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令和２年度会計年度任用職員募集
◆募集人数 １５名

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

◆業務内容 除排雪機械運転業務及び凍結防止剤（砂）散布業務
◆雇用期間 １２月１日（火）～令和３年３月３１日（水）
◆賃

２名

金 月額２２４，６００円

◆募集条件
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、
若しくは取得する見込みのある方
◆各種保険
【社会福祉士】
◆申 込 み
◆募集人数 １名
◆受験資格

◆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

１０月１６日（金）までに履歴書（写真不要）に運転
免許証・車両系建設機械運転技能講習修了証（写し）
と６か月以内に受診した健康診断書を添付して、役場
総務課総務係に申込みください。
◆問 合 せ 役場総務課総務係 ℡２－２３４５

国勢調査の「かたり調査」に注意！

見込みのある方
【土木技師】
◆募集人数

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

◆試験内容 書類選考及び面接
◆試験日時 １０月下旬（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

次の条件を全て満たしている方
①大型及び大型特殊自動車免許取得者
②車両系建設機械（整地、運搬、積込及び掘削）運転
技能講習修了者
社会保険加入あり

１０月１５日（木）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

アメニティ公園の滝及び噴水停止のお知らせ
アメニティ公園の滝と噴水については、今年度の
利用を９月３０日（水）で終了します。
トイレ及び遊具の使用と照明灯の点灯は１０月末
までとなっていますので、引き続きアメニティ公園を
ご利用ください。
◆問合せ 役場建設課土木係 ℡２－２３５８

１０月１日を基準として「令和２年国勢調査」が実施されていま
す。国勢調査は、日本に住んでいるすべての人を対象として、５年
に１度実施される日本最大の統計調査です。
現在、皆さんのところへ調査書類が配布されていると思いますが、
国勢調査を装った詐欺や不審な調査が、全国的に発生しています。
特に、国勢調査をかたって、個人情報や預金額などを聞き出そうと
する事例が全国的に増えているため、ご注意ください。
★調査員は、調査の際は必ず調査員証を携帯しています。
★国勢調査では、調査員が直接、個人情報や預金額、クレジットカ
ード情報などを聞き出すことはありません。また、金銭を要求す
ることもありません。
★公的機関を装い、家族構成や資産状況などを聞き出そうとするケ
ースもあります。
★着信番号通知や留守電の録音機能を活用し、誰からの電話か分か
ったうえで電話に出るなどし、トラブルを防ぎましょう。
※国勢調査に関する不審な電話や訪問、トラブルがあった際は総務
課まちづくり係にご相談ください。
◆問合せ 役場総務課まちづくり係
℡２－２３４５

がんばろう！はまとんべつ応援商品券・
もぐもぐチケット・ミルクーポンの
利用期限について

各商品券の利用期限は９月３０日（水）となっています。期限まで
にご利用ください。（期限を過ぎた商品券は使用できません。）
※事業者の皆様へ
最終換金日は１０月２日（金）までとなっています。
◆問合せ 役場産業振興課商工観光係 ℡２－２３４６

稚内市消費者センター「移動相談会」のお知らせ
消費生活のトラブルや疑問についての相談を、稚内市消費者セン
ターの相談員がお受けします。「請求されたけど納得できない」
「契
約してしまったけどよく考えるとおかしい」など、消費生活の悩
み・疑問にお答えします。相談内容が他人に漏れることはありません。
◆日時・場所
①10 月 28 日（水） 午後１時～３時
枝幸町中央コミュニティーセンター
②10 月 30 日（金） 午後１時～４時
豊富町定住支援センター（ふらっときた）
※どの会場の相談会でもご利用いただけます。
※宗谷管内にお住まいの方が対象ですが、事業者の方は除きます。
※事前の申し込みは必要ありません。直接会場へお越し下さい。
◆問合せ 稚内市環境水道部くらし環境課市民生活グループ
TEL ０１６２－２３－６４１３
FAX ０１６２－２３－５９６０

９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 ９月３０日（水）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
◆9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

◆9月の 担 当 弁 護 士

出村 洋介 弁護士

◆予約・問合せ ９月２９日（火）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）

地域応援商品券取扱事業者の募集について
浜頓別町では地域応援商品券事業を実施します。
下記により取扱い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９月２５日（金）に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 申請書を浜頓別町役場産業振興課まで提出してください。
◆期

