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第４９回衆議院議員総選挙事務
会計年度任用職員募集

令和４年度採用浜頓別町職員募集
【保健師】
◆募集人数

１名

◆採用予定日

令和４年４月１日

◆受験資格

①保健師免許をもっている方、若しく
は取得する見込みのある方
②昭和５７年４月２日から平成１２年
４月１日までに生まれた方
※ただし、日本国籍を有しない方又は地方公務員法第
１６条各号に該当する方は受験できません。
◆試験内容 書類選考及び面接
◆試験日時 １０月中旬
◆試験会場 浜頓別町役場
◆募集期間

９月３０日（木）まで

◆申 込 み

試験申込書は役場総務課総務係または町ホームページ
（URL:http://www.town.hamaotonbetsu.
hokkaido.jp/）で入手してください

◆問 合 せ

役場総務課総務係
℡２－２３４５

令和３年度会計年度任用職員募集

【除排雪機械運転手】
◆募集人数

１５名

◆業務内容 除排雪機械運転業務及び凍結防止剤（砂）散布業務
◆雇用期間 １２月１日（水）～令和４年３月３１日（木）
◆応募条件

◆給

次の条件を全て満たしている方
①大型自動車及び大型特殊自動車の運転免許取得者
②車両系建設機械（整地、運搬、積込及び掘削）運転
技能講習修了者
与 月額２２４，６００円

◆手

当

◆各種保険
◆申 込 み

通勤手当・時間外手当等
社会保険加入あり

１０月６日（水）までに履歴書（写真不要）と運転免
許証（写し）
、車両系建設・機械運転技能講習修了証（写
し）と６か月以内に受診した健康診断書を添付して、
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

第１７０４号

第 49 回衆議院議員総選挙（任期満了日：令和 3 年 10 月 21 日）
の会計年度任用職員を募集します。
◆募集人数 1 名
◆業務内容 期日前投票受付・事務補助等
◆雇用期間 採用日から 30 日程度
（選挙日程が決定次第、採用者にスケ
ジュールなどを個別にご連絡します。）
◆応募条件 18 歳以上で町内在住の方（高校生不可）
◆給

与 時給８９７円

◆申 込 み

9 月 17 日（金）までに履歴書（写真添付）を総務課
総務係へ提出してください。
◆問 合 せ 浜頓別町選挙管理委員会事務局（役場総務課総務係）
℡２－２３４５

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援
特別給付金（その他世帯分）について
子育て世帯の支援をするため、新たな給付金を支給します。
◆支給対象者
所得要件のいずれかに該当し、かつ、養育要件のいずれかに該当
する方。
《所得要件》
①令和３年度住民税（均等割）が非課税である方
②家計急変者
（令和３年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収
入となった方）
《養育要件》
①令和３年４月分の児童手当受給者
②令和３年４月分の特別児童扶養手当受給者
③新規児童手当または特別児童扶養手当受給者
（令和３年 5 月～令和 4 年 3 月のいずれかの月分の受給資格の認
定を受けた方）
④令和３年３月３１日において、平成１５年４月２日から平成１７
年４月１日までの間に出生した児童の養育者
※公務員である方も含む
◆支 給 額
児童１人当たり一律５万円
※すでに同給付金を申請し、給付を受けている方、並びに同給付金

多目的アリーナの休館について
多目的アリーナ体育館ウレタン塗装修繕工事のため、下記の期間
休館となります。
利用者の皆さま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 １０月５日（火）～１０月７日（木）
◆問 合 せ 町教育委員会生涯教育係 ℡２－４６６６

観光施設の営業期間についてのお知らせ
次の観光施設について、今シーズンの営業終了日をお知らせしま
す。

☆ベニヤ原生花園

花・花ハウス☆

９月５日（日）をもって、今年度の営業は終了しました。
来年度の営業は、令和４年６月 1 日（水）からを予定しています。

☆ウソタンナイ砂金採掘公園☆
９月３０日（木）午後５時まで営業しています。
※受付けは午後４時３０分まで
◆問 合 せ 役場産業振興課商工観光係 ℡２－２３４６

マイナンバーカードを作りませんか
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）
等の電子申請など、様々なサービスにもご利用いただけます。（初回
発行手数料は無料です）
また、令和３年１０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。再交付されたマ
イナンバー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

花火やマッチの捨て方にご注意ください！

花火やマッチをそのまま捨ててしまうと収集車やごみ処理場内で
発火し、火災など重大な事故につながる恐れがあります。
未使用の花火やマッチは、一晩水につけて、十分に湿った状態で
のひとり親世帯での給付を受けている場合は対象とはなりません。
燃やせるごみで捨ててください。使用済みの場合も、水につけて十
◆申請締切日 令和４年２月２８日（月）
分に湿った状態で燃やせるごみに捨ててください。ご協力をお願い
◆問 合 せ 役場保健福祉課福祉係 ℡２－２５５１
いたします。
◆問 合 せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９
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行事予定
月

