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令和２年度住民懇談会の開催
ホタテ貝消費拡大事業「ホタテ干貝柱」の配布
新型コロナウイルス感染症の影響により、ホタテ貝の輸出、国内
消費が低迷していることから、消費拡大を目的に浜頓別町の地元産
品である『ホタテ干貝柱』を全世帯に配布することとしましたので、
お知らせします。
◆配布対象 １０月１日現在、浜頓別町に住民登録してある世帯
◆配布時期

１１月２日（月）から順次

◆配布方法

１世帯につき１箱を郵送配布

◆問 合 せ

役場産業振興課水産林務係

町では、高齢者などの冬期間における生活の安全確保を図るため、
除雪サービスを社会福祉協議会に委託し、実施しています。
希望される方は、次のとおり申請をお願いします。
◆対 象 者 高齢又は身体上の理由により、自力で除雪することが困難
な世帯で、かつ親族等の援助を得ることができない世帯。
ただし、当該年度の世帯所得の合計額が２００万円以上の
世帯を除く。
※原則、世帯所得２００万円以下を対象としますが世帯員
の身体状況によっては認められることがありますのでご
相談ください。
◆内
容 生活道路、屋根など必要最低限の範囲の除雪
金

◆申請期日

無料
１１月９日（月）まで

◆問合せ・申請先
役場保健福祉課福祉係（℡２－２５５１）または地区民生委員へ
ご相談ください。

１０月は『町道民税と国民健康保険税の納期』
１１月２日（月）は町道民税の第３期と国民健康保険税の第５期
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など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。引落日に口座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、引落税額と口座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

容

◆問 合 せ

②連絡文書・学習プリントなどの印刷の補助
③健康観察カードなどの取りまとめ作業補助
④給食配膳業務の補助

宇曽丹生活改善センター

常盤・宇曽丹

⑥スクールバスの添乗の補助

開明コミュニティセンター

共和・安別

⑦ICT 関連機器の備品管理、使用準備等の補助

16:00～

旧斜内小学校

斜内

⑧その他、教員としての専門的な知識及び技能を要しない業務

18:00～

下頓別生活改善センター

下頓別

◆資

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
法(昭和２５年法律第２６１号)第１６条各号の規定に該当しない者

・町からの情報提供（病院建設・防災ほか）

であって、学校の教育活動に貢献できると認められる者

役場総務課まちづくり係

◆任用期間

１１月中旬（任用後）～令和３年３月３１日（水）

◆報

時給８９７円～１，１１９円(通勤手当相当額の支給あり)

℡２－２３４５

浜頓別小学校、浜頓別中学校
各１名

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
る時間
◆採用方法 面接
酬

◆問 合 せ

①校内の換気・消毒作業の補助

⑤分散登校時における登校支援

◆業務内容
①家庭学習の準備・提出物の採点
②TT 指導や習熟度別学習を行う教員のサポート
③放課後、長期休業中を活用した補助授業のサポート
④校内外におけるオンライン学習のサポート
⑤教育実習生や外部人材などとの連絡調整サポート
⑥その他、教員が行う業務の支援
◆資
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
法(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
◆任用期間 １１月中旬（任用後）～令和３年３月３１日（水）

◆申 込 み

◆業務内容

10:30～

【学習指導員（非常勤）】

◆報

各１名

頓別

令和２年度会計年度任用職員募集
◆募集人数

浜頓別小学校、浜頓別中学校

頓別コミュニティセンター

※この日程以外にもご要望に応じて随時開催いたします。
◆内
容 ・各地区における課題
◆内

◆募集人数

16:00～

１１／１８
（水）
13:30～

℡２－２３４６

高齢者等除雪サービス事業の申請

◆料

各地区おける課題などについて、町民の皆さんと意見交換を行う住
民懇談会を開催します。町民の皆さんのご参加をお待ちしています。
◆日
程
月
日
時
間 開催場所
対象地区
１１／１７ 10:30～ 旧豊寒別小学校
豊寒別
（火）
13:30～ 仁達内コミュニティセンター ポン仁内・仁達内

【スクール・サポート・スタッフ（SSS）】

１１月４日（水）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。
町教育委員会 ℡２－２５２５

酬

◆勤務日及び勤務時間
浜頓別小学校：１日３．５時間（午後１時～午後４時３０分）、
週５日勤務
浜頓別中学校：１日３時間（午後３時以降）
、
週３日勤務
◆採用方法