限 １０月２日（金）まで

◆問 合 せ 役場産業振興課商工観光係 ℡２－２３４６

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
月 日
9/25（金）
9/28（月）
9/30（水）
10/ 1（木）
10/
10/
10/
10/

2（金）
6（火）
7（水）
8（木）

【９月２５日～１０月１０日】
行
事
場
所
時
間
巡回健康相談
安別・共和・
19:30～15:30
仁達内地区
マタニティエク ほけんセンター 13:30～16:00
ササイズ
巡回健康相談
豊牛・豊寒別地区 19:30～15:30
シニア木曜学校 福祉センター
13:30～15:00
（ダンス）
乳児相談
ほけんセンター 10:00～15:00
巡回健康相談
宇曽丹・金ケ丘地区 19:30～15:30
乳幼児歯科健診 ほけんセンター 19:30～14:30
巡回健康相談
斜内・豊浜地区 19:30～15:30
シニア木曜学校 福祉センター
13:30～15:00
（ダンス）

菅原町長の動向【９月２５日～１０月１０日】
９月２５日（金）～９月２6 日（土）懸案事項（札幌市）
9 月２７日（日）
懸案事項（稚内市）
９月２９日（火）～９月３０日（水）道町村会理事会（清里町）

はっちゃき！はまとんべつ速報版
広報９月号「北オホーツクカレーも
のがたり」でお知らせしていました、
北オホーツク特産品連携協議会合作
の「潮風香る贅沢キーマ」が９月１７
日（木）より販売開始されました。
北海道産のホタテとタコ具材を別
添えにした海鮮キーマカレーです。そ
のままはもちろん、お好みに合わせて
出汁をかけていただいてもいっぷう
変わった味わいに。
監修した南極料理人の西村 淳氏
のアレンジレシピも同梱しています。
キーマカレーならではのレパートリーをお楽しみください。
また、グルテンフリーなので、どなたでも安心してお召し上がり
いただけます。
◆取扱い店 はまとんべつ温泉ウイング、東宗谷農協ラ・ラック店、
Chaiko（クッチャロ湖畔売店）、スーパーなかむら、
こんがり堂
◆販売価格 ７００円（税込）
◆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

電話番号

役場２－２３４５

多目的アリーナ２－４６６６

10 月旭川医大出張診療日
産婦人科

１０月 ５日（月）
６日（火）
２２日（木）
２３日（金）
整 形 外 科 １０月 ８日（木）
２９日（木）
眼
科 １０月 ７日（水）
２１日（水）
小 児 科 １０月２３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）
小原医師（一日診療・予約制）
奥原医師（一日診療・予約制）
石居医師（午前診療・予約制）
大野医師（午前診療・予約制）
石羽澤医師（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
重松副院長が１０月１２日（月）～１６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。
１０月１２日（月） 山口医師（一日診療）
１０月１３日（火） 山口医師（午前診療・夜間診療）
１０月１４日（水） 山口医師（一日診療）
１０月１５日（木） 山口医師（一日診療）
１０月１６日（金） 山口医師（一日診療）
◆問合せ 町国保病院 ℡２－２２０３

秋はヒグマに注意にしてください
これから秋に入り、山菜・キノコ採りのシーズンとなりますが、
この時期ヒグマは繁殖期が終わり、冬眠に向けて栄養を蓄える必要
があるために、たくさんの食料を探し歩きます。そのため、秋は１
年間の中で最も人身事故の発生件数が多く注意が必要です。ヒグマ
の生息域に入るときは下記のことに注意しましょう。
①食べ物やごみは必ず持ち帰る。
②１人で野山に入らない。入るときは知人に知らせてから。
③音を出しながら歩く。
④薄暗い時間やヒグマの出没がある時は入らない。
⑤ヒグマの新しい痕跡を見つけたら帰る。
野山に入る時には、ヒグマに遭わないように対策することが必須
となります。また、現在ヒグマの被害、出没が著しい場所に役場で
赤外線センサーカメラを設置する取り組みを行っています。
おいしい秋の味覚を堪能するためにも気を付けて行動しましょう。
◆問合せ
役場産業振興課水産林務係
℡２－２３４６

