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年末年始のマイナンバーカード交付などの手続き
令和３年成人式典の延期について
令和３年１月３日（日）に予定していました令和３年成人式典は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から延期することとしま
した。
なお、延期後の成人式典は、令和３年５月２日（日）に予定して
います。対象の方には、別途ご案内しますので、ご理解のほどよろ
しくお願いします。
◆問合せ 町教育委員会生涯教育係 ℡２－４６６６

令和３年新年交礼会開催中止のお知らせ
令和３年１月に開催を予定してい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

出初式中止のお知らせ
令和３年１月５日（火）に予定していました浜頓別消防団出初式
は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止することと
しました。
ご理解のほどよろしくお願いします。
◆問合せ 南宗谷消防組合浜頓別消防支署庶務グループ ℡２－２１１９

お正月用「門松短冊」の配布
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、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

年末年始のため、マイナンバーカードの交付及び電子証明書の更
新手続きは、次の期間手続きができなくなります。
◆日
時
停止期間…１２月２９日（火）～令和３年１月５日（火）
再
開…令和３年１月６日（水）午前８時半～
マイナンバーカードの交付や電子証明書の更新手続をご希望の方
は、令和３年１月６日（水）以降にご来庁ください。
◆問 合 せ 役場住民課住民係
℡２－２５４９
マイナンバーフリーダイヤル ℡０１２０－９５－０１７８

令和３年度採用浜頓別町職員募集案内
【一 般 事 務職】３名
・業務内容 町政に関する事務
・受験資格 昭和 55 年 4 月 2 日～平成 11 年 4 月 1 日生の方
※一部年齢は別要件あり
【保 育 教 諭】２名
・業務内容 こども園での幼児教育及び乳幼児保育
・受験資格 昭和 55 年 4 月 2 日～平成 13 年 4 月 1 日生の方
幼稚園教諭免許、保育士資格取得者又は取得見込者
【社会福祉士】１名
・業務内容 地域包括支援センターでの社会福祉士業務
・受験資格 昭和 55 年 4 月 2 日～平成 11 年 4 月 1 日生の方
社会福祉士資格取得者又は取得見込者
◆試験内容 書類選考・面接等
◆申 込 み 令和３年１月２０日（水）までに試験申込書等を提出し
てください。（必着）
◆そ の 他 試験実施要項・申込書等は浜頓別町ホームページから
入手するか、総務課総務係までお越しください。
◆問 合 せ 役場総務課総務係 ℡２－２３４５

子育て支援センター事業
☆異年齢交流

「滝の湯」温泉給湯停止のお知らせ

◆日

時 令和３年１月２５日（月） 午前１０時～午前１０時３０分

◆場

所 こども園 多目的ホール

下記の期間中は、温泉の給湯ができない状況となります。大変ご
迷惑をお掛けしますが、水道水での沸かし湯による給湯となります。
◆期 間 令和３年１月２日（土）～３日（日）

◆対

象

◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９

宗谷バスからのお知らせ
例年、浜頓別と枝幸間で運行している浜頓別線は、元日の１月１
日を運休としていますが、令和３年につきましては、１月１日（金）
から１月３日（日）までの３日間を運休になります。
◆問合せ 宗谷バス株式会社 枝幸営業所 ℡０１６３－６２－１０４４

働いている調理師の皆様へ
調理師法では、調理業務に従事している調理師は、２年ごとに、
１２月３１日現在の調理従事場所などを届け出なければならないと
定められており、今年は届出の必要な年となっています。
届出が必要な調理師とは、次の施設、店舗で調理の業務に従事し
ている方です。
・寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、
矯正施設、その他多数人に飲食物を調理して供与している施設
・飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業
届出用紙は、一般社団法人北海道全調理師会稚内支部、北海道宗
谷総合振興局保健環境部保健行政室、利尻地域保健支所及び浜頓別
地域保健支所に備えてあります。
◆届出提出先
【 郵
送 】〒０９７－０００５
稚内市大黒５丁目２番１０号 栃谷保光気付
℡０１６２－２４－１６４５
【インターネット】
https://www.harp.lg.jp/SksJunminWeb/EntryForm?id=uSEbFakL
※受付開始日は１月１日（金）０時～
◆締 切 令和３年１月１５日（金）
◆問合せ 北海道全調理師会
℡０１１－５１１－１３２６
北海道保健福祉部健康安全局地域保健課
℡０１１－２３１－４１１１（内線２５－５１６）
稚内保健所
℡０１６２－３３－２９９０

