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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

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（月）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
地域応援商品券について
役場住民課住民係
役場産業振興課商工観光係
℡２－２５４９
℡２－２３４６

第１６８７号

令和３年新年交礼会開催中止のお知らせ

お正月用「門松短冊」の配布

令和３年１月に開催を予定しておりました新年交礼会は、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止の観点から参加する皆さんの安全面を
考慮し、開催を中止することとしました。
ご理解のほどよろしくお願いします。
◆問 合 せ 役場総務課総務係 ℡２－２３４５

お正月用の「門松短冊」の配布は、市街地の方については役場出
納室及び町内金融機関（北洋銀行、稚内信用金庫、浜頓別郵便局、
東宗谷農協、頓別漁協）のカウンターに１２月末日までご用意して
いますので、ご利用の方はご自由にお持ち帰りください。
（２枚１組）
なお、市街地以外の方については、１２月２５日（金）発行の広
報に折込みしますのでそちらをご利用ください。
◆問 合 せ 役場総務課総務係 ℡２－２３４５

社会教育施設年末年始の休館のお知らせ
【多目的アリーナ、青少年会館】
１２月２８日（月）～令和３年１月６日（水）
◆問 合 せ 町教育委員会生涯教育係 ℡２－４６６６

はまとんべつ温泉ウイング

年末年始の営業のお知らせ
ウイング宿泊

日帰り入浴
１２月３0 日（水）

コテージ宿泊

午 前 11 時 ～ 午 後 ８ 時
（午後７時３０分最終受付）

平常営業

午前８時３０分～午後５時
（午後４時３０分最終受付）

休業

レストラン

１２月 31 日（木）
～
１1 月 33 日（日）
１１月 4 日（月）
◆問

合

休業

令和３年１月～４月分の上下水道料金については、冬期間の積雪
によりメーター検針ができないため、９月～１１月の使用状況を基
に試算した概算水量で料金の算定が行われます。
概算水量については１２月１０日発行の「上下水道料金のお知ら
せ」のハガキで通知しますので必ず確認してください。「最近家族
が増えたので水量を多くしてほしい」などの変更希望がある場合は、
１２月２５日（金）までに役場建設課管理係にご連絡ください。
冬期間使用した水量は令和３年５月分（５月１０日発行）上下水
道料金にて精算となります。実際に使用した水量から1月～4月の概
算水量を引いた水量を令和３年５月分として請求します。冬期間の
使用状況によっては５月分請求料金が普段の請求料金より高額にな
る場合や、払い戻しになる場合がありますので、あらかじめご了承
ください。
また、１ケ月以上水道を使用しないときは、基本料金をかけない
ようにできますので、使用休止日と使用再開日をお知らせください。
◆問 合 せ 役場建設課管理係 ℡２－２３５８

１２月の無料法律相談

平常営業

せ はまとんべつ温泉ウイング ℡２－４１４１

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）平常営業
◆問 合 せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９

歳末特別警戒のお知らせ
歳末の火災や各種災害発生防止の為、消防車で警鐘
しながら町内を巡回しますので、ご協力をお願いしま
す。
◆巡回時間 １２月２８日（月）～３０日（水）
◆時

上下水道料金の冬期概算水量について

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 １２月２５日（金）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
◆１２月の担当弁護士 弁護士法人木村雅一法律特許事務所士別支部
野中 英樹 弁護士
◆予約・問合せ １２月２４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）

間 午後８時～午後９時

◆問 合 せ 南宗谷消防組合浜頓別消防支署

℡２-２１１９

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

【１２月１０日～１２月２５日】
場
所
時
間

日

行
事
シニア木曜学校
福祉センター
13:30～15:00
12/10（木）
（お楽しみ講座）
12/14（月）異年齢交流
こども園
10:00～10:30
離乳食教室
12/16（水）
ほけんセンター 13:30～15:00
（スタートクラス）
12/17（木）

シニア木曜学校
（ダンス）

福祉センター

12/18（金）乳幼児健診
12/23（水）巡回健康相談
シニア木曜学校
12/24（木）
（お楽しみ講座）

菅原町長の動向

ほけんセンター 13:30～15:00
【１２月１０日～１２月２５日】

移動政調会（稚内市）

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

発熱外来開設のお知らせ
国保病院では、新型コロナウイルス等感染症対策として、発熱や
咳など風邪症状のある方を一般外来と区分して診療を行う『発熱外
来』を開設しています。
発熱外来は予約制となりますので、直接受診せずに必ず事前に電
話でご連絡の上ご来院ください。院内感染防止対策のためご理解と
ご協力をお願いします。
◆診 療 時 間 午前１１時～正午（平日のみ）
◆受 診 方 法

