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新型コロナウイルスワクチン接種に係る
各種証明書について

浜頓別町人事異動
【浜頓別町発令】（令和３年１０月１日付）
職

所 属

名

建 設 課

技 師

氏 名
佐藤

侑亮

事 務 分 掌 発 令
建設課上下水道係主査兼土木係
主査を命ずる
（建設課上下水道係兼土木係を解く）

高齢者等除雪サービス事業について
町では、高齢者などの冬期間における生活の安全を確保するため
に、除雪サービス事業を社会福祉協議会に委託し、実施しています。
除雪サービス事業を希望される方は、次により申請してください。
◆対 象 者
高齢又は身体上の理由により、自力での除雪が困難で、親族など
の援助を受けることができない世帯。なお、令和３年度（令和２年
中）の世帯所得の合計額が２００万円以上の世帯は対象外となりま
す。
※原則、世帯所得の合計額が２００万円未満の世帯を対象とします
が、世帯員の身体状況によっては、認められる場合があります。
◆内
容 生活道路、べランダなど必要最小限の範囲の除雪
◆料

金

◆申請期日

無料
１０月２７日（水）まで

◆申 請 先 役場保健福祉課福祉係（℡２－２５５１）または
地区担当民生委員へご相談ください。

新型コロナウイルス感染症に対する
町の支援策について
浜頓別町では、町民の方へ向けた新型コロナウイ
ルス感染症に対する支援策として、次の事業を実施
します。この事業は、国からの新型コロナウイルス
感染症対応地方創生臨時交付金を活用しています。
【地域応援商品券事業】

第１７０６号

【飲食利用促進事業】

生活支援並びに町内店舗を応援 売上減少等の影響を受けている
するため、地域応援商品券（町民 飲食業等を応援するため、飲食利
１人当たり１万円分）
用券（１世帯あたり３千円分）
◆配布時期 １０月下旬
◆使用期限

１０月下旬～令和 4 年２月２８日（月）

◆配布方法

各世帯に送付

◆問 合 せ

役場産業振興課商工観光係 ℡２－２３４６

①新型コロナウイルス感染症予防接種証明書（ワクチ
ンパスポート）の発行について
諸外国への入国時の防疫措置の緩和及び入国後の特定活動の際に
接種証明書の提示を求められた場合を想定し、予防接種証明書（ワ
クチンパスポート）を発行します。
◆交付対象者
浜頓別町が発行した接種券を用いてワクチン接種を受けた方で、
海外への渡航を予定している方

②新型コロナウイルスワクチン接種済証の再発行に
ついて
ワクチン接種を受けた方には接種済証をお渡ししていますが、汚
損や紛失等された方に対して接種済証を再発行できるようになりま
した。
◆交付対象者
浜頓別町が発行した接種券を用いてワクチン接種を受けた方で、
接種済証を汚損・紛失等された方
◆問合せ 役場保健福祉課健康づくり係 ℡２－２５５１

自立生活支援センターのご案内
自立生活支援センターは、暮らしの中での不安や困りごとを抱え
ている方のご相談を広く受け止め、解決できるように一緒に考える
お手伝いをしています。
◆支援内容
・支援に必要な情報を集めて提供
・住まいや仕事を探すために不動産屋、ハローワークなどに同行
・生活リズムを整えるために決まった日時に面談をする
・支払い方法の相談や手続きの同行支援
・多重債務の解決に向けて相談のための弁護士事務所に同行
・家族が支援を必要としている場合、必要な支援ができる機関につ
なげる
◆相談方法
電 話 ０１６３－６２－２６２６
月～金曜日（土・日・祝日・年末年始を除く）
午前９時～午後５時
メール Syakyou-esashi@angel.ocn.ne.jp
住 所 枝幸町北栄町１２７８番地１１
稚内市社会福祉協議会自立生活支援センター枝幸事務所
◆問 合 せ
社会福祉法人稚内社会福祉協議会自立生活支援センター枝幸事務所
℡０１６３－６２－２６２６

パークゴルフ場・屋外スポーツ施設の
終了のお知らせ
次の施設は１１月７日（日）をもちまして、今シーズンの開放を
終了します。
◆閉鎖施設
浜頓別パークゴルフ場、下頓別パーク
ゴルフ場、白鳥パークゴルフ場、町営
野球場、山村広場、運動公園、テニス
コート、ゲートボール場
◆シーズン券の有効期限
１１月７日（日）まで
※屋内施設をご利用の方は、券の更新をお願いします。
◆問 合 せ 町教育委員会生涯教育係 ℡２－４６６６

観光施設の終了のお知らせ
ウソタンナイ砂金採掘公園は、９月３０日（木）をもちまして、
今年度の営業を終了しました。
◆問 合 せ 役場産業振興課商工観光係 ℡２－２３４６