１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 令和３年１月２９日（金）
午後１時３０分～４時 ※１人３０分
◆場
所 役場２階 E 会議室

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、ぜひご参加ください。
◆内
容 ４歳児の園児と一緒にカードシアター「フルーツな～
んだ？」を視聴します。
◆持 ち 物 保護者とお子さんの上靴

◆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

◆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。

◆1月の担当弁護士
◆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
出村 洋介 弁護士

◆予約・問合せ 令和３年１月２８日（木）午前中までに役場総務課
◆予約・問合せ 総務係（℡２－２３４５）へ予約をしてください。
（完全予約制）

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
【１２月２５日～１月２５日】
場
所
時
間

月 日
行
事
12/30（水）仕事納め
１/1６（水）仕事始め
シニア木曜学校
１/17（木）
（ダンス）

福祉センター

１/18（金）乳児相談

13:30～15:00

ほけんセンター 10:00～15:00

シニア木曜学校
役場大会議室
13:30～15:00
１/14（木）
（絵手紙）
１/19（火）献血
町内各所
18:45～17:00
１/20（火）乳幼児歯科健診
ほけんセンター 19:00～14:30
シニア木曜学校
福祉センター
13:30～15:00
１/21（水）
（お楽しみ講座）
１/22（金）乳幼児健診
ほけんセンター 10:00～14:00
マタニティ学級Ⅱ―①
１/25（月）
ほけんセンター 13:15～15:00
※新型コロナウイルス感染症の影響により、変更になる場合があり
ます。

菅原町長の動向

【１２月２５日～１月２５日】

１月１３日（水）～１４日（木）北海道町村負担金等審議委員会
（札幌市）
1 月１８日（月）
宗谷町村会定期総会（稚内市）

はたらく母子家庭・父子家庭応援企業表彰
厚生労働省では、ひとり親家庭に対する自立支援の一環として、
母子家庭の母、父子家庭の父の就業支援に積極的に取り組んでいる
企業や団体を対象に「はたらく母子家庭・父子家庭応援企業表彰」
を実施しています。
つきましては、次のとおり就業支援に積極的に取り組む企業・団
体を募集しますので、ご応募ください。
◆募集対象（１）または（２）の項目全てに当てはまる企業や団体
（１）母子家庭の母及び父子家庭の父（以下「ひとり親家庭の親」
という。
）の就業支援に積極的に取り組んでいる企業・団体
①ひとり親家庭の親の就業促進について理解があること
②ひとり親家庭の親が継続的に就業可能となっているなど、
職場環境が良好であること
③ひとり親家庭の親を相当数雇用していること など
（２）母子・父子福祉団体に相当額の事業の発注を行っている企業・
団体
①母子・父子福祉団体又はひとり親家庭の親に対する年間発
注額割合が一定以上であること など
◆募集期間 令和３年１月２７日（水）まで
◆問 合 せ 役場保健福祉課福祉係 ℡２－２５５１
電話番号

役場２－２３４５

多目的アリーナ２－４６６６

国保病院からのおしらせ

発熱外来開設のお知らせ

年末年始の診療日は、次のとおりとなりますのでお知らせします。
なお、救急・急患の場合は、事前に電話にてご確認するようお願
いします。
◆年末年始の診療日
１２月３０日（水） 午前診療・午後休診（院内清掃のため）
３１日（木）～令和３年１月５日（火）休診
令和３年１月 ６日（水） 通常診療
◆問 合 せ 町国保病院 ℡２－２２０３

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）

１月旭川医大出張診療日
産婦人科

１月 ７日（木） 板橋医師（一日診療）
１２月８日（金） 板橋医師（一日診療）
１月２１日（木） 片山医師（一日診療）
１２２２日（金） 片山医師（一日診療）
整 形 外 科 １月１４日（木） 小原医師（一日診療・予約制）
１ ２８日（木） 奥原医師（一日診療・予約制）
眼
科 １月 ６日（水） 大前医師（午前診療・予約制）
１２２０日（水） 下内医師（午前診療・予約制）
小 児 科 １月２２日（金） 國米医師（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

