日（月）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
◆8月の 担 当 弁 護 士

名寄ひまわり基金法律事務所 菊池 顕太 弁護士

◆予約・問合せ ８月２７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）

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