面接

◆申 込 み

１１月４日（水）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

子育て支援センター事業
☆異年齢交流
◆日

時

◆場

所

１１月２５日（水）
午前１０時～午前１０時３０分
こども園 遊戯室

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封筒シアター（まいごのこねこ
ちゃん）を視聴します。
◆持 ち 物 保護者とお子さんの上靴

◆対

象

◆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。

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

１１月旭川医大出張診療日

【１０月２５日～１１月１０日】
場
所
時
間
福祉センター
13:30～15:00

月 日
行
事
10/29（木） シニア木曜学校
（ダンス）
11/13（火） 浜頓別町功労者 ほけんセンター
表彰式
11/15（木） シニア木曜学校 福祉センター
（ダンス）
11/ 16（金） 乳児相談
ほけんセンター

10:00～
13:30～15:00
10:00～15:00

菅原町長の動向【10 月 25 日～11 月 10 日】
10 月 26 日（月）北海道国営農地再編整備事業推進連絡協議会
道内要請 他（札幌市）
27 日（火）政策懇談会 他（札幌市）
28 日（水）～２９日（木）
28 日（水）北海道国営農地再編整備事業推進連絡協議会
28 日（水）中央要請（東京都）
11 月 16 日（金）北北海道定住自立圏市町村会議（名寄市）
1９日（月）～１１日（水）
安心・安全の道づくりを求める全国大会・要請活動
（東京都）

議会のうごき
1１月５日（木）

産業教育常任委員会

令和３年成人式典のお知らせ
令和３年成人式典と記念写真撮影会を行います。
浜頓別町に住民票がある方には、後日案内状を送付し、出欠の確
認をします。また、浜頓別町に住民票がない方で、成人式典に参加
を希望される方につきましては、町教育委員会生涯教育係まで連絡
願います。
※成人になられる方へお願い
お知り合いの中に、既に住民票を移している方がいましたら、成人
式典開催の情報を広めて下さいますよう、ご協力をお願いします。
※該当となる方のご両親様へ
就職・進学などで町外へ住民票を移されている該当の方が、当町成
人式典への参加を希望される場合は、町教育委員会生涯教育係へご
連絡願います。
◆日 時 令和３年１月３日（日）午後３時～
◆場

所

福祉センター

◆該当者 平成１２年４月２日～平成１３年４月１日までに生まれた方
※撮影会に参加された方のみ写真を無料で贈呈します。
◆問合せ 町教育委員会生涯教育係 ℡２－４６６６

産婦人科

１１月

９日（月） 柳沼医師（一日診療）
１０日（火） 柳沼医師（一日診療）
１９日（木） 片山医師（一日診療）
２０日（金） 片山医師（一日診療）
整 形 外 科 １１月１２日（木） 小原医師（一日診療・予約制）
２６日（木） 奥原医師（一日診療・予約制）
眼
科 １１月１１日（水） 宇都宮医師（午前診療・予約制）
２５日（水） 下内医師（午前診療・予約制）
小 児 科 １１月２０日（金） 杉山医師（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１１月４日（水）～６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。
１１月４日（水） 菊池医師（一日診療）
１１月５日（木） 菊池医師（一日診療）
１１月６日（金） 菊池医師（一日診療）
◆問合せ 町国保病院 ℡２－２２０３

１０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 １０月３０日（金）午後１時～４時 ※１人３０分
◆場

所

役場２階 D 会議室

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
◆相談内容

◆10月 の 担 当 弁 護 士
◆予約・問合せ

弁護士法人道北法律事務所 笠原 裕治 弁護士

１０月２９日（木）午前中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

多⽬的アリーナ２−４６６６

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 １１月２５日（水） 胃カメラ検査の日
※１１月に胃バリウム検査ご希望の方は町民ミニドック
（１１月２９日（日）～１２月１日（火））をご利用ください。
◆申 込 受 付 １１月２日（月）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により休止期間がし
ばらくあったため、現在は予約が殺到し、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 ２名
◆申込み・問合せ

