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新型コロナウイルス禍の各種行事等の
開催予定について （令和２年１１月２４日現在）

年末年始のごみ収集
◆ごみ収集車の運行
☆燃やせるごみ・燃やせないごみ・資源物
年末…１２月３０日（水）まで通常運行
運休…１２月３１日（木）～令和３年1月３日（日）まで運休
年始…令和３年１月４日（月）から通常運行
※吹雪・大雪など悪天候のときは、ごみ収集車の運行が遅れたり、
運休することがありますので、ご協力をお願いします。
☆生ごみ収集車の運行
年末…１２月３０日（水）まで通常運行
運休…１２月３１日（木）～令和３年１月３日（日）まで運休
年始…令和３年１月４日（月）から通常運行
◆処理場へ直接搬入する場合
☆燃やせるごみ・燃やせないごみ（南宗谷衛生施設組合）
年末…１２月３０日（水）午後５時まで受入
休み…１２月３１日（木）～令和３年１月３日（日）まで
年始…令和３年１月４日（月）から通常どおり受入
☆危険ごみ（金ケ丘 一般廃棄物埋立処分地施設）
年末…１２月３０日（水）午後４時まで受入
休み…１２月３１日（木）～令和３年１月５日（火）まで
年始…令和３年１月６日（水）から通常どおり受入
☆資源物（金ケ丘 資源物ストックヤード）
年末…１２月３０日（水）午後４時まで受入
休み…１２月３１日（木）～令和３年１月３日（日）まで
年始…令和３年１月４日（月）から通常どおり受入
◆小型家電・繊維リサイクル
（バスターミナル設置リサイクルボックス）
年末年始も、通常通り利用可能
◆問 合 せ 役場住民課環境生活係
℡２－２５４９

滝の湯年末年始業務
◎１２月３０日（水）平常営業
◎１２月３１日（木）午後３時～午後６時まで営業
◎令和３年１月１日（金）年始休業
◎令和３年１月２日（土）平常営業
◎令和３年１月３日（日）平常営業
◎令和３年１月４日（月）年始休業
◎令和３年１月５日（火）から平常営業
◆問 合 せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９
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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
新型コロナウイルス感染症の発生状況については、道内及び管内
健康診断のことです。
においても集団感染が数多く発生するなど、感染者がさらに増加し
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
ている状況にあります。北海道では、社会経済活動への影響を考慮
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
しながら、感染状況に応じて徹底した感染防止対策を講じることに
態を見直すために、健康診断を受けましょう。
より、感染拡大の抑え込みを図る重要な段階とし、１１月７日より
◆日
程 １２月 ４日（金） 胃バリウム検査の日
警戒ステージ３へ、１１月１７日より警戒ステージ４相当へ移行し
９日（水） 胃カメラ検査の日
ました。
本町でも例年実施している町や関係機関などの各種行事について、 ◆申 込 受 付 １１月２６日（木）～ 胃バリウム検査
１２月 １日（火）～ 胃カメラ検査
今後の感染症の動向を見ながら、次のように予定しています。
※申込受付時間は午前８時３０分からとなります。
つきましては、各行事等について、適宜ご案内したいと考えてい
◆受 付 時 間 午前８時～８時１５分
ます。
◆場
所 町国保病院
引き続き、感染症予防と新北海道スタイルの取組に、ご理解とご
協力をお願いします。
◆対
象 ２０歳以上の町民（４０～７４歳は国保加入者のみ）
～浜頓別町新型コロナ感染症対策本部～
◆内容・料金
事 業 名
開催時期
今後の対応方針
所管
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、
住民懇談会
１１月
感染リスクを考慮し中止
総務課
心電図検査、腹囲測定、診察）
２，０００円
歳末助 け合い チャ
… ４０～７４歳（特定健康診査）は国保加入者のみ
１２月
感染リスクを考慮し中止
文化協会
リティ ーカラ オケ
①－１（オプション）腹部超音波検査 １，５００円
の夕べ
②胃がん検診（胃カメラ検査）
３，６００円
３密回避など感染症予防
…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
オオワシ観察会
１２月
観光協会
お知らせください。
対策をとり開催予定
③肺がん検診（胸部Ｘ線検査）
３００円
３密回避など感染症予防
④大腸がん検診（便潜血検査）
２００円
成人式
１月３日 対策をとり式典のみ開催 教育委員会
⑤前立腺がん検診（血液検査）
６００円…男性のみ
予定
⑥骨粗しょう症検診（踵部超音波検査）
４００円…女性のみ
新年交礼会
１月４日
感染リスクを考慮し中止
総務課
⑦肝炎検診（血液検査）
７００円
出初式
１月５日
感染リスクを考慮し中止
消防
…４０～７０歳で検査をしたことがない方
３密回避など感染症予防
少年少女スキー教室
１月
教育委員会
⑧エキノコックス症検診（血液検査）
３００円
対策をとり開催予定
…５年以上受けていない方
クッチ ャロ湖 氷上
３密回避など感染症予防
１月
産業振興課
※①～⑧は選択できますが、４０～７４歳の国保加入者の方・７５歳以
対策をとり開催予定
ウォーキング
上の方は①が必須項目となります。