アメニティ公園の滝及び噴水の
利用終了のお知らせ
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）をもちまして終了しました。
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

環境省アクティブ・レンジャー写真展
◆日

時

◆場

所

１０月３１日（日）まで

浜頓別クッチャロ湖水鳥観察館 レクチャールーム
（開館時間 午前９時～午後５時）
※月曜休館（祝日の場合はその翌日）
◆内
容 環境省北海道地方環境事務所に所属
するアクティブ・レンジャー（自然保護官補佐）
１１名と、アクティング・レンジャー（希少種保
護増殖専門員）１名は、道内で国立公園や国指定
鳥獣保護区で動植物の保護、自然解説などの業務
を行っている職員です。
日頃の業務を通して撮影した写真や仕事を紹介
するポスターを展示し、北海道各地の自然が持つ
素晴らしさと自然環境保全運動について紹介しま
すので、是非お立ち寄りください。
◆そ の 他 料金はかかりませんので気軽にお越しください。
◆問 合 せ 役場産業振興課商工観光係 ℡２－２３４６

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

国保病院から休診のお知らせ

（１０月１０日～１０月２４日）
月 日
行
事
場
所
時
間
10/13（水） 産後ケア事業
ほけんセンター 10:00～12:00
10/14（木） シニア木曜学校（リズム体操） 福祉センター
13:30～15:00
10/15（金） 巡回健康相談
下頓別・高砂地区 10:00～15:00
10/20（水） 異年齢交流
こども園
10:00～11:00
シニア木曜学校
10/21（木）
13:30～15:00
福祉センター
（健康トレーニング）
10/22（金） 乳幼児健診
ほけんセンター 12:00～15:30

就学時健康診断のため、１０月２０日（水）の内科外来診療
は午後から休診となりますのでお知らせします。

菅原町長の動向【１０月１０日～１０月２５日】
１０月２１日（木） 道町村会常任委員会ほか（札幌市）
１０月２１日（木）～２３日（土）
全国山村振興連盟副会長会議 ほか（東京都）

議会のうごき
１０月２０日（水）、２１日（木） 広報特別委員会
１０月２２日（金）
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

令和 4 年成人式典のお知らせ
令和 4 年成人式典と記念写真撮影会を行います。
浜頓別町に住民票がある方には、後日案内状を送付し、出欠の確
認をします。また、浜頓別町に住民票がない方で、成人式典に参加
を希望される方につきましては、町教育委員会生涯教育係まで連絡
願います。
◆日 時 令和 4 年１月３日（月）午後３時～
◆場

所 多目的アリーナ

◆該当者 平成１３年４月２日～平成１４年４月１日までに生まれた方
※撮影会に参加された方のみ写真を無料で贈呈します。
◆問合せ 町教育委員会生涯教育係 ℡２－４６６６
※成人になられる方へお願い
お知り合いの中に、すでに住民票を移している方がいましたら、成
人式典開催の情報を広めて下さいますよう、ご協力をお願いします。
※該当となる方のご両親様へ
就職・進学などで町外へ住民票を移されている該当の方が、当町成
人式典への参加を希望される場合
は、町教育委員会生涯教育係へご
連絡お願いします。
※新型コロナウイルスの感染状況に
よって、開催を延期とする場合が
あります。その際には、改めてご
連絡します。
電話番号

役場２－２３４５

多目的アリーナ２－４６６６

◆問合せ 町国保病院 ℡２－２２０３

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

歯周病検診が始まります

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）※今年から場所が変わりました。

歯周病は単に歯やお口の問題だけなく、早産の原因になったり、
糖尿病、脳梗塞、心筋梗塞など生活習慣病の悪化を招いたりと全身
に影響を及ぼすことがわかっています。
いつまでも自分の歯でおいしく食べるためにも、様々な病気の予
防のためにも、若いうちから歯周病検診で歯とお口の状態をチェッ
クしていきましょう。
◆対 象 者 浜頓別町に住民票があり、年度末に 20、25、30、35、
40、45、50、55、60、65、70、75、80 歳にな
る方に、町から歯周病検診無料クーポン券のはがきを
送付します。
◆内
容 歯周病の検査、歯周病予防・改善のための歯科指導
◆受診場所 浜頓別歯科医院
℡9-2525
はくちょう歯科医院 ℡8-7755
◆受診方法 歯科医院を予約し、受診してください。
（受診当日は、歯周病検診無料クーポン券、
健康保険証をご持参ください）
◆料
金 歯周病検診無料クーポン券をお持ちの方は無料です。
※町外で歯周病検診を受けた方には償還払いの制度がありますので、
役場保健福祉課健康づくり係までお問い合わせください。
◆問 合 せ 役場保健福祉課健康づくり係 ℡2-2551