インフルエンザ予防接種の再開のお知らせ
インフルエンザ予防接種について、次の期間に予約制で再開しま
す。接種をご希望の方は、予約受付時間を守ってご連絡ください。
なお、ワクチン数は限りがあり、なくなり次第終了となりますの
でご了承願います。
◆予約受付日時 令和３年１月６日（水）～８日（金）
午後３時３０分～５時
※予約時間は厳守願います。
◆接種日時（要予約）
月 日
時 間
令和３年１月１３日（水）
午後１時３０分～３時
１４日（木）
午後１時３０分～３時
１５日（金）
午後１時３０分～３時
１８日（月）
午後１時３０分～３時
１９日（火）
午前８時１５分～１１時３０分
◆予約・問合せ 町国保病院 ℡２－２２０３

◆受 診 方 法

電話での事前予約が必要となります。

◆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。

【来院時のお願い】
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

北海道小児救急電話相談について
北海道では、夜間に子どもが急な病気やけがなどの際に、看護師
が相談に応じ、すぐに救急病院にかかる必要があるか、家庭でどの
ような応急手当をすれば良いのかなどのアドバイスを行う、小児救
急電話相談を実施しています。
なお、電話相談は、家庭での一般的対処に関する助言・アドバイ
スであり、電話による診断・治療はできませんのであらかじめご了
承ください。
◆電話相談受付時間 毎日午後７時～翌午前８時
◆電話番号 ＃８０００ 又は ℡０１１－２３２－１５９９
※短縮ダイヤル「＃８０００」はご家庭のプッシュ回線及び携帯電
話からご利用いただけます。（IP電話、ひかり電話及びPHSから
はつながりません。）
◆相談体制 小児科医の支援体制のもとに看護師が相談に応じます。

オンライン面会開始のお知らせ
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
会を制限しています。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/

浜頓別町ホームページ http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/
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献血車が来ます。ご協力をお願いします！

町民健康ドック

あなたの献血で多くの患者さんの命が救われます。皆さんのご協
力をお願いします。
◆令和３年１月１９日（火）
実施場所
時 間
住 所
午前１８時４５分
①南宗谷消防組合浜頓別支署
南３条３丁目
～ ９時４５分
午前１０時
②よつ葉乳業（株）宗谷工場
智福２丁目
～１０時４５分
午前１１時
③東宗谷農業協同組合本所
大通 2 丁目
～１２時００分
午後 １時 30 分
④浜頓別町役場
中央南１番地
～ ５時
※新型コロナウイルス感染症を含め、感染予防を徹底し安全な献血
会場の運営に努めています。
◆対
象

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 令和３年１月１５日（金） 胃バリウム検査の日
令和３年１月２７日（水） 胃カメラ検査の日
◆申 込 受 付 １２月２８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
②－１（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）
（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。

・２００㏄献血：１６歳～６９歳 男性は体重が４５kg 以上の方
女性は体重が４０kg 以上の方
（６５歳～６９歳の方は６０歳代で献血の経験がある方に限ります）
・４００㏄献血：１７歳～６９歳の男性で体重が５０kg 以上の方
１８歳～６９歳の女性で体重が５０kg 以上の方
（６５歳～６９歳の方は６０歳代で献血の経験がある方に限ります）
◆新型コロナウイルス感染症予防について
①体温測定をお願いします
②会場内に設置されている消毒液で、必ず手指消毒をお願いします
③必ずマスクの着用をお願いします
◆献血をご遠慮願う場合がある方
①過去に輸血を受けた方
②薬を服用中の方は、薬の種類によってご遠慮願う場合があります
③海外から帰国して４週間以内の方
④新型コロナウイルス感染症を疑う症状のある方（発熱及びせき、
呼吸困難など）
⑤新型コロナウイルス感染症（または疑い）と診断された方と４週
間以内に濃厚接触があった方
⑥新型コロナウイルス感染症（または疑い）と診断された方
⑦味覚、嗅覚の違和感を自覚する方
⑧その他、医師の診察によってはご遠慮願う場合があります
◆問 合 せ 役場保健福祉課健康づくり係
℡２－２５５１

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。
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
グが中止となる場合もあります。
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