天北宗谷岬線の時刻表改正について
１２月１日より、稚内市内におけるバス利用者の利便性向上のた
め、稚内市立病院、稚内市役所前を通る経路に改正されます。それ
に伴い、時刻表が一部改正になりますのでお知らせいたします。
●改正内容・・・下り線２便、４便、５便の一部経路変更
・改正前経路 稚内南駅前→中央４丁目→稚内駅前ターミナル
（国道４０号線）
・改正後経路 稚内南駅前→市立病院前→市役所前
→稚内駅前ターミナル
●時刻改正・・・上記経路変更により、稚内駅前ターミナルまでの
到着所要時間が６分延長
◆問 合 せ 宗谷バス（株）稚内営業所 ℡０１６２-３３-５５１５
役場総務課まちづくり係
℡２-2３４５

町民健康ドックは、新型コロナウイルス感染拡大予防により、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、今年度の胃カメラ検査は、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。
また、新型コロナウイルスの感染拡大状況により、急遽、町民健康ド
ックが中止になる場合もあります。

◆定 員 ２名
◆申込み・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！！
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行事予定
【１１月２６日～１２月１０日】
月 日
行
事
場
所
時
間
13:30
11/26（木）シニア木曜学校（ダンス）福祉センター
～15:00
6:30
11/29（日）町民ミニドック（～１日）ほけんセンター
～11:00
10:00
12/12（水）巡回健康相談
頓別地区
～15:30
ほけんセンター 10:00
乳児相談
～15:00
12/13（木）
13:30
シニア木曜学校（ダンス）福祉センター
～15:00
10:30
12/18（火）巡回児童相談（～９日） ほけんセンター
～16:00

菅原町長の動向

【１１月２６日～１２月１０日】

１１月２７日（金）
総合教育会議（浜頓別町役場）
１２月 3 日（木）～４日（金） 北海道町村会理事会（札幌市）
１２月 6 日（日）
名寄駐屯地６７周年式典（名寄市）

議会を傍聴しませんか
第４回浜頓別町議会定例会が１２月１０日（木）から開催される
予定です。議員が町の仕事について、考え方や疑問をただす一般質
問など、みなさんの生活にかかわる身近な事柄が話し合われます。
どなたでも議会を傍聴することができます。ぜひおいでください。
◆問 合 せ 役場議会事務局 ℡２－２３４７

令和２年度会計年度任用職員募集
【給食調理員】
◆募 集 人 数

若干名

◆勤 務 場 所

国保病院 給食室

◆業 務 内 容

給食業務

◆雇 用 期 間

令和３年３月３１日まで（更新あり）

◆給料・報酬 月給１７４，４００円（週３８時間４５分勤務）
もしくは時給１，０７１円（週３８時間４５分未満の勤務）
◆手
当 期末手当、通勤手当等
◆勤 務 時 間

午前６時から午後７時の間までシフト勤務
※勤務時間・曜日については、ご相談をお受けいたします。

◆各 種 保 険

社会保険及び雇用保険等加入

◆採 用 方 法

面接又は書類選考

◆申 込 期 日

令和２年１２月４日（金）

◆問

合 せ 国保病院事務局庶務係

電話番号

役場２－２３４５

℡２－２２０３

多目的アリーナ２－４６６６

１２月旭川医大出張診療日

年内のし尿汲取り

１２月 ７日（月） 柳沼医師（一日診療）
１２月 ８日（火） 柳沼医師（一日診療）
１２月１７日（木） 片山医師（一日診療）
１２月１８日（金） 片山医師（一日診療）
整 形 外 科 １２月 ３日（木） 小原医師（一日診療・予約制）
１２月２４日（木） 奥原医師（一日診療・予約制）
眼
科 １２月 ２日（水） 大前医師（午前診療・予約制）
１２ １６日（水） 下内医師（午前診療・予約制）
小 児 科 １２月１８日（金） 更科医師（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。
変更後の日程などについては、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。
ＵＲＬ：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回必ず受付に提出してください。
◆問 合 せ 町国保病院 ℡２－２２０３