子育て支援センター事業「異年齢交流」
◆日 時 １１月１０日（水）午前１０時 ～１１時
◆場 所 こども園遊戯室
◆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 ３歳児の園児との交流です。
スケッチブックシアター（こぶたさん）
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。

※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

稚内市消費者センター「移動相談会」のお知らせ
消費生活のトラブルや疑問についての相談を、稚内市消費者セン
ターの相談員がお受けします。「請求されたけど納得できない」
「契
約してしまったけどよく考えるとおかしい」など、消費生活の悩
み・疑問にお答えします。相談内容が他人に漏れることはありません。
◆日時・場所
①10 月１４日（木） 午後１時～４時
豊富町定住支援センター（ふらっと きた）
②10 月２0 日（水） 午後１時～３時
枝幸町中央コミュニティーセンター
※どの会場の相談会でもご利用いただけます。
※宗谷管内にお住まいの方が対象ですが、事業者の方は除きます。
※事前の申し込みは必要ありません。直接会場へお越し下さい。
◆問合せ 稚内市生活福祉部生活衛生課市民生活グループ
℡０１６２－２３－６４１３
FAX ０１６２－２３－５９６０

浜頓別町ホームページ http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/
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令和３年度浜頓別町会計年度任用職員募集

令和４年度採用浜頓別町職員採用試験

給食調理員

【建築技師】
◆採用人数

１名

◆受験資格
①昭和６１年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた方
②建築士（１級又は２級）資格を取得している方、若しくは取得する見込み
のある方。在学中の場合は、大学以上の建築専門課程を卒業する見込みの
ある方。
【土木技師】
◆採用人数

１名

◆受験資格
①平成３年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた方
②土木施工管理技士（１級又は２級）資格を取得している方、若しくは取得する見込みのある方。
在学中の場合は、大学以上の土木専門課程を卒業する見込みのある方
【社会福祉士】
◆採用人数

◆勤務場所

学校給食センター

教育委員会

◆募集人数

１名

１名

◆業務内容

学校給食調理全般

スクールバス運転手（部活動生徒の送迎）

◆応募資格

資格免許不要、実務未経験者可

普通自動車免許を有する方（ワゴン車使用）

◆雇用期間

１１月 １日（月）～
１１月１日（月）～
令和４年 ３月３１日（木）
令和４年 ３月３１日（木）
※次年度の更新あり
※次年度の更新あり

◆給

与

月額１７４，４００円

◆手

当

期末手当、通勤手当など

◆受験資格
①昭和５６年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた方
②社会福祉士資格を取得している方、若しくは取得する見込みのある方。

社会保険及び雇用保険等加入あり

社会保険及び雇用保険加入なし

◆勤務時間

午前７時３０分～午後４時１５分
（７時間４５分勤務）
面接又は書類選考

午後５時４０分～午後７時４０分勤務
平日２時間
面接又は書類選考

◆申 込 み １０月２５日（月）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。
◆問 合 せ 町教育委員会総務学校係
℡２－２５２５

【図書館司書】
◆採用人数

日額２，７７８円

◆各種保険

◆採用方法

１名

スクールバス運転手

北海道教育委員会会計年度任用職員募集

１名

スクール・サポート・スタッフ

◆受験資格

学習指導員

①昭和５６年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた方

◆勤務場所

浜頓別小学校

浜頓別小学校

②司書資格を取得している方、若しくは取得する見込みのある方。

◆募集人数

１名

１名

◆試験方法

書類選考（履歴書等）
、作文試験、適正試験（性格検査）、面接試験

◆試験日時 １１月中旬～下旬予定

◆業務内容

校内の換気・消毒・清掃作業

◆応募資格

満１８歳以上の方

◆任用期間

１１月～令和４年３月３１日（木）

１１月～令和４年３月３１日（木）

◆給

時給１，１１９円

時給１，１１９円

◆試験会場 浜頓別町役場
◆募集期間 １０月２９日（金）までの平日午前８時３０分～午後５時１５分まで
（郵送の場合は、当日消印有効）
◆申 込 み 郵便で申込書等を請求する場合は、封筒の表に「職員採用試験申込書請求」と朱書きして、
本人のあて先を明記して１４０円切手を貼った返信用封筒（Ａ４サイズ）を同封し、役場総

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
満１８歳以上の方
※教員免許等の資格は必要ありません

与

務課総務係に送付してください。

◆勤務時間

１日２時間程度、週５日勤務

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

町ホームページ（http://www.town.hamaotonbetsu.hokkaido.jp/）からも申込書等が

◆採用方法

面接

面接

ダウンロードできます。
◆問 合 せ 役場総務課総務係 ℡２－２３４５

◆申 込 み １０月２２日（金）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員会にありますので、ご連絡ください。
◆問 合 せ 町教育委員会総務学校係
℡２－２５２５

