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北海道教育委員会会計年度任用職員募集

【学習指導員（非常勤）】
◆勤務場所 浜頓別小学校
◆募集人数

１名

◆業務内容

①提出物の採点補助
②TT 指導や授業のサポート
③その他、教員が行う業務の支援
◆資
格 満１８歳以上の者。
※教員免許などの資格は必要ありません。
◆雇用期間 ８月下旬（任用後）～令和４年３月３１日
◆賃

金 時給８９７円～１，１１９円(通勤手当相当額の支給あり)

◆勤務時間

１日２～３時間以内、かつ週あたり１２時間の範囲内
で所属長の定める時間
◆採用方法 面接
◆申 込 み

◆問 合 せ

８月５日（木）までに履歴書（写真添付）を町教育委
員会総務学校係へ提出してください。
履歴書の様式は教育委員会にありますので、ご連絡く
ださい。
町教育委員会総務学校係 ℡２－２５２５

北海道職員採用試験「普及職員（農業）」
の受験者募集について

◆第１次試験日

Ａ 区 分
大学卒業（平成３年４月
２日～平成１２年４月
１日までに生まれた方）
または卒業見込みの方(
平成１２年４月２日以
降に生まれた方）
１０名
８月１６日（月）～
８月２５日（水）
９月２６日（日）

◆試 験 地

札幌市、東京都

◆試験区分

◆採用予定人数
◆申込受付

Ｃ 区 分
民間企業などの職務経
験者（昭和３７年４月２
日～平成３年４月１日
までに生まれた方）

１２名
８月２日（月）～
８月１３日（金）

◆北海道普及職員(農業)職員採用ページ URL
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/gjf/fukyuu-saiyou.htm
◆問 合 せ

北海道庁農政部生産振興局技術普及課普及推進係
担当：神林
℡０１１－２０４－５３７９
（ダイヤルイン）

第１７０１号

浜頓別町過疎地域持続的発展市町村計画
（素案）の公表と意見募集
現在、町では「浜頓別町過疎地域持続的発展市町村計画（令和３
～７年度）」の策定を進めています。
このたび、計画（素案）がまとまりましたので、より良い計画と
するため、町民の皆さんからの意見を募集します。
◆計画公表場所
役場１階町民ホール・２階総務課窓口・浜頓別町ホームページ
◆公表・意見提出期間
７月２６日（月）～８月６日（金）
◆意見方法
意見提出用様式に必要事項を記入し、公表場所で直接提出してい
ただくか、郵送、ファックス、電子メールにより役場総務課まちづ
くり係に提出してください。なお、意見提出用様式は、公表場所ま
たは、町ホームページからダウンロードできます。
◆募集対象 浜頓別町民
◆そ の 他
・提出された意見は、後日、広報などで公表します。
・結果の公表につきましては、ご意見以外の内容
（住所・氏名などの個人情報）は公表いたしません。
◆問 合 せ 役場総務課まちづくり係
℡２－２３４５

水洗化されていない家庭用マンホールの
清掃案内のお知らせ
排水管閉塞などの原因となる一般家庭用マンホールの清掃業務を
次のとおり実施します。
なお、清掃業務は予約制となりますので役場住民課環境生活係ま
でご連絡ください。
◆日
時 ８月上旬（天候で順延有）
午前９時～正午、午後１時～３時
◆料
金 マンホール小（直径５０cm 未満）約 3,000 円（税込）
マンホール大（直径５０cm 以上）約 4,000 円（税込）
排水管洗浄
約 5,000 円（税込）
※清掃料金については、直接業者への支払いとなります。
※料金については変動する場合があります。
※清掃当日に不在の場合は、清掃ができません。
◆対象世帯 公共下水道、農業集落排水、浄化槽を
◆対象世帯 繋げていない世帯
◆清掃業者 未定
◆予約締切 ７月３０日（金）
◆問 合 せ 役場住民課環境生活係

℡２－２５４９

2021 ウソタン砂金フェスティバル
ウソタン砂金フェスティバルが開催されます。ご家族揃ってご参
加ください。
◆日 時 ８月８日（日）山の日 午前１０時～午後１２時３０分
※雨天決行
◆場 所 ウソタンナイ砂金採掘公園
※詳細は８月１０日広報（８月６日配達）にてお知らせします。
※当日は、平常通り砂金掘り体験を行っています。（体験料有料）
◆問合せ 役場産業振興課商工観光係 ℡２－２３４６