１２月１０日（木）までの申込みの分は年内に汲取りします。

産婦人科

令和３年度固定資産税の
減免措置などについて
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中
小事業者などの方は、申告により固定資産税が減免されます。
◆対象事業者
令和２年２月から１０月までの任意の期間の連続する３か月間の
事業収入の合計が、前年同期と比べ３０％以上減少している下記に
示す事業者
①常時使用する従業員の数が 1,000 人以下の個人
②資本金の額または出資金の額が１億円以下の法人
③資本金または出資を有しない法人のうち従業員の数が 1,000 人以
下の法人
◆減免内容
①事業収入が前年同期比で５０％以上減少している場合…全額免除
②事業収入が前年同期比で３０％以上５０％未満減少している場合
…２分の１免除
◆対象となるもの
中小事業者等の所有する事業用家屋および償却資産に対する令和
３年度分の固定資産税
◆申告方法
認定経営革新等支援機構に確認を受けた申告書に加えて、同機関
に提出した書類と同じものを添えて住民課税務係へ申告してくださ
い。
◆申告期間 令和３年１月６日（水）から２月１日（月）まで

年末を控え、例年し尿の汲取りは混雑します。１２月１０日（木）
までに申込まれた場合は年内に汲取りをしますが、それ以降に申込
まれた場合は、年明けの汲取りになる場合があります。
●汲取り手数料は、委託業者の収入ではありません。南宗谷衛生施
設組合へ納入される手数料（公金）です。汲取りの際は、必ず現
金でお支払い願います。なお、お支払いの際には、組合発行の領
収書を受け取り、記入事項を確認してください。
●汲取りに伺ったとき、止むを得ず諸事情などで留守にされる場合
は、近隣の方に手数料を預けて代理でお支払いいただくか、１０
日以内に委託業者の口座へ納入してください。
●汲取り作業能率と安全のため、汲取り口に物を置かないでくださ
い。なお、積雪期になりますので、汲取り口などの除雪をしてお
いてください。
●便槽に紙おむつ（大便だけは便槽に捨ててください）・衛生用品・
スリッパ・清掃用具など、し尿以外の異物を捨てないでください。
当組合での作業上、処理に大変困っていますので、燃えるごみ・
燃えないごみに分け、ごみとして出してください。
●汲取り作業は、１２月３１日（木）～令和３年１月５日（火）ま
で、年末年始の休みになります。

◆委託業者（申込先）

吉野衛生（有）

℡２－３４１７

※し尿汲取りについてお気付きの点は、南宗谷衛生施設組合までお
知らせ願います。
浜頓別町智福２丁目１３番地 南宗谷衛生施設組合
℡２－２４１５

旅券（パスポート）手続き
年末年始に海外へ旅行を予定されており、年内にパスポートの受
取りを希望される方は１２月１５日（火）までに申請をしていただ
く必要があります。
申請から受取りまでに、約２週間かかりますので、申請を予定さ
れている方は、お早めに手続きをしていただくようお願いします。
必要書類や申請方法など詳しくは役場住民課住民係に問合せくだ
さい。
◆問 合 せ 役場住民課住民係 ℡２－２５４９

交流館有料掲示スペースのご案内
町交流館では、事業所専用（町内の事業所に限る）の広告や情報を
掲示するスペースをご用意しました。
有料となりますが、詳しくは次の連絡先まで問合せください。
多数のご利用をお待ちしています。
◆問 合 せ 浜頓別町交流館 ℡-8-7887