地元のお店でお買い物！ 地域の活性化につなげよう！！

第４面

令和３年１０月１０日発行

第１７０６号

１０月は「不正軽油防止強化月間」です

ワンちゃんの写真を「はまとんべつドッグラン」の

不正軽油は悪質な脱税行為です。公正な市場競争を阻害し、環境汚染にも繋がります。
不正軽油を「作らない」「売らない」「買わない」「使わない」を実践しましょう。
不正軽油を見た、聞いたという場合は、
「不正軽油ストップ１１０番 ０８００－８００２－１１０」まで情報をお寄せください。
◆問 合 せ 北海道宗谷総合振興局税務課課税係 ℡０１６２－３３－２９１３

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

行政相談委員制度６０周年

◆写真送付先 machizukuri@mail.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp
（右記 QR コードからも送れます）
◆掲載ページ https://hamatonbetudogrun.wixsite.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

撮ってもいいね！北海道動画コンテストのお知らせ
北海道開発局では「北海道の魅力」や「インフラのちから」を伝える動画を募集しています。
スマホによる制作や、写真を使用したスライドショーなども大歓迎！実写映像・CG・アニメーション
などの制作手法や、ドラマ・CM・ドキュメント・チャレンジ映像・思い出映像などなど、企画・表現手
法はいずれも自由です。
浜頓別町の動
◆応募資格
画を応募して
くれたらうれ
性別、国籍、プロ/アマ、個人/グループ不問。
しいトン！
小学生以上の国内在住者であればどなたでも応募可能です。
小学生以下は保護者の方が代表者となり、応募してください。
「学生部門」対象の学生は「一般部門」には応募できません。
※動画を撮影する際は、感染症対策に十分配慮してください。
◆応募・詳細 http://www.tottemo-hokkaido.jp
◆問 合 せ 「撮ってもいいね！北海道 動画コンテスト」事務局
メール info@tottemo-hokkaido.jp

北海道の広報紙「ほっかいどう」ウェブ版（html 版）で
読めるようになりました
今年度より北海道発行の広報紙「ほっかいどう」のウェブ版（html 版）が北海道庁のホームページで
読めるようになりました。パソコンやスマートフォンから手軽にご覧ください。
また、電子書籍ポータルサイト「Hokkaido ebooks」でもご覧になれます。
※「Hokkaido ebooks」をスマートフォン・タブレットでご覧いただく場合は専用アプリが必要です。

総務省では、行政相談制度について、広く国民に理解され、利用していただけるよう、毎年１０月の
一週間を「行政相談週間」と定めています。
行政相談委員制度設立６０周年となる今年度は、１０月１８日（月）から２４日（日）までの一週間
を「行政相談週間」と定めています。
毎日の暮らしの中で生じる国や特殊法人への苦情、行政の仕組みや手続きに関して、お気軽にご相談く
ださい。相談は無料で秘密は守られます。
～こんな相談を受け付けています
・困りごとがあるが、どこに相談してよいかわからない
・役所の説明や事務の取扱いに納得できない
・制度や仕組みを教えてほしい
◆問合せ・相談先
℡０５７０－０９０１１０（最寄りの総務省行政相談センター「きくみみ」につながります）

プラスチックごみの削減にご協力ください
プラスチックは、私たちの生活に幅広く利用され、なくてはならないものですが、一方で、ポイ捨て
されたプラスチックごみが河川から海に流れ出ることにより、地球規模での環境への影響が懸念されて
います。
プラスチックごみ対策をより一層推進していくためには、使い切り（いわゆるワンウエイ）のプラス
チック製品はできるだけ使用しないなどの取組を一人ひとり実践していただくことが大切です。可能な
ところからご協力くださいますようお願いします。

１ マイバッグ等の活用
マイバッグを持参してレジ袋を辞退したり、繰り返し使用できるマイボトルを活用するなどして、
「使いきり」のプラスチック製品をできるだけ使わないようにしましょう。

２ 使用後の処分
「使いきり」のプラスチックを使用した場合は 、ポイ捨てせず、ごみの分別ルールに従い、正しく
処分しましょう。

３ 地球にやさしい製品の選択
お買い物の際は、「使いきり」のプラスチック製品ではなく、再生プラスチックや紙、バイオプラス
チックなどの地球にやさしい製品を選びましょう。企業の活動においても、地球にやさしい製品を選
ぶようにしましょう。

４ 清掃活動への参加
海や河川に流れ出るプラスチックごみを減らすため、
地域の清掃活動に積極的に参加しましょう。
広報紙「ほっかいどう」

電話番号

役場２－２３４５

電子書籍ポータルサイト
「Hokkaido ebooks」

多目的アリーナ２－４６６６

◆問合せ 環境生活部環境局循環型社会推進課
℡０１１－２３１－４１１１（内線２４－３０４）
FAX０１１－２３２－４９７
浜頓別町ホームページ http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/
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