町有財産売払いのお知らせ
町が所有する土地及び建物を一般競争入札で売り払います。
◆売 払 い 財 産 旧頓別小学校教職員住宅（土地付き）
①海側（西側） 昭和６3 年建築 3ＤＫ 71.28 ㎡（土地約４７８㎡）
②海側（東側） 平成 元年建築 3ＤＫ 71.28 ㎡（土地約４７２㎡）
③山側（西側） 平成 ５年建築 3ＤＫ 72.87 ㎡（土地約２９９㎡）
④山側（東側） 平成 ８年建築 3ＤＫ 59.94 ㎡（土地約３８３㎡）
◆入 札 期 日 ８月２０日（金）午後２時～
◆入 札 場 所

役場２階大会議室

◆現地説明会日時

８月６日（金）午後１時３０分～ ※現地集合

◆参 加 資 格

町内の企業、団体、個人で町税及び使用料など
を滞納していない方。

◆売り払い条件
入札の参加にあたっては印鑑を持参し、入札単価は万円単位とし
ます。落札の決定は予定価格を超え、かつ最高入札価格で入札した
方を落札者とします。当該物件は現状のまま引き渡します。
◆問 合
せ 役場総務課管財係 ℡２－２３４５

７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 ７月３０日（金）午後１時３０分～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
◆7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
◆6月の担当弁護士 出村 洋介 弁護士
◆予約・問合せ 7 月２９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）

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 日
行
事
7/27（火）訪問リハビリ相談
7/28（水）なかよし広場
シニア木曜学校
7/29（木）（シナプソロジー）
はくちょうサークル
シニア木曜学校
8/15（木）
（お楽しみ講座（運動））
8/26（金）乳児相談
2021 ウソタン砂金
8/28（日）
フェスティバル

（７月２５日～８月９日）
場
所
時
間
19:30～16:00
こども園遊戯室・園庭 10:00～11:00
13:30～15:00
福祉センター
ほけんセンター
福祉センター

10:00～12:00
13:30～15:00

ほけんセンター
ウソタンナイ
砂金採掘公園

10:00～15:00
10:00～12:30

※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。

町立図書館からのお知らせ
―８月の特集展示―
・今こそ知っておきたいスマホのあれこれ 特集（１階展示）
持っている人もまだの人も！スマホの活用法を学ぼう！
（道立図書館借受本）
・青い表紙の本 特集（１階展示）
様々なジャンルの青色の本を集めました♪
・夏といえば…怪談 特集（２階展示）
隠れた人気の絵本や児童書の怪談本。暑い夏、本で涼しくなりません
か？
・読書感想文にオススメ本 特集（２階展示）
読書感想文に悩んでいるなら図書館へＧＯ！

★図書の返却について
図書館の休館日や閉館時間に図書を返却する場合は、多目的ア
リーナ（午前９時～午後９時まで）に設置している返却ボックス
をご利用ください。なお、多目的アリーナの休館日でも、午前９
時～午後５時までの間は多目的アリーナ入り口を開けていますの
で返却ボックスをご利用いただけます。

野生鳥獣（キツネなど）への餌付けはやめましょう
浜頓別町では、野生鳥獣からの被害を減らすため、捕獲の強化に
取り組んでいます。
しかし現在は、市街地においてもエゾシカ・キツネ・ヒグマ・カ
ラス・ハト・アライグマなどが出没し、民家の付近にも出没してい
る状況です。
その中で野生鳥獣への餌付けは、エキノコックス症などの感染症
や衛生環境への影響が懸念されます。さらに、餌付けされた野生鳥
獣はその後、人間に依存してしまい、交通事故や住宅街に住みつく
などの問題にも繋がりますので、野生鳥獣のためにも、決して餌を
与えないようお願いします。
◆問合せ 役場産業振興課水産林務係 ℡２－２３４６
電話番号

