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第１０回北オホーツク１００㎞
マラソン大会の中止について
北オホーツク１００㎞マラソン実行委員会では、７月２５日（日）
に開催を予定していました第１０回大会について、現時点において
も新型コロナウイルス感染症の終息の見通しや、ワクチン接種のス
ケジュール、ワクチンの有効性や安全性を見極めることが困難であ
ること、また、ランナーはもとより、町内外のボランティアスタッ
フや関係者の皆さんの安全・安心を確保し、万全な状態で大会を運
営することが困難な状況をふまえ、大会の中止を決定しました。
２年連続の中止となりましたが、開催される他のマラソン大会を
参考にしながら、新たなスタイルでより良い大会が運営できるよう
努めてまいりますので、引き続き、ご支援・ご協力をお願いします。
◆問合せ 北オホーツ１００㎞マラソン実行委員会 ℡２－２３４５

確定申告・相談について
◆場

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。
※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。
所得税確定申告及び住民税・国民健康保険税申告相談については、
国税庁より「新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からの申告
期限を４月１５日（木）まで延長する」との発表がされていますが、
当町の確定申告会場（ほけんセンター）での申告受付は、３月１５
日（月）までとなっています。
３月１６日（火）以降に確定申告をされる場合は、４月１５日（木）
まで役場税務係窓口で申告相談（事前予約制）を受付いたします。
◆問合せ 役場住民課税務係 ℡２－２５４９

町民交通傷害保険の廃止について
本町では、町民交通傷害保険を実施してまいりましたが、この度、
保険事業を担ってきた損害保険会社が、３月３１日（水）をもって、
町民交通傷害保険の販売を停止することになり、現行の保険事業の
継続が困難となったため、町民交通傷害保険を廃止することとなり
ました。
これまで、町民交通傷害保険に加入・協力いただきました皆さん
に深く感謝いたしますとともに、町民交通傷害保険の廃止について
ご理解くださいますようお願いします。
・令和３年４月以降を始期とする契約はできません。
・現在、加入している保険の補償は、満期まで有効です。
◆問合せ 町地域安全推進協議会事務局（役場住民課環境生活係）
℡２－２５４９

第１６９２号

令和３年度「協会けんぽ」保険料率改定

海上保安学校学生募集

令和３年３月分（４月納付分）から健康保険料率は１０．４５％
（プラス０．０４ポイント）、介護保険料率は１．８０％（プラス０．
０１ポイント）となります。健康保険料率及び介護保険料率の引上
げに関しまして、何卒ご理解をいただきますようお願いします。
◆問 合 せ 全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道支部
℡０１１－７２６－０３５２

令和３年１０月採用の職員（海上保安学校学生）を募集します。
◆インターネット受付
３月２６日（金）～４月２日（金）
◆試験日程 第一次試験 ５月１６日（日）

地域コーディネーター募集
町内の小中学校及び浜頓別高校における活動と地域ボランティア
とをつなぐ地域コーディネーターを募集します。
◆職
種 学校地域支援本部地域コーディネーター
◆募集人数

１名

◆勤務場所

多目的アリーナ

◆業務内容
◆任用期間

町内小中学校及び高校が実施する活動、
地域ボランティアとのコーディネート業務など
４月１日（木）～令和４年３月３１日（木）

◆報

時給１，２００円

酬

◆勤務日及び勤務時間
週３日程度 午前９時～正午
◆各種保険 社会保険及び雇用保険等加入なし
◆試験方法

書類審査又は面接試験

◆申 込 み

３月２２日（月）までに履歴書（写真添付）を町教育
委員会生涯教育係へ提出してください。
町教育委員会生涯教育係 ℡２－４６６６

◆問 合 せ

財務専門官採用試験のお知らせ
財務省北海道財務局では、財政、金融のプロフェッショナルとし
て活躍する財務専門官を募集しています。
◆受 験 資 格
・１９９１（平成３）年４月２日から２０００（平成１２）年
４月１日生まれの者
・２０００（平成１２）年４月２日以降生まれの者で次に掲げる者
（１）大学を卒業した者及び２０２２（令和４）年３月までに大学
を卒業する見込みの者
（２）短大又は高専を卒業した者及び２０２２（令和４年）３月ま
でに短大又は高専を卒業する見込みの者
◆受験申込受付期間
３月２６日（金）午前９時～４月７日（水）
【受信有効】
◆受験申込方法
インターネットの次のＵＲＬより申し込みください。
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
◆第１次試験日 ６月６日（日）
◆問

合

令和３年４月 1 日において高等学校を卒業した日の
翌日から起算して１３年を経過していない者
令和３年９月までに高等学校を卒業する見込みの者
◆海上保安庁職員採用ホームページ URL
https://www.kaiho.milt.go.jp/ope/saiyou/bosyu/
◆問 合 せ 稚内海上保安部管理課
℡０１６２－２２－０１１８
◆受験資格

令和３年度（第１回）
北海道警察官採用試験のお知らせ
枝幸警察署では、北海道警察官採用試験の受験案内を３月１日
（月）から配付しています。
◆採用予定人員 男性

A区分 125名程度

B区分

40名程度

女性

A区分 140名程度

B区分

15名程度

◆試 験 区 分

A区分～大学（短期大学を除く）等を卒業した方
（令和４年３月末日までに卒業見込みの方を含む）
B区分～A区分以外の方

◆受験資格年齢 平成元年４月２日から平成16年４月１日までに
生まれた方
◆第 1次 試 験 日 ５月９日（日）
◆受験申込書の受付期間
４月2日（金）
◆問

合

せ

枝幸警察署

午後５時３０分まで

℡0163-62-0110

「令和３年度訓練生」随時募集
「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。
◆募集訓練科 建築デザイン科・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 ４月５日（月）まで
◆選 考 試 験 日

