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防災行政無線を用いた情報伝達試験の実施
地震、津波、武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システ
ム（J アラート）を用いた情報伝達試験が実施されます。ご家庭に設
置されている防災行政無線からもテストメッセージが流れますので、
事前にお知らせします。
◆試験実施日時 １０月６日（水）午前１１時頃
◆問

合 せ 役場総務課総務係 ℡２－２３４５

戸籍届出の押印廃止について
戸籍の届出について、戸籍法が一部改正され、令和３年９月１日
以降、戸籍届出時（出生・婚姻・死亡など）の押印が不要となり、
届出人の署名だけで届出できる取扱いに変更されました（引き続き、
届出人の意向により、任意に押印することは可能とされています）。
ただし、死亡届において、当町火葬場を利用する場合は、火葬許
可申請書に押印が必要なため印鑑をお持ちください。
◆問 合 せ 役場住民課住民係 ℡２－２５４９

小型家電リサイクルの対面回収のお知らせ
小型家電の対面回収を次の日程で実施します。
◆日 時 １０月２３日（土） 午前１０時～正午
◆場

所 浜頓別町智福１丁目 役場倉庫（旧つうけん倉庫）前
（下記地図参照）※今回から場所が変わります。

第１７０５号

祝日の移動に伴う役場の開庁日について
国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）の規定によ
れば、
「スポーツの日」は１０月の第２月曜日ですが、今年は７月２
３日に移動しているため、１０月１１日は平日となり、役場は業務
を行っています。

アメニティ公園の滝及び噴水停止のお知らせ
アメニティ公園の滝と噴水については、今年度の利用を９月３０
日（木）で終了します。
トイレ及び遊具の使用と照明灯の点灯は１０月末までとなってい
ますので、引き続きアメニティ公園をご利用ください。
◆問合せ 役場建設課土木係 ℡２－２３５８

今年の観光施設の終了のお知らせ
はまとんべつ温泉「足湯」は、９月２４日（金）をもちまして終

◆日

時 １０月２０日（水）午前１０時 ～１１時

◆場

所 こども園多目的ホール

◆対

象 こども園に入園していないお子さん
事前の申込みは不要ですので、是非ご参加ください。
◆内 容 ４歳児の園児との交流です。
人形シアター（ぞうくんのさんぽ）を視聴します。
◆持ち物 保護者とお子さんの上靴
◆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。
※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。

公証週間のお知らせ

了しました。
来年度のご利用をお待ちしています。
◆問 合 せ 役場産業振興課商工観光係 ℡２－２３４６

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

秋はヒグマに注意にしてください
秋に入り、キノコ採りのシーズンとなりますが、今年は、道内各
地でヒグマによる人身事故が多く発生しています。そのため野山に
出かける際には、次の「基本的ルール」をしっかり守りましょう。

☆野山でヒグマに遭わないための基本的なルール☆

※箱や袋などの梱包から出してお持ちください。
※今回実施する対面回収ではバスターミナルに設置されている回収
ボックスに入らないものや、ボックス回収を対象外としているパ
ソコン本体・ノートパソコンが対象となります。
※パソコンなどのブラウン管・液晶モニターは回収できません。各
メーカーへ問合せください。
※個人情報は個人の責任で消去してください。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９

子育て支援センター事業「異年齢交流」

・食べ物やごみは必ず持ち帰る。
・１人で野山に入らない。必ず２人以上で行動する。
・知人に知らせてから野山に入る。
・鈴やラジオなどの音が出るものを鳴らしながら歩く。
・薄暗い時間やヒグマの出没があった時は、野山に入らない。
・ヒグマの姿、痕跡、フンを見つけたらすぐに引き返す。
おいしい秋の味覚を堪能するためにもこれらのルールを必ず守り、
気を付けて行動するようにしましょう。
ヒグマの姿、足跡、フンを発見した場合は、速やかに下記まで情
報をお寄せください。
◆問合せ 役場産業振興課水産林務係（平日） ℡２－２３４６
枝幸警察署浜頓別駐在所（土・日・祝日） ℡２－２１１０

１０月１日（金）～７日（木）までは公証週間です。
公証人は、公証役場において遺言や大切な契約などの公正証書の
作成、会社を設立する際の定款の認証などを行っています。
公証人は、法務大臣によって任命される公務員です。
◆「遺言は公正証書で！」
遺言者は家族関係にふさわしい形で財産を継承させるには、遺言
をしていただくことが一番です。遺産争いを予防し、紛失の心配も
ないので、後に残された方々が困りません。原本は公証役場で保存
していますので、偽造・変造の心配もありません。
また、公証人が自宅や病院（施設）へ出向いて遺言書を作成する
こともできます。
日本公証人連合会のホームページにおいても、公証制度を紹介し
ていますので、ご利用ください。
◆日本公証人連合会ホームページ http://www.koshonin.gr.jp/
◆問合せ
旭川公証人合同役場 ℡０１６６－２３－００９８
名寄公証役場
℡０１６５４－３－３１３１
旭川地方法務局
℡０１６６－３８－１１４４

