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住民税（所得税）及び国民健康保険税申告相談
◆場

浜頓別町人事異動
【浜頓別町発令】（令和３年２月１日付）
職 名

氏 名

事 務 分 掌 発 令
看護師を命ずる
国民健康保険病院勤務を命ずる

国民健康
看護師
門脇 美李
保険病院
【令和３年１月３１日付退職】
・総務課 社会福祉士 大平 萌加
・住民課 主
事 佐々木 大河

多目的アリーナの休館について
多目的アリーナ電気設備工事のため、下記の期間休館となります。
利用者の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いし
ます。
◆休館期間 ３月２日（火）～３月５日（金）
◆問 合 せ

町教育委員会生涯教育係

℡２－４６６６

所

ほけんセンター

◆時 間 午前９時～正午、午後１時～４時
※正午～午後１時までは休憩時間となっています。ご協力をお願いします。
月
日
対 象 地 区
旭ケ丘・日の出・緑ケ丘・
２月１６日（火）～２月１８日（木）
中央北・中央南
北１条～北４条
２月１９日（金）～２月２２日（月）
南１条～南３条・大通
この期間は、漁業所得者の申
２月２４日（水）～２月２６日（金） 告相談のため、その他の方は
３月１１日（月）～３月 ４日（木） 受付できませんので、ご注意
ください。
３月 ５日（金）
上記対象地区以外の方
３月 ８日（月）～３月１２日（金）
上記日程で相談できない方
３月１５日（月）
※持続化給付金や家賃支援給付金は課税所得となります。
申告の際は必ず支給通知書を持参してください。
※土・日・祝日の申告相談は受付していませんので、ご了承ください。

「滝の湯」温泉給湯停止のお知らせ
温泉運搬車の故障により、１月２６日から温泉の給湯ができない
状況となっています。大変ご迷惑をお掛けしますが、水道水の沸か
し湯による給湯となりますので、ご理解をお願いします。
なお、温泉給湯再開の時期は未定です。
◆問 合 せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９

２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 ２月２２日（月）午後１時３０分～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

名寄ひまわり基金法律事務所
菊池 顕太 弁護士
◆予約・問合せ ２月１９日（金）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）
◆２月 の 担 当 弁 護 士

◆問合せ

役場住民課税務係

℡２－２５４９

作りませんか？マイナンバーカード
マイナンバーカードは、プラスチック製のＩＣチップ付きカード
で券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー（個人番号）
と本人の顔写真などが表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サー
ビス、電子証明書を利用したｅ－Ｔａｘ（国税電子申告・納税シス
テム）などの電子申請や、様々なサービスに利用できます。
（初回発
行手数料は無料です）
また、２０２１年３月までに申請をすると上限５０００円分のキ
ャッシュレス決済で使えるポイントがもらえます。（別途、PC やス
マホでの申請が必要となります）
また、２０２１年３月（予定）からは健康保険証としても使える
ようになります。
（保険証として使う場合は事前に登録が必要になり
ます）
※個人番号カードの交付を一度受けた後に紛失などで、再交付を受
けられる場合は、手数料が８００円かかります。再交付された個人
番号カードに電子証明書を搭載する場合は
別途２００円かかります。
◆問合せ 役場住民課住民係
℡２－２５４９
マイナンバー総合フリーダイヤル
℡０１２０—９５－０１７８

水道凍結にご注意ください！
冬季間は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、上からぬるま湯(50℃程度)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）にぬるま湯(50℃程度)
を注ぐと床下にある管の解氷ができます。
※急に熱湯をかけると、蛇口や水道管が破裂することがあるので、
注意してください。
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。
事業者

㈱寺沢組
㈲武田燃料
㈱あかつき
㈲ホクエイ
◆問 合 せ

住

所

電

話

浜頓別町大通７丁目
２－２５１７
浜頓別町南１条３丁目 ２－２１２５
浜頓別町緑ケ丘５丁目 ２－４０２５
猿払村字猿払
０１６３５－４－５１５０
役場建設課上下水道係 ℡２－２３５８

道道の道路画像の公開について
宗谷総合振興局稚内建設管理部では、道道の道路画像を提供し、
交通安全に繋げるため、インターネット上でリアルタイムに公開し
ています。
◆試行期間 ３月２６日（金）まで（冬期間限定試行）
稚内市ノシャップ、稚内市宗谷村増幌、稚内市声問村
沼川、天塩郡豊富町豊徳、枝幸郡浜頓別町仁達内、
枝幸郡中頓別町兵安、枝幸郡枝幸町歌登本幌別、
利尻郡利尻富士町鴛泊大磯
◆問 合 せ 宗谷総合振興局稚内建設管理部建設行政室建設行政課
℡０１６２－３３－２５５０
メール wakanaidoboku.kanri1@pref.hokkaido.lg.jp
◆設置場所

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
【2 月 10 日～２月 25 日】
場
所
時
間
ほけんセンター 19:00～16:00

月 日
行
事
2/10（水） 巡回児童相談
2/16（火） 訪問リハビリ相談

13:30～16:00

シニア木曜学校
（お楽しみ講座）
2/19（金） 乳幼児健診
２/22（月）乳がん・子宮がん検診
シニア木曜学校
（お楽しみ講座）
2/25（木）
離乳食教室
（スタートクラス）
２/18（木）