応募状況により別途定める

◆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 方 法

数学、国語、面接

◆合 格 発 表

選考試験実施後、概ね一週間後

◆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

せ 財務省北海道財務局人事課人事係
℡０１１－７０９－２３１１

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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自動車税種別割の住所変更をお忘れなく

行事予定
月 日

行
事
シニア木曜学校
（ダンス）
3/11（木）
離乳食教室
（もぐもぐクラス）
離乳食教室
3/12（金）
（かみかみクラス）
3/14（日）浜頓別中学校卒業式
3/16（火）訪問リハビリ相談
シニア木曜学校
3/18（木）（ダンス）
マタニティ学級Ⅱ—④
3/19（金）乳幼児健診
3/20（土）浜頓別小学校卒業式
こども園すまいる
3/21（日）
卒園式
巡回健康相談
3/23（火）

【３月１０日～３月２５日】
場
所
時
間
13:30～15:00
福祉センター
ほけんセンター 13:30～15:00
ほけんセンター 13:30～15:00
浜頓別中学校
福祉センター

10:00～
13:30～16:00
13:30～15:00

ほけんセンター
ほけんセンター
浜頓別小学校
こども園すまいる

13:15～15:00
10:00～14:00
19:30～
10:00～

豊牛・豊寒別地区 10:00～15:30
安別・共和・仁達内地区
3/25（木）シニア木曜学校（閉講式） ほけんセンター 13:30～15:00

菅原町長の動向【３月１０日～３月２５日】
３月 2５日（木）～２６日（金）北海道造林協会理事会（札幌市）

サイバー犯罪に注意
近年、スマートフォンの普及などにおけるインターネット利用者
の増加傾向に伴い、ネットバンキングに係る不正送金事案や、偽サ
イトに係るフィッシング詐欺事案及びランサムウェア等の不正プロ
グラム事案など、国民生活を脅かすサイバー犯罪の危険性が社会全
体で大きく取り上げられています。
サイバー犯罪の被害に遭わないように、次の対策を実施しましょ
う。
・ＩＤやパスワードは、自分自身でしっかり管理する
・パソコンやスマートフォンにはウイルス対策ソフトをインストー
ルする
・パソコンの基本ソフト（ＯＳ）やウイルス対策ソフトは常に最新
の状態にしておく
・身に覚えのないメールの添付ファイルやＵＲＬは開かない
・不必要なアプリや信頼のおけないサイトからソフトウェアをダウ
ンロードしない
・定期的にバックアップデータを保存する
・オンラインショップでの買い物では、そのサイトか本物かどうか
をよく確認する
※サイバーセキュリティは、一つの対策を講じれば大丈夫というわ
けではありません。
複数の対策を併用して、インターネットを安全に利用しましょう。
電話番号

役場２−２３４５

多目的アリーナ２−４６６６

水道凍結にご注意ください！

自動車税種別割は、４月１日現在の登録に基づいて課税される税
金です。
●引っ越しで住所が変わったときなどは、運輸支局で変更登録をし
てください。
次の場合は運輸支局で登録手続きが必要です。
・住所が変わったとき（変更登録）
・自動車を売買したとき（移転登録）
・自動車を使用しなくなったとき（抹消登録）
令和３年度の自動車税納税通知書を確実にお届けするために、
３月中に手続きをお願いします。
●変更登録が間に合わないときは…
札幌道税事務所自動車税部にご連絡いただくか、道税ホームページ
から自動車税の住所変更手続きが可能です。
◆問合せ
札幌道税事務所自動車税部
TEL ０１１ －７ ４６－ １１ ９０
URL http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/address/index.htm

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。
火災はちょっとした気のゆるみから発生することが多いものです。
かけがえのない命を守るために、日々の住宅防火に対する取組みを
それでも水が出ないときは…
お願いします。
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
住宅火災の実態を見ると、亡くなられた方の多くが６５歳以上の
理の依頼をしてください。
高齢者となっています。
住
所
電
話
事業者
最近では、一人暮らしのお年寄りも増えていますので、地域みん
㈱寺沢組
浜頓別町大通７丁目
２－２５１７
なの力を合わせて火災からお年寄りを守りましょう。
㈲武田燃料 浜頓別町南１条３丁目 ２－２１２５
火の取扱いには、十分な注意をはらうよう心がけるとともに、特
㈱あかつき 浜頓別町緑ケ丘５丁目 ２－４０２５
に次のことに注意しましょう。
㈲ホクエイ 猿払村字猿払
０１６３５－４－５１５０
◆問 合 せ 役場建設課上下水道係 ℡２－２３５８

住宅防火について

住宅防火

いのちを守る

７つのポイント

—３つの習慣・４つの対策—
★３つの習慣
・寝たばこは絶対にやめる。
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
★４つの対策
・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力を
つくる。
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
（設置は義務です）
・寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を
使用する。
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
◆問合せ

「遊びの広場・キッズスペース」
利用再開のお知らせ
町交流館では「遊びの広場・キッズスペース」を新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止の為利用停止としていましたが、３月１日（月）
より利用再開となりました。
※午後１時～２時は清掃の為、利用できません。
ご来館の際はマスクの着用、検温、手指の消毒を宜しくお願いし
ます。
皆様のご来館を心よりお待ちしています。
◆問合せ 浜頓別町交流館 ℡8-7887

総務部危機対策局危機対策課消防係
℡０１１－２０４－５００９

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