電話番号

役場２－２３４５

多目的アリーナ２－４６６６

子宮がん・乳がん検診（集団検診）のお知らせ
◆日

程

令和３年２月２２日（月）

◆場

所

ほけんセンター

◆受

付

◆締
検診

対象
料金

予約制のため希望の時間をお知らせください。
①午前 ８時３０分～ ９時 ②午前 ９時～ ９時３０分
③午前 ９時３０分～１０時 ④午前１０時～１０時３０分
⑤午前１０時３０分～１１時 ⑥午後 １時～ 1 時３０分
切 １月２７日（水）一次締切
子宮がん検診
乳がん検診
・子宮頸部細胞診
・マンモグラフィー
・経膣超音波（エコー）検査
（乳房レントゲン検査）
※医師による視触診はありません。
20 歳以上の町民の方
40 歳以上の町民の方
○20 歳以上：1,500 円
○50 歳未満：1,500 円
（全額負担：7,010 円）
（全額負担：6,300 円）
○70 歳以上：無料
○50 歳以上：1,500 円
（全額負担：5,250 円）
○70 歳以上：無料

41 歳（Ｓ54 年 4 月 2 日～
21 歳（Ｈ11 年 4 月 2 日～
S55 年 4 月 1 日生）
Ｈ12 年 4 月 1 日生）
26 歳（Ｈ 6 年 4 月 2 日～
Ｈ 7 年 4 月 1 日生）
60 歳（Ｓ35 年 2 月 4 日～
厄年 32 歳（Ｓ63 年 2 月 4 日～
S36 年 2 月 3 日生）
H
1
年
2
月
3
日生）
対象
36 歳（Ｓ59 年 2 月 4 日～
S60 年 2 月 3 日生）
60 歳（Ｓ35 年 2 月 4 日～
S36 年 2 月 3 日生）
★２年に１回の検診ですが、昨年度受診した方でも全額自己負担で受診
できます。
クーポン券・厄年の方は、昨年度受診していても今回は無料とな
ります。
★子宮がん(頸部･体部)検診は、町立病院(産婦人科外来)でも個別検診
を受けられます。
ご希望の方には「受診券」を交付いたしますので健康づくり係ま
で申込みください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となる場合があり
ます。ご了承下さい。
乳がんは、早期治療すれば９５％以上が治癒します。
子宮がんが、定期的な健診で死亡リスクが８０％減少します。
他人ごとではなく、自分や家族のため、２年に１度必ず受診しまし
ょう。
◆申込み・問合せ 役場保健福祉課健康づくり係 ℡２-２５５１

クー
ポン
対象
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水道凍結にご注意ください！

屋根からの落氷雪事故防止などのお願い

歩行型除雪機による事故を防ごう！

冬期間となり、水道が凍結し水が出なくなったり、水道管が破裂
する可能性がありますので、低温注意報などに注意しながら水道を
凍らせないように注意しましょう。
凍結させないためには…
水抜栓（元栓）の水抜きをしましょう
①蛇口を閉める
②水抜栓（元栓）を“止”の方向に操作する
③蛇口をいっぱいに開ける
④空気入れ蛇口がある場合は、これもいっぱいに開ける
⑤しばらくしてから蛇口と空気入れ蛇口を閉める
もし凍結してしまったら…
軽い凍結であれば、次の方法で解消する場合があります。
◎露出している管（保温筒などは取り外す）や蛇口などにタオル
を巻きつけ、上からお湯をゆっくりかけると、水が出るように
なります。
◎立ち上がり管（蛇口とつながっている管）にお湯を注ぐと床下
にある管の解氷ができます。
それでも水が出ないときは…
上記の方法でも水が出ないときは、指定給水装置工事事業者へ修
理の依頼をしてください。

毎年、冬になりますと、沿道建物などからの落氷雪による死傷事
故が多く発生しています。
皆さんも、冬期間の生活にはご苦労されていると思いますが、冬
期間の通行を円滑にし、事故を無くすため、特に次の事に注意する
ようにお願いします。
①落氷雪事故の発生が懸念される沿道建物などについては、雪止め
を設置するようにしてください。
②既に雪止めが設置されている場合であっても、針金などの錆や老
朽化などによる破損が原因で落氷雪事故が発生することもあるた
め、必ず点検し、破損などが発見された場合は早急に修繕するよ
うにしてください。
③落氷雪事故は、気温がマイナス３℃からプラス３℃程度のときに
発生しやすいという特徴があるため、早めに除雪するとともに、
除雪は必ず複数人で、歩行者や付近で遊んでいる子どもなどに十
分注意して行ってください。
④落氷雪があった場合は、直ちに事故がないか確認するとともに、
歩行者などの通行の支障にならないように除去してください。
⑤交通事故及び交通障害防止のため、屋根からの落氷雪や敷地内の
積雪を道路に出さないようにしてください。
⑥軒下を通行するときは、屋根か
らの落氷雪に十分注意してく
ださい。
⑦軒下や道路では、絶対に子ども
を遊ばせないようにしてくだ
さい。
⑧ビルの壁、窓枠、突出看板など
からの落氷雪は少量でも危険
であるため、付着した氷雪は早
めに除去してください。
北海道開発局・北海道・浜頓別町・北海道警察

