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【学習指導員（非常勤）】
◆募集人数 １名

令和２年度会計年度任用職員募集
【スクール・サポート・スタッフ（SSS）】
◆募集人数

◆勤務場所 浜頓別小学校
◆業務内容
①家庭学習の準備・提出物の採点

浜頓別小学校、浜頓別中学校 各１名

②TT 指導や習熟度別学習を行う教員のサポート

◆業務内容

③放課後、長期休業中を活用した補助授業のサポート

①校内の換気・消毒作業の補助

④校内外におけるオンライン学習のサポート

②連絡文書・学習プリントなどの印刷の補助

⑤教育実習生や外部人材などとの連絡調整サポート

③健康観察カードなどの取りまとめ作業補助

⑥その他、教員が行う業務の支援

④給食配膳業務の補助

◆資

⑤分散登校時における登校支援

格

令和２年４月１日現在において満１８歳以上であり、地方公務員

⑥スクールバスの添乗の補助

(昭和２５年法律第２６１号)第１６条各号の規定に該当しない者で

⑦ICT 関連機器の備品管理、使用準備等の補助

あって、学校の教育活動に貢献できると認められる者

⑧その他、専門的な知識及び技能を要しない業務

◆任用期間 ９月中旬（任用後）～令和３年３月３１日（水）

◆資

◆報

格

酬

令和２年４月１日現在において満１８歳以上であり、地方公務員
(昭和２５年法律第２６１号)第１６条各号の規定に該当しない者で
あって、学校の教育活動に貢献できると認められる者

時給８９７円～１，１１９円
(通勤手当相当額の支給あり)

◆勤務日及び勤務時間
１日４時間以内、かつ週あたり１６時間の範囲内で所属長の定め

◆任用期間

９月中旬（任用後）～令和３年３月３１日（水）

る時間

◆報

時給８９７円～１，１１９円

◆採用方法 面接

(通勤手当相当額の支給あり)

◆申 込 み ９月７日（月）までに履歴書（写真添付）を町教育委

酬

◆勤務日及び勤務時間

員会総務学校係へ提出してください。

浜頓別小学校：１日３．５時間（午後１時～午後４時３０分）
、

【学校給食センター

週５日勤務

給食調理員】

◆勤務場所 学校給食センター

週３日勤務
面接

◆申 込 み ９月７日（月）までに履歴書（写真添付）を町教育委
員会総務学校係へ提出してください。
◆問 合 せ 町教育委員会

℡２－２５２５

◆募集人数 ２名

浜頓別中学校：１日３時間（午後３時以降）
、
◆採用方法

◆問 合 せ 町教育委員会

℡２－２５２５

◆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 ９月中旬（任用後）～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 午前７時３０分～午後４時１５分
（７時間４５分勤務・変則勤務有）
◆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

９月７日（月）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

【滝の湯

管理員】

◆募集人数

１名

◆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

受付、清掃員

種

◆雇用期間
◆賃

１０月１日（木）～令和３年３月３１日（水）

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 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

１０月１日（木）～令和３年３月３１日（水）
（更新あり）

◆賃

金 時給１，０７１円

◆手

当

期末手当、通勤手当など

◆勤務時間 ６時間程度
※勤務時間においては、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 ９月４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

食生活展のお知らせ
『コロナに負けないからだづくり～食で免疫力アップ！～』をテー
マにパネル展示を行います。新型コロナウイルスを含む感染症の予
防には「免疫力」が大切です。免疫力は不規則な生活習慣や乱れた
食生活、肥満ややせなど食に関することが大きく影響します。この
機会に、生活習慣、食生活を見直して、免疫力アップを目指しませ
んか？健康のことが気になる方や食事・栄養について興味がある方
などぜひ、お立ち寄りください。
◆日 時 ９月１日（火）～１０月２日（金）
（土日・祝日除く）午前８時３０分～午後５時１５分
◆場

所 役場１階 町民ホール

◆問合せ 役場保健福祉課健康づくり係 ℡２－２５５１

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
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行事予定
月

日

行

8/25（火）

事

献血

離乳食教室
（スタートクラス）
8/27（木）
シニア木曜学校
（ダンス）
8/30（日）

浜頓別中学校体育祭
地域安全・暴力追放
町民パークゴルフ大会

９月旭川医大出張診療日

【8 月 25 日～9 月 10 日】
場
所
時
間
18:45～
町内各所
17:00
ほけんセンター
13:30～
15:00
13:30～
福祉センター
15:00
1 9:00～
浜頓別中学校
9:00～
浜頓別パークゴルフ場
12:00

9/1７（月）

訪問リハビリ相談

9/13（木）

シニア木曜学校
（お楽しみ講座）

福祉センター

9/14（金)

乳児相談

ほけんセンター

9/16（日）

第４９回町民ソフトボール大会 浜頓別町運動公園

10:00～
16:00
13:30～
15:00
10:00～
15:00
18:45～

菅原町長の動向【８月２５日～９月１０日】
８月２４日（月）～８月２７日（木）北海道国土利用計画審議会 ほか
９月１１日（火）～９月２２日（水）北海道町村会常任委員会 ほか