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

役場保健福祉課健康づくり係

発⾏

浜頓別町役場

℡２－２５５１

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
工 事 名：頓別川広域河川改修工事（栄和地区）
工 事 内 容：町道豊寒別宇曽丹線 橋梁架替工事
交 通 規 制：車両通行止め
交通規制期間：１０月２４日（土）～令和３年３月２２日（月）
発 注 者：稚内建設管理部事業室事業課
請 負 業 者：(株)富田組
℡0162-33-2220

◆問 合 せ

稚内建設管理部事業室事業課

℡0162-26-2521

年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年
金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。

★対象となる方
■老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります
・65 歳以上である
・世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
・年金収入額とその他所得額の合計が約 88 万円以下である

■障害基礎年金・遺族基礎年金を
受給している方
以下の要件を満たしている必要があります
・前年の所得額が約 462 万円以下である

★請求手続き
①新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
お受け取りの対象になる方には、日本年金機構から 10 月中旬頃から、請求可能な旨のお
知らせを送付します。
同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）に記入し提出してください。令和３年２月１
日までに請求手続が完了しますと、令和２年８月分からさかのぼって受け取ることができま
す。
②年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。
請求手続きはお早めに！
◆問合せ 日本年金機構（年金事務所）℡０５７０－０５－１１６５
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なかよし童話会
なかよし童話会はしばらくお休みします。

アメニティ公園の閉鎖
１０月 3０日（金）をもって、アメニティ公園を閉鎖（トイレ及び遊具の使用と照明灯）
します。冬期間に遊具で遊ぶのは大変危険です。絶対に遊ばないようにしましょう。
◆問 合 せ 役場建設課土木係 ℡２－２３５８）

パークゴルフ場・屋外スポーツ施設の閉鎖
次の施設は１１月６日（金）をもって、今シーズンの開放を終了します。
◆閉鎖施設 浜頓別パークゴルフ場、下頓別パークゴルフ場、白鳥公園パークゴルフ場、
◆閉鎖施設

町営野球場、山村広場、運動公園、テニスコート、ゲートボール場

◆シーズン券の有効期限 １１月６日（金）まで
※屋内施設をご利用の方は、券の更新をお願いします。
◆問 合 せ 町教育委員会生涯教育係 ℡２－４６６６

プラスチックごみの削減にご協力ください
プラスチックごみが河川や海に流れ出ることにより、地球規模で環境への影響が懸念されてい
ます。使い切りプラスチック製品は、できるだけ使用しないなどのご協力をおねがいします。
◆マイバックの活用～使い切りプラスチック製品をできるだけ使わないようにしましょう。

◆使用後の処分～使い切りプラスチックを使用した際は分別ルールに従って処分しましょう。
◆地球にやさしい製品の選択～再生プラスチックや紙、バイオプラスチックを選びましょう。
◆清掃活動への参加～プラスチックごみを減らすため、清掃活動に参加しましょう。
◆問

合

せ 北海道環境生活部環境局循環型社会推進課

℡011-231-4111

地域おこし協力隊活動報告
9 月 23 日～29 日までの間で、札幌市のどさんこプラザ札幌店（札幌駅西改札口）で開催
されました日高・桧山・宗谷・根室合同の「秘境のカレーフェア」において、北オホーツク
特産品連携協議会の「潮風香る贅沢キーマ」が、数あるレトルトカレーの中でお客様のお買
い上げ数堂々の第 1 位を獲得しました。
町内では、潮風香る贅沢キーマの品切れ状態が続いておりますが、再入荷は 10 月末頃を
予定していますので、是非ご賞味ください。
加えて、品切れ中のポンタベールホタテ味も 10 月末頃には再販売を開始する予定となっ
ていますのでよろしくお願いします。

冬の交通安全運動
ー １１月１３日（金）～１１月２２日（日）の１０日間 ー
交通安全を自らのことと捉え、交通ルールの遵守や思いやりのある交通マナーの実践が主
体的に行われるよう、町民一人ひとりの交通安全意識の高揚を図ることを運動の目的として
います。これからの季節は、降雪や凍結により路面状況が著しく変化し、スリップなどによ
る事故が発生しやすくなります。路面状況をよく確認しながら運転しましょう。
◆運動の重点
※高齢歩行者の保護
※飲酒運転の根絶
※スリップ事故の防止
◆問 合 せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９