毎年、雪のシーズンになると除雪機による事故が多発しています。
除雪機を使う際には、使用者の責任において、正しく、安全に作業
を行ってください。
①安全装置が正しく作動しない状態では絶対に使用しない。また、
デッドマンクラッチ機能の無効化は絶対にしない。
②除雪機を使用する場合は、周囲に人がいないことを確認し、人を
絶対に近づけさせない。また、不意に人が近づいた場合には除雪
機を直ちに停止できるような状態で除雪を行う。
③投雪口に詰まった雪を取り除く際には必ずエンジンを停止し、オ
ーガやブロワの回転が停止したことを確認してから雪かき棒を使
用して雪を取り除く。
④除雪機を使用する際、特に後進時は足もとや周囲の障害物に注意
を払い、無理のない速度で使用する。
◆問合せ
除雪機安全協議会（一般社団法人日本農業機械工業内）
TEL ０３－３４３３－０４１５
URL http://www.jfmma.or.jp/jyoankyo/html

事業者
㈱寺沢組
㈲武田燃料
㈱あかつき
㈲ホクエイ

住

所

浜頓別町大通７丁目
浜頓別町南１条３丁目
浜頓別町緑ケ丘５丁目
猿払村字猿払

電

話

２－２５１７
２－２１２５
２－４０２５
０１６３５－４－５１５０

◆問合せ 役場建設課上下水道係 ℡２－２３５８

冬期の交通事故・飲酒運転の防止について
道内では、凍結路面によるスリップ事故や夕暮れから夜間に車と
歩行者の交通事故が発生しています。ドライバーの皆さんは運転感
覚を冬型に切り替え、特に山間部や橋の上、トンネル付近などは凍
結のおそれがあるので危険を予測した運転を心がけましょう。
また、年末・年始をむかえお酒を飲む機会も増えることでしょう。
でも、二日酔い状態での運転も含めて飲酒運転は絶対厳禁！！
飲酒運転は、重大事故につながる極めて危険な行為であり、社会
的犯罪です。そのため罰則も非常に厳しく、事故を起こした場合は
もちろんのこと、そうでない場合でも懲役や罰金の刑事処分と運転
免許等の取り消しなどになります。周囲の人も「同乗罪」に問われ
ることがあります。それでも飲酒運転はあとを絶ちません。
町民一人ひとりが、「飲酒運転をしない、させない、許さない、
発見したらすぐ警察に通報！」町民一丸となって飲酒運転根絶に取
り組みましょう。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９

消火栓除雪に係るお願い
消防支署では定期的に水利点検及び水利除雪を行っていますが、毎
年冬期間になると各家庭、事業所などの除雪により、消防水利が埋
まっているという状況が見られます。各水利には標識が設置されて
いますが、水利と標識が離れた位置にある場所では、タイヤショベ
ルなどの排雪作業により消火栓が倒れる恐れも
ありますので、消防水利周辺には雪を捨てないよ
うご協力お願いします。
◆問合せ 南宗谷消防組合浜頓別消防支署
警防グループ
℡２－２１１９

歳末特別警戒
防犯を心がけましょう
人や車の流れが慌ただしくなる年末にかけて、特殊詐欺や車上狙
いなどの増加が懸念されます。
特殊詐欺とは、不特定多数の人に、電話などを使い対面しないで
金品をだましとる詐欺です。振り込め詐欺は特殊詐欺の代表的なも
のです。
お金に関する電話などがあったときは一人で判断することなく家
族や知人、警察などに相談することが重要です。
年末は慌ただしく忘れがちですが、戸締り・施錠を心掛け、犯罪
被害にあわないように気をつけましょう
◆特殊詐欺の被害に遭わないための対策ポイント
・お金を請求する電話がかかってきたら、一人で判断せず必ず家族
や警察へ相談してください。
・「携帯電話の番号が変わった」と連絡があった場合は、元の電話番
号に確認をしてください。
・ＡＴＭで還付金を受取ることはできません。
・「ゆうパック（レターパック・宅配便）でお金を送って」と連絡が
あった場合は詐欺です。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９

地元のお店でお買い物！ 地域の活性化につなげよう！！