「守ってね！最低賃金」
北海道内の事業場で働くすべての労働者（会社員、パート、アルバ
イトの方、学生さんなど働くすべての人）及びその使用者に適用され
る北海道最低賃金が次のとおり改定されます。
※従事する職種によっては特定最低賃金が適用されます。
◆最 低 賃 金 額 時間額 ８８９円
◆効力発生年月日
◆問

合

１０月１日（金）

せ 北海道労働局
℡０１１－７０９－２３１１
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行事予定
月

日

行

（９月２５日～１０月９日）
場
所
時
間

事

9/29（水） 巡回健康相談

10 月旭川医大出張診療日

豊牛・豊寒別地区 10:00～15:00

はくちょうサークル
シニア木曜学校（リズム体操）
乳児相談
10/11（金）
なかよし広場

ほけんセンター
福祉センター
ほけんセンター
多目的アリーナ

10/15（火） 巡回健康相談

宇曽丹・金ケ丘地区 10:00～15:00

10/16（水） 乳幼児歯科健診

ほけんセンター

9/30（木）

10/17（木） シニア木曜学校（絵手紙） 役場大会議室

10:00～12:00
13:30～15:00
10:00～15:00
10:00～11:30
19:00～14:30
13:30～15:00

菅原町長の動向【９月２５日～１０月９日】
9 月２８日（火）～ ９月２９日（水）道町村会理事会（札幌市）

議会のうごき
９月３０日（木） 総務福祉常任委員会
１０月 ６日（水） 広報特別委員会
１０月 ７日（木） 広報特別委員会
１０月 ８日（金） 産業教育常任委員会
※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。

ワンちゃんの写真を「はまとんべつドッグラン」
のホームページに掲載しませんか？
はまとんべつドッグランのホームページに掲載する写真を募集し
ています。
◆応 募 条 件 はまとんべつドッグランで撮影されたものに限ります。
◆応 募 締 切

１０月３１日（日）受信有効

◆写真送付先 machizukuri@mail.town.hamaton
betsu.hokkaido.jp
（右記 QR コードからも送れます）
◆掲載ページ https://hamatonbetudogrun.wix
site.com/website
※画素数が小さい写真は、ホームページ上で小さく
表示される場合があります。
※ホームページの容量上、ご希望に添えない場合も
あります。
◆問 合 せ 役場総務課まちづくり係
℡２－２３４５

電話番号

役場２－２３４５

多目的アリーナ２－４６６６

産婦人科

１０月 ７日（木）
８日（金）
２１日（木）
２２日（金）
整 形 外 科 １０月 ７日（木）
２８日（木）
眼
科 １０月 ６日（水）
２０日（水）

板橋医師（一日診療）
板橋医師（一日診療）
片山医師（一日診療）
片山医師（一日診療）
佐々木医師（一日診療・予約制）
柴田医師（一日診療・予約制）
大野医師（午前診療・予約制）
高橋医師（午前診療・予約制）

車両交通規制お知らせ
工事に伴う車両交通規制をお知らせします。
車両交通規制箇所では大型車(ダンプトラックなど)の出入りもあ
りますので、工事期間中は付近を通行される方は十分にご注意願い
ます。
◆工事情報
工 事 名：日の出緑ヶ丘道路舗装工事 (片側交互通行)
工事業者：あすなろ道路株式会社 ℡２－２２１０
期
間：１１月２５日（木） まで

１０月は小児科医による診察はありません。
●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。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回必ず受付に提示願います。
◆問合せ 町国保病院 ℡２－２２０３

１０月の町民健康ドックについて
１０月の町民健康ドックは、中止とさせていただき
ます。町民健康ドック受診を希望される方には大変ご
迷惑をお掛けしますが、ご了承願います。
◆問合せ 役場保健福祉課健康づくり係
℡２－２５５１

９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 ９月３０日（木）午後１時
～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
◆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

◆9月の担当弁護士

出村 洋介 弁護士

◆予約・問合せ ９月２９日（火）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）

◆問合せ 役場建設課土木係

℡２－２３５８

町立図書館からのお知らせ
―１０月の特集展示―
・ダイエット 特集（１階展示）
暑い日が落ち着いた今、挑戦しませんか？運動から食事のダイエット
本特集（道立図書館借受本）
・お仕事小説 特集（１階展示）
意外と多い、仕事を題材にした小説！気軽に読めるものからミステリ
ーまで。
・それいけ！アンパンマン 特集（２階展示）
１０月３日は“アンパンマンの日“って知っていましたか？一度は通
る道、アンパンマン！の絵本が大集合！！ （道立図書館借受本）
・ハロウィン 特集（２階展示）
かぼちゃや魔女が出てくる絵本や、ハロウィンが楽しくなる飾りつけ
や仮装の本まで♪