菅原町長の動向

ほけんセンター 13:30～15:00
ほけんセンター 10:00～14:00
ほけんセンター 18:30～11:00
13:30～15:00
福祉センター

【２月１０日～２月２５日】

２月１５日（月）～１８日（木） 北海道町村会理事会他（札幌市）

オンライン面会のお知らせ

消防職員の募集

浜頓別町国保病院では、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

南宗谷消防組合では、消防職員を次により募集します。
◆受 付 期 間 ２月２４日（水）まで
※持参・郵送ともに２月２４日（水）必着
◆採用予定日 ４月１日（木）
※採用予定日は４月１日ですが、合格者の希望を考慮することも
可能です。
◆募 集 人 数 １名
◆勤

ほけんセンター 13:30～15:00

令和３年度南宗谷消防組合

務

地 南宗谷消防組合中頓別支署

◆受 験 資 格
○資格要件 普通自動車免許第一種免許取得者又は取得見込の者
（AT 車限定免許を除く）
○年
齢 満２６歳まで（令和３年４月１日現在）
○通 勤 等

議会のうごき
２月２２日（月）

議会運営委員会

※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。

知ってますか？道の「苦情審査委員」制度
道が行った業務や制度の内容を審査する制度が、
「北海道苦情審査
委員」制度です。皆さんに代わって、
「苦情審査委員」が公正で中立
的な立場から、道の関係機関に対し、必要な調査などを行います。
審査の結果、道の業務に不備な点や制度に問題のあるときは、道
の機関に是正や改善を求めます。もちろん、個人情報の保護にも十
分配慮します。
① 苦情申立の窓口は、道庁の『道政相談センター』か各総合振興局
（振興局）の総務課。
② 苦情申立書の付いたリーフレットを用意しています。
③ ホームページからでも申立書をダウンロードできます。
→道トップページの「総合案内」の道政相談等の窓口
→「２ 苦情審査委員の窓口」の
道政に関する苦情申立ては、北海道苦情審査委員へ
→４ 苦情申立てについて（申立書はこちら）
④ 申立て方法は、「苦情申立書」に必要な事項を記入し、提出して
ください。郵送、ファックス、メールでも申立てができます。
◆問合せ
北海道総合政策部知事室道政相談センター
〒０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西６丁目
ＴＥＬ ０１１－２０４－５５２３
ＦＡＸ ０１１－２４１－８１８１
メール kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp
電話番号

役場２−２３４５

多目的アリーナ２−４６６６

採用後、勤務地の中頓別町に居住可能な者

○欠格条項 地方公務員法第１６条の各号に該当する者
◆受験に必要な書類
○受験申込書 １通
※自筆で漏れなく記入し、写真は３か月以内に撮
影した脱帽の上半身写真を貼付
◆試 験 方 法 第１次試験：教養試験・適正試験・作文試験
第２次試験：体力試験・個別面接
◆試 験 日 時 第１次試験：３月７日（日）
※昼食は各自で用意してください。
・教養試験 午前 ９時 ～１１時
・適正試験 午前１１時半～正午
・作文試験 午後 １時 ～２時
第２次試験：３月下旬予定（別途通知します）
◆試 験 場 所 南宗谷消防組合枝幸消防署
枝幸町新港町９０８番地４
◆そ の 他 受験申込書は、消防本部及び中頓別支署に用意して
あります。
（南宗谷消防組合のホームページからもダウ
ンロードできます。）
◆受験申込先 〒０９８－５８０８ 枝幸郡枝幸町新港町９０８番地４
南宗谷消防組合消防本部総務課
◆問 合 せ 南宗谷消防組合消防本部総務課庶務グループ
℡０１６３－６２－１４２１
南宗谷消防組合中頓別支署庶務グループ
◆問 合 せ ℡０１６３４－６－２１１９

◆ホームページＵＲＬ

http://www.hamaton-hp.jp/

「統計の日（１０月１８日）」の標語募集
総務省では、統計の重要性に対する国民の関心と理解を深め、統
計調査に対する国民のより一層の協力を頂けるようにと定めた「統
計の日（１０月１８日）」を中心として統計知識の普及のための周知
活動を行っています。その一環として、毎年「統計の日」のポスタ
ーを始めとする広報媒体に活用すべく標語を募集しています。
◆募集期間 ３月３１日（水）まで
小学生の部・・・小学校の児童
中学生の部・・・中学校の生徒
高校生の部・・・高等学校の生徒
一般の部・・・・上記以外の学生及び一般の方
統計調査員の部・・統計調査員又は登録調査員
公務員の部・・・都道府県、市区町村の職員
◆応募について

◆募集部門

・１人５作品まで応募できます。
・任意の様式に、以下の記載事項を明記の上、応募してください。
①部門 ②お住まいの都道府県名 ③氏名（ふりがな）
④所属・学校名（学年） ⑤電話番号 ⑥標語
※一般の部：④は記入不要です。
※統計調査員の部：④は「浜頓別町統計調査員」と記入してください。
※②～⑤の情報は、応募作品内容の確認や入選時などの連絡・確認
のために利用します。
※応募作品は、自作で未発表のものに限ります。
◆提出方法
・小学生の部、中学生の部、高校生の部、一般の部は、総務省政策
統括官室まで、メール、ＦＡＸ又は郵送にて提出してください。
メールの場合 toukeinohi@soumu.go.jp
ＦＡＸの場合 ０３－５２７３－１１８１
郵 送 の 場 合 〒１６２－８６６８ 東京都新宿区若松町１９－１
総務省政策統括官付統計企画管理官室
地方統計機構担当 宛
・統計調査員の部・公務員の部は、役場総務課まちづくり係へ提出
してください。
◆問合せ 総務省政策統括官付統計企画管理官室地方統計機構担当
℡０３－５２７３－１１４４

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