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 10 月 ９日（金） 胃バリウム検査の日
10 月
２８日（水） 胃カメラ検査の日
◆申 込 受 付 １０月１日（木）午前８時３０分より開始。
締切は、検査日の８日前までです。
※広報の到着日に差があるため、申込開始日を統一しました。
◆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予防のため中止していま
したが、8 月から再開しています。現在、予約が殺到しており、みなさ
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
やすことができず、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

浜頓別町ホームページ http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/
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浜頓別町役場
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北海道から工事のお知らせ
◆工 事 名 頓別川道単独改修工事
◆入札予定 令和２年 10 月 1 日（木）
◆工

期

令和２年 10 月 7 日（水）～令和３年 3 月 22 日（月）
（予定）

◆場

所

浜頓別町字常盤（国道常盤橋上流）

◆工事内容 堤防と川の間に繁茂している樹木の伐採・搬出

◆問合せ 宗谷総合振興局稚内建設管理部歌登出張所 ℡ ０１６３－６８－２０２１

「北海道新型コロナウイルス感染症 健康相談センター」
開設について
北海道では、新型コロナウイルスに感染した疑いのある方を専門の医療機関につなぐため
の「帰国者・接触者相談センター」と「感染症に関する一般相談」を統一し、新たに
「北海道新型コロナウイルス感染症 健康相談センター」としました。
◆期間 令和３年３月３１日（水）２４時まで
以下のいずれかに該当する場合はすぐにご相談ください。
・息苦しさ、強いだるさ、高熱などのいずれかがある場合
・発熱や咳など比較的軽い風邪症状が４日以上続く場合
・高血圧、糖尿病、心不全、呼吸器疾患のある方、透析中の方、免疫抑制剤、抗がん剤を使
用している方は重症化しやすいため、軽い風邪症状でもご相談ください。
・妊婦の方も念のためお早めにご相談ください。
◆問合せ 北海道新型コロナウイルス感染症 健康相談センター
℡０８００－２２２－００１８（２４時間受付・フリーコール）
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インフルエンザ予防接種のお知らせ
今秋冬は、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザが並走する可能性があるた
め、重症化しやすい方を優先的に接種するよう段階的に接種期間を設けておりますので、ご
理解ご協力をお願いいたします。
また、感染防止のため ①身体的距離の確保 ②マスクの着用 ③手洗い も合わせて
ご協力をお願いいたします。
10 月

1 日（木）～

10 月 26 日（月）～

◆助 成 期 間

・65 歳以上の方
・60～64 歳で慢性高度心・腎・呼吸機能不全で身体障害者手
帳１級をお持ちの方
・上記以外の方
※基礎疾患を有する方（高血圧、糖尿病、心疾患、呼吸器疾患等）
、妊婦、生後 6 か月～小学校 2 年生に該当する方は早めの接
種をお勧めします。

１０月１日(木)～令和３年１月２９日(金)

◆助成対象者 浜頓別町に住民登録をしている方
◆接 種 料 金
①生後 6 ヶ月以上～中学生以下の方は、無料
（中学生以下は保護者同伴で接種してください）
②高校生相当以上の方は、1 回接種１，０００円
③生活保護世帯の方は、無料
◆実施機関
浜頓別町国保病院～外来診察時間内にて接種。
接種希望の方は診療時に医師へご相談ください。
夜間診療は予約が必要です。予約受付時間を守ってご連絡ください。
受 付 時 間
予 約
備
考
月曜日～金曜日
午前 午前１8 時 15 分～
不要
午前 11 時 30 分
火曜日は乳幼児定期予防接種のため、
月曜日、水曜日～金曜日
インフルエンザの接種は行いません
午後 午後 1 時 30 分～3 時 不要
火曜日
夜間 午後 5 時１５分～7 時

要
1 日 20 名

●接種 1 週間前から予約受付
９月２８日（月）～65 歳以上予約開始
１０月１９日（月）～その他予約開始

◆予約先 町国保病院 ℡２－２２０３
夜間診療予約受付時間：午後 3 時 30 分～5 時
※予約時間は厳守願います。
◆問合せ 役場保健福祉課健康づくり係 ℡２－２５５１