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
わたる悲願です。
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
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、
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
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
返還要求運動を実施してきています。
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
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、一層強力に啓発活
動を展開する必要があります。
町としてもこれを支持し、一日も早い北方領土の返還の実現を期
待する立場から、次のとおり署名活動を行うこととしていますので、
町民の皆さんのご協力をお願いします。
◆署名コーナー 役場２階総務課カウンター
（８月３１日（月）まで実施）
◆問 合
せ 役場総務課総務係 ℡２－２３４５

電話番号

役場２－２３４５

多目的アリーナ２－４６６６

産婦人科

９月 １日（火）
２日（水）
１７日（木）
１８日（金）
９月１０日（木）
２４日（木）
９月 ２日（水）
１６日（水）
９月１８日（金）

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）
整形外科
小原医師（一日診療・予約制）
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
岡本医師（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９月７日（月）～８日（火）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。
９月７日（月） 山口医師（一日診療）
９月８日（火） 山口医師（午前診療・夜間診療）
◆問合せ 町国保病院 ℡２－２２０３

北海道ミライノート
「北海道ミライノート」は、北海道の新たな魅力を発信するプロ
ジェクトです。インスタグラムで皆さんの「お気に入りの北海道」
の画像を集め、WEB サイトで紹介します。
浜頓別町の素敵な景色をインスタグラムに投
稿して、世界中に魅力を発信しませんか？
◆投稿の仕方
①北海道ミライノート公式アカウント
@hokkaido_mirai_note をフォロー
②写真を撮る
③ハッシュタグ「＃北海道ミライノート」をつけ
てインスタグラムに投稿。
※投稿の際に、
「場所を追加」→「浜頓別町」とするか、ハッシュタ
グを#浜頓別町とするとより効果的に浜頓別町をアピールできます！
※アカウントが非公開になっている場合は投稿できません。
◆問合せ 役場総務課まちづくり係

℡２－２３４５

令和２年度浜頓別町敬老会の
「中止」について
９月に開催を予定しておりました浜頓別町敬老会は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度は
中止とさせていただきます。

◆問合せ 役場保健福祉課福祉係 ℡２－２５５１

子育て支援センター事業
☆異年齢交流
◆日
◆場

時 ９月２３日（水）
午前１０時～午前１０時３０分
所 こども園 多目的ホール

◆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 ４歳児の園児と一緒にエプロンシアター（３びきのやぎ
のガラガラドン）を視聴します。
◆持ち物 保護者とお子さんの上靴
◆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。
※保護者の方はマスク着用でお願いします。
☆ストレッチーズ教室
◆日

時 ９月３０日（水）午前１０時 ～ 午前１１時３０分

◆場

所 こども園 多目的ホール

◆講

師 沖ヨガインストラクター
ストレッチーズインストラクター
健康運動指導士 中島 まなみ 氏
象 未就学児がいる保護者

◆対

◆参加費 無料
◆持ち物 汗拭きタオル、飲料水
◆定

員 １０名（定員になり次第締め切らせていただきます）

◆託

児 子育て支援センター（こども園）にて託児を行います
ので、利用される方は、事前に申込みください。
◆申込み ９月１８日(金)までに申込みください。
◆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。

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

発行

浜頓別町役場

編集 総務課
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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
令和２年度草地整備（公共牧場）事業 浜頓別地区１工区
町道レカセウシュナイ２号線道路改良舗装工事
工事業者：佐藤・北開経常建設共同企業体 ℡０１６２－３４－１５０１
期
間：１１月２０日（金）まで

◆問合せ 宗谷総合振興局産業振興部農村振興課 ℡０１６２－３３－２９７０
◆工事情報
①浜頓別常盤線道路改良舗装工事 (車両通行止め)
工事業者：あすなろ道路株式会社 ℡２－２２１０
期
間：１０月 ８日（木）まで
②浜頓別市街 3 丁目線歩道改良舗装工事 (片側交互通行)
工事業者：株式会社 南波組 ℡５－６３４５
期
間：１０月１９日（月）まで
③橋梁長寿命化調査（今力橋） (車両通行止め)
委託業者：ダイシン設計株式会社 ℡０１６３６－８－２０１０
実 施 日：８月２６日（水）

常
盤
橋

◆問合せ 役場建設課 ℡２－２３５８
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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
９月１１日（金） 胃バリウム検査の日 締切：９月 ３日（木）
３０日（水） 胃カメラ検査の日
締切：
１８日（金）
◆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。

町民健康ドックは、新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止していましたが、8 月から
再開しております。
休止期間がしばらくあったため、8 月は予約が殺到し、皆さんのご希望に添えない状況にあ
ります。
検査の関係上、受入れ人数を増やすことは難しく、特に胃カメラ検査を予約することが難し
い状態です。
そのため、今年度については胃カメラ検査は、料金が発生する 20～69 歳のセット受診（①
～④）の方、前年度胃カメラ検査未受診の方を優先させていただきます。
胃バリウム検査については、町民健康ドックの他、町民ミニドック（11 月下旬：ほけんセ
ンター）でも受診することができますので、ぜひご利用ください。
大変ご不便をおかけしますが、みなさんのご理解とご協力をお願いいたします。

◆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