☆図書の返却について☆
図書館入口に新たに図書返却ポストを設置しま
した。屋外に設置しているので２４時間返却可能と
なっています。
なお、多目的アリーナに設置している図書返却ポ
ストは９月末まで設置する予定としています。

浜頓別町ホームページ http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/
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町民ミニドック・エキノコックス症検診のお知らせ
◆日

時

１０月３１日（日）、１１月１日（月）

◆場

所

ほけんセンター

午前６時３０分～１０時３０分

◆内容・対象・料金
健（検）診項目

対

象

料

金

検 査 内 容

①基本健康診査

２０歳以上
（40～70 歳は国保のみ）

身体計測、尿検査、血圧
測定、血液検査、眼底検
2,000 円
査、心電図検査、腹囲測
定、診察

②胃がん検診

３０歳以上

1,500 円 バリウム検査

２０歳以上（レントゲン）

300 円 胸部 X 線検査

③肺がん検診
原則 50 歳以上（CT）
④大腸がん検診
⑤前立腺がん検診
⑥骨粗しょう症検診
⑦肝炎検診

⑧エキノコックス症検診

⑨内臓脂肪測定

２０歳以上
２０歳以上
（男性のみ）
２０歳以上
（女性のみ）
令和４年３月末に４０歳～７０
歳でこれまで検査をしたことが
ない方
小学３年生以上で、以前受診し
たエキノ検診の結果、異常なし
とされ、５年以上検診を受けて
いない方
20 歳～74 歳
（内臓脂肪単独）
50 歳～74 歳
（肺がん CT 併用）

2,500 円 ヘリカル CT 検査
200 円 便潜血検査２日分
600 円 血液検査
400 円 踵部超音波検査
700 円 血液検査
３００円
１８歳 血液検査
未満無料
900 円
ヘリカル CT 検査
600 円

※昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの男性は、風しん抗体検査を無料で受け
ることが出来ます。詳細はお問い合せください。
❏お得ポイント１ 国保加入者で①～④全て受ける場合は、2,000 円の補助があります。
❏お得ポイント２ 厄年健診対象者は、希望項目すべて無料です。
❏お得ポイント３ ７０歳以上の方は全て無料です。
❏お得ポイント４ 浜頓別町健康ポイントが貯まります。

☆厄年健診を実施しています☆
数え年で本厄にあたる男性４２歳・６１歳、女性３３歳・３７歳・６１歳の方は、健診を
無料で受けることができます（対象者にはハガキを送付しております）
。
特定健診は４０歳～７４歳の国保加入の方のみとなっております。４０歳～７４歳の国保
以外の方は、基本健診は受診できませんが、その他の検診項目は無料で受けることができま
す。
◆申込み・問合せ

役場保健福祉課健康づくり係 ℡２－２５５１
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林業退職金共済制度（林退共）へ加入しませんか
林退共は昭和５７年に発足した林業界で働く方のために国が作った退職金制度です。
この制度は事業主の方々が、従事者の働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳
に貼り、その従事者が林業界をやめたときに林退共から退職金を支払うという、いわば林業
界全体の退職金制度です。
・掛金は、税法上について、法人では損金、個人企業では必要経費となります。
・掛金の一部を国が免除します。
・雇用事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算されます。
◆事業主の皆様へ
・共済証紙は労働日数に応じて適正に貼付してください。
・共済手帳を所持している従事者が林業界を引退するときは、忘れずに退職金を請求するよ
う指導してください。

◆問合せ
独立行政法人勤労者退職金共済機構 林業退職金共済事業本部
℡０３－６７３１－２８８９ FAX ０３－６７３１－２８９０
※詳しくはホームページでもご案内しています http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp

令和４年度訓練生募集について
北海道障害者職業能力開発校では、令和４年度の訓練生を募集します。
◆対
象 者 障がいをお持ちの求職者
◆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 １１月１日（月）～１１月１９日（金）まで
◆選 考 試 験 日

１２月６日（月）

◆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 内 容

数学、国語、面接

◆申込み・問合せ 北海道障害者職業能力開発校
℡０１２５－５２－２７７４

FAX ０１２５－５２－９１７７

野犬掃とうの実施について
浜頓別町畜犬取締及び野犬掃とう条例第８条第２項及び第３項の規定により、畜犬取締及
び野犬掃とうを次のとおり行っています。
◆実施期間 令和 4 年３月３１日（木）まで
◆実施区域

浜頓別町全域

◆実施方法 薬殺及びその他の方法
◆注意事項

この期間中、登録畜犬であっても係留していない犬は全て野犬とみなし、誤殺
されても当町では責任を負いません。
◆問 合 せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９

ハローワーク求人情報
ハローワーク名寄より発行している求人情報は、役場にも設置していますので、ご利用く
ださい。
◆設置場所 役場１階町民ホール、役場２階産業振興課
◆発 行 日 ・9 月発行求人情報 ９月２４日（金）
・新規求人週間情報 毎週水曜日
◆問 合 せ ハローワーク名寄 ℡０１６５４－２－４３２６