日

行
事
異年齢交流
9/16（木）シニア木曜学校
（健康トレーニング）
9/17（金）乳幼児健診
9/22（水）なかよし広場

国保病院からのお知らせ

（９月１０日～９月２４日）
場
所
時
間
こども園多目的ホール 10:00～11:00
福祉センター
13:30～15:00
ほけんセンター
多目的アリーナ

10:00～14:30
10:00～11:30

北海道障害者職業能力開発校見学会のお知らせ
「北海道障害者職業能力開発校」では、入校を希望される方などに
訓練内容や寮生活に関する理解を深めていただくことを目的に、見学
会を開催します。
◆日 時 １０月４日（月） 午後１時３０分～３時３０分
◆場 所 北海道障害者職業能力開発校（砂川市焼山６０番地）
◆対象者 一般見学の方、養護学校・支援学校・高等学校等の在校生、
保護者、教職員、障がい者関係機関等
◆締切日 ９月２７日（月）まで
◆申込み・問合せ
北海道障害者職業能力開発校
℡０１２５－５２－２７７４ FAX０１２５－５２－９１７７

自筆証書遺言書保管制度のご案内
遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段であり、
そして自筆証書遺言書は、自筆さえできれば遺言者本人のみで作成
できます。
これまでは、自筆証書遺言書の保管については、自分自身で保管
するか、遺言執行者等に預けるなどの方法しかありませんでしたが、
本制度の創設により、今は法務局に預ける事が出来るようになり、
遺言者本人の死亡後、相続人などに遺言書を発見されなかったり、
改ざんされたりすることを防ぐことができます。家庭裁判所の検認
手続も不要です。
自筆証書遺言書保管制度は、プライバシー保護と手続に一定の時
間が必要となることから、全て予約制となっています。ご検討され
る方は旭川地方法務局供託課まで、お気軽にお問い合わせください。
◆オンライン予約
法務局手続案内予約サービス
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/
◆手続きの詳細
法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00 051.html
◆問合せ
旭川地方法務局供託課 ℡０１６６－３８－１１６７
受付時間：平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで
（年末年始・祝日を除く）

電話番号

役場２－２３４５

多目的アリーナ２－４６６６

岡田院長が９月１３日（月）～１７日（金）まで、重松副院長が
９月２１日（火）～１０月１日（金）まで不在となります。不在の
期間の外科及び内科は、代替医師により診察を行います。なお、毎
週火曜日の夜間診療についても代替医師により通常どおり実施しま
す。
９月１３日（月）～ ９月１７日（金） 外科 山口医師
９月２１日（火）～１０月 １日（金） 内科 山口医師
新型コロナワクチン接種実施のため、９月２４日（金）午後の外
来診療（外科・内科）は休診となります。
◆問合せ 町国保病院 ℡２－２２０３

自賠責は切れていませんか？
交通事故による死傷者数は、年々減少傾向にあるものの、令和２
年の事故発生件数は約３１万件、死傷者数は約３７万人と、国民の
誰もが交通事故の被害者にも加害者にもなり得る極めて深刻な状況
となっています。
交通事故は車社会の負の部分であり、被害者にとっても加害者に
とっても悲惨な結果をもたらすものです。
自賠責保険・共済は、すべてのクルマ・バイク１台ごとに加入が
義務づけられており、加害者の賠償責任を担保することで、被害者
の基本的な賠償を保障する制度であり、被害者の救済を目的として
います。
一人ひとりが、より一層自賠責制度の役割や重要性、保険金・共
済金の支払いのしくみなどを十分に理解・認識することがとても大
切です。

自賠責保険・共済未加入での運行は法令違反です！
自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本的な対人賠償
を目的として、自動車損害賠償保障法に基づき、原動機付自転車を
含むすべての自動車に加入が義務付けられており、自賠責保険・共
済なしで運行することは法令違反ですのでご注意ください！

「国の教育ローン」のご案内
高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的
な融資制度です。お子さま 1 人につき３５０万円以内を固定金利（年
１．６６％（令和３年 8 月１日現在））で利用でき、在学期間内は利
息のみのご返済とすることができます。
詳しくは「国の教育ローン」で検索するか、下記のコールセンタ
ーへお問合せください。
◆問合せ 教育ローンコールセンター
℡０５７０－００８６５６（ナビダイヤル）
℡０３－５３２１－８６５６

ストップ・ザ・交通事故 ～めざせ 安全で安心な北海道～

秋の全国交通安全運動
― ９月２１日（火）～３０日（木）―
交通安全を自らのことと捉え、交通ルールの遵守や思いやりのあ
る交通マナーの実践が主体的に行われるよう、町民一人ひとりの交
通安全意識の高揚を図ることを運動の目的としています。
◆運動の重点
※ 子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保
※ 夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など、安全運転
意識の向上
※ 自転車の安全確保と交通ルール順守の徹底
※ 飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶
◆日
程 交通事故死ゼロを目指す日
９月３０日（木）
（全国一斉）

交通ルールとマナーを守り
「交通事故死ゼロ」を目指しましょう。
◆問 合 せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９

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。皆さん自身の利害に関する苦情であれば、苦情審
査委員に申立てができます。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、必要な調査等を行い
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 苦情申立ての窓口は、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 苦情申立書及び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
（または「道政相談」で検索）
→「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 「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（直通）
ＦＡＸ ０１１－２４１－８１８１
メール kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp

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