役場２－２３４５

多目的アリーナ２－４６６６

８月旭川医大出張診療日

町民健康ドックのお知らせ

８月 ５日（木） 板橋医師（一日診療）
１２月６日（金） 板橋医師（一日診療）
８月１９日（木） 片山医師（一日診療）
１２２０日（金） 片山医師（一日診療）
整 形 外 科 ８月 ５日（木） 佐々木医師（一日診療・予約制）
２６日（木） 柴田医師（一日診療・予約制）
眼
科 ８月 ４日（水） 石居医師（午前診療・予約制）
１２１８日（水） 高橋医師（午前診療・予約制）
小 児 科 ８月２０日（金） 若林医師（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。
※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

生活習慣病は、自覚症状がなくても進行すると後に心筋梗塞や脳
卒中、がんなどの重大な病気の原因になります。年に 1 回はご自分
の身体の状態を見直すため、健診を受けましょう。
◆場 所 浜頓別町国民健康保険病院

産婦人科

◆受付時間

健診日
８月２０日（金）
胃がん検診は胃バリウムです
８月２５日（水）
胃がん検診は胃カメラです
午前８時～8 時１５分

◆対

象

20 歳以上の町民
（40～74 歳は国民健康保険加入者のみ）

◆定

員

各日 2 名

◆日

程

子育て支援センター事業
☆ベビーマッサージ：親子でゆったりリラックス
◆日

時

８月２５日（水） 午前１０時３０分～１１時３０分

◆場

所

こども園 多目的ホール

◆講

師

◆対

のぐち母乳育児相談室 助産師・ラクテーションコン
サルタント・トコちゃんベルトアドバイザー
野口 智子 氏
象 未就学児を持つ保護者とその乳幼児

◆内

容

◆健診内容
・
◆料
金

ベビーマッサージ、保護者対象の簡単なヨガ

◆参 加 費 無料
◆持 ち 物 ヨガマット又はバスタオル、お子さんの飲み物（母乳・
◆持 ち 物 ミルク・お茶など）
、保護者の飲料水、汗拭きタオル
◆定

員 ８組（定員になり次第締め切らせて頂きます）

◆申 込 み 8 月１0 日（火）までに地域子育て支援センター（こど
も園内）にお申込みください。
◆そ の 他 運動しやすい服装で参加してください。
ベビーマッサージ終了後の午前１１時３０分から正午
まで、講師の野口氏による育児相談を行います。母乳
育児やお子さまの事、ご自身の事など聞いてみたい事
がありましたら事前に申込みください。
◆問 合 せ 地域子育て支援センター（こども園内）
℡２－３５３５
※参加者は当日の朝の検温（３７.５度以上の発熱の場合はお休み）、
玄関での手指消毒をお願いします。
※保護者はマスクの着用をお願いします。

①基本健康診査
※必須項目

2,000 円

②腹部超音波検査

1,500 円

3,600 円
③胃がん検診
※❶か❷どちらか
を選択
1,500 円

申込期間
8/2（月）～8/12（木）
8/2（月）～8/17（火）

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
※①基本健康診査を受け
る方のみ追加できます
❶胃カメラ
経鼻カメラも選択できます
❷胃バリウム
※80 歳未満の方のみ

④肺がん検診

300 円 胸部Ⅹ線検査

⑤大腸がん検診

200 円 便潜血検査 2 日分

⑥前立腺がん検診

600 円 血液検査（男性のみ）

⑦骨粗鬆症検診

400 円 踵部超音波検査（女性のみ）

⑧肝炎検査

700 円

血液検査（40～70 歳で検
査をしたことがない方）

⑨エキノコックス症検診
300 円 血液検査
※70 歳以上の方は①～⑨すべて無料です。
※国保加入者は①③④⑤まとめての受診がお得です。
（町より 2,000 円を補助します）
※新型コロナウイルス感染症の影響等により、中止・延期する場合
があります。
◆申込み・問合せ 役場保健福祉課健康づくり係 ℡２－２５５１
浜頓別風力発電機事業

環境影響評価書縦覧のお知らせ

風力発電機（風車）設備の計画を理解していただくために、風力
発電機の更新に係る「環境影響評価書」の縦覧を行っています。
◆縦覧場所 役場１階 町民ホール
◆縦覧期間

８月９日（月）まで

◆問 合 せ

合同会社ユーラスエナジー浜頓別
℡０１１－２７２－１２６０

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