◆問 合 せ 役場住民課税務係 ℡２－２５４９
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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除雪作業にご協力を！
これから、本格的な雪のシーズンを迎えます。除雪作業をスムーズに進めるためにも次
の4点について、ご理解とご協力をお願いいたします。
◆１台の車が大きな迷惑！路上駐車はやめましょう！
路上に１台でも放置車があると、その道路の除雪ができなくなります。町全体の交通がマ
ヒする場合もありますので、路上駐車は絶対にやめましょう。
◆快適で安全な朝のために、早朝の除雪にご理解を！
早朝の除雪は、通勤や通学の足を確保するための大切な作業です。迅速な除雪のためにも、
早朝の作業にご理解ください。
◆事故や渋滞の原因に！道路への雪捨てはやめましょう！
玄関前の除雪は各ご家庭にお願いしていますが、道路への雪捨ては道幅が狭くなり、車や
歩行者の通行が大変危険になりますので、絶対にやめましょう。
特に、除雪した歩道に雪を捨てて歩行できずに引き返さなければならない状況も見られま
す。こうした行為は絶対にやめましょう。
◆作業中の除雪車へは近づかないように！
作業中の除雪車へ近づくことは大変危険です。安全第一で作業を行っていますが、事故防
止のため作業中の除雪車の前への雪出しは絶対にやめましょう。
小さいお子様のいる家庭では除雪車のそばや堆雪場所で遊ばないよう徹底してください。
また、車を運転されるときは、除雪車との車間距離を十分とっていただきますようお願いし
ます。
★除雪作業出動基準
除雪車を出動させる基準は、気象状況や前日までの降雪量、路面状況を考慮して原則、次
の基準で判断をしています。
■パトロール：前日の降雪量及び路面状況を確認するため、除雪車の出動前にパトロール
を行います。
■出 動 基 準：①前日から連続して降雪し、新たな積雪が１０cmに達したとき。
②今後の降雪により、積雪が１０cmを超えると予想されるとき。
③圧雪による交通障害が予想されるとき。
④暴風による地吹雪等で吹溜りの発生が予想されるとき。
■出 動 開 始：上記の出動基準に達しているときは、早朝から除雪車を出動します。
≪除雪を行わない場合～基本的に次の場合は翌朝の出動により対応します。≫
①積雪状況によりますが、幹線道路（スクールバス運行路線
など）以外の日中時の除雪作業については、除雪車による
交通障害や事故防止等の観点から出動せずに、翌朝の出動
で対応します。
②夕方から早朝（夜間）については、除雪を行っておりませ
ん。災害時や人命に関わるような緊急時のみ対応となりま
す。
③除雪作業車でも視界不良になるような荒天の場合は、危険
なため除雪を行わないことがありますので、ご理解願いま
す。

除雪作業をスムーズに行うため、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
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「ホタテ干貝柱」が届いていない方へ
１１月２日より、ホタテ干貝柱をレターパックにて順次配布しましたが、郵便局での保管
期間が過ぎた世帯分は役場で保管しています。
まだ届いていない場合は、役場２階産業振興課にてお渡しいたしますので、お問合せくだ
さい。
※受け取る際には身分証明できるものをご提示いただきます。
◆問 合 せ 役場産業振興課水産林務係 ℡２－２５４６

ゴミ袋引換券・地域応援商品券が
届いていない方へ
１０月２６日より、ゴミ袋引換券・地域応援商品券を簡易書留にて配布しましたが、郵便
局での保管期間が過ぎた世帯分は役場で保管しています。
まだ届いていない場合は役場にてお渡ししますので、お問合せください。
※受け取る際には身分証明できるものをご提示いただきます。
◆問 合 せ
ゴミ袋引換券について
役場住民課住民係 ℡２－２５４９
地域応援商品券について 役場産業振興課商工観光係 ℡２－２３４６

ゴミ袋引換券の引換期限について
ゴミ袋引換券は、引換期限が１２月３１日（木）までとなっています。期限までにお引換
えください。
※期限を過ぎると、引換えできませんのでご注意ください。
◆問 合 せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９
バードフェア 2020

オオワシ観察会
冬になると、町内に飛来してくるオオワシ・オジロワシ。ウソタンナイ川には、毎年、多
くのワシが集まってきます。浜頓別町観光協会では、バードフェア２０２０のイベントの１
つとして、
「オオワシの森」において観察会を開催します。
◆日
時 令和２年１２月５日（土）９：００～１０：００
◆場

所

◆主

宇曽丹生活改善センター集合
※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、移動中の車内の密を避けるた
め、現地集合、現地解散とします。
催 浜頓別町観光協会

◆対

象

浜頓別町にお住まいの方

◆人

数

先着２０名（要申込）

◆参 加 料 無料
◆持 ち 物 暖かい服装・靴・双眼鏡 （持っている人のみ）
◆備

考

荒天の場合中止

◆申 込 み １２月３日（木）までに役場産業振興課商工観光係（２－２３４６）へ
申込み下さい。定員になり次第締め切ります。