消費生活パネル展

インフルエンザ予防接種については、ワクチンの在庫がなくなり、
今後の納入の目処がたたないため11月24日（火）から受付を中断し
ています。
今後ワクチンが入荷された場合は、広報、ホームページでお知ら
せします。
ご迷惑をおかけしますがご了承のほどよろしくお願いします。
◆問合せ 町国保病院 ℡２－２２０３

浜頓別消費者協会では、日々の生活に密接に関わる「消費」
「節約」
の知識の啓発のため、以下の日程で消費生活パネル展を開催します。
◆期 間 １２月１７日（木）まで
（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

電話での事前予約が必要となります。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、現在入院患者様との面
会を制限させていただいております。制限期間中は、病棟に出入り
することが出来ませんので、その対応として、オンライン面会（タ
ブレット等を使った面会）を行います。ご利用を希望される方は、
病院ホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。
◆問合せ 町国保病院 ℡２－２２０３
◆ホームページＵＲＬ http://www.hamaton-hp.jp/

子育て支援センター事業
☆異年齢交流
◆日 時 １２月１４日（月） 午前１０時～午前１０時３０分
◆場 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、ぜひご参加ください。
◆内 容 ５歳児の園児と一緒に人形シアター（ぞうくんのさんぽ）
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。
☆父親との触れ合い交流
◆日 時 令和３年１月１６日（土） 午前１０時 ～ 午前１１時

◆内 容 お父さんと一緒に雪遊び（ゲームや宝探し）

【来院時のお願い】

◆定 員 １０名（定員になり次第締め切らせていただきます）

〇受診される方は病院へ必ず事前に電話でご相談ください。
〇当院から指定するお時間にご来院ください。
〇必ずマスクを着用の上、可能な限り自家用車などでご来院くださ
い。
〇来院時は、病院内に入らず、到着の旨を電話で連絡をお願いしま
す。（自家用車等で待機願います。）
◆問 合 せ 町国保病院 ℡２－２２０３

◆その他 戸外で行いますので、外遊び用のウエアーでご参加ください。

役場２－２３４５

多目的アリーナ２－４６６６

【こども園

◆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。

給食調理員】

◆募集人数

１名

◆雇用期間

令和３年１月上旬～３月３１日（水）まで

◆報

月給１７４，４００円

酬

◆勤務時間

月～金曜日 ７時間４５分／日

◆各種保険

社会保険及び雇用保険加入

◆採用方法

面接又は書類選考

◆申 込 み

１２月２４日（木）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

「令和３年度訓練生」追加募集

「北海道障害者職業能力開発校」では、令和３年度の訓練生を募
集します。
◆対 象
者 障がいをお持ちの求職者
◆訓 練 科 目

建設デザイン科・CAD 機械科・総合ビジネス科
プログラム設計科・総合実務科
◆願書受付期間 令和３年１月２０日（水）まで
◆選 考 試 験 日

令和３年２月

◆選 考 場 所

北海道障害者職業能力開発校 砂川市焼山６０番地

◆試 験 内 容

数学、国語、面接

◆申込み・問合せ

北海道障害者職業能力開発校
TEL ０１２５－５２－２７７４
FAX ０１２５－５２－９１７７

１日（月）

p

◆対 象 １歳６ケ月から未就学児とその保護者

◆締切り １２月２５日(金)までに申込みください。

浜頓別消費者協会事務局（役場産業振興課商工観光係）
℡２－２３４６

令和２年度会計年度任用職員募集

◆場 所 こども園 グラウンド

◆予約受付時間 午前８時１５分～午後５時（平日のみ）
※原則として、当院へかかりつけの方又は町内に在住の方が対象
です。

電話番号

◆問合せ

オンライン面会開始のお知らせ

13:30～15:00

ほけんセンター 10:00～14:00
豊牛・豊寒別地区 10:00～15:30

１２月１３日（日）

インフルエンザ予防接種中断のお知らせ

特殊詐欺にご注意ください
昨今、特殊詐欺の手口が多様化しています。不審なメールや電話
に注意しましょう！
また新型コロナウイルス感染症に便乗した詐欺や悪質商法も増え
てきています。
消費生活のトラブルや疑問についての相談は『稚内市消費者セン
ター』で受けつけています。安心して気軽にご相談ください。
◆問合せ 稚内市消費者センター ℡０１６２－２３－４１３３
受付時間 月曜日～金曜日 午前１０時～午後４時

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