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町有財産の売り払いに係る入札日変更のお知らせ
地域応援商品券・飲食利用券が届いていない方へ
１０月２７日より、地域応援商品券・飲食利用
券を簡易書留にて配布しましたが、郵便局での保
管期間が過ぎた世帯分は役場で保管しています。
まだ届いていない場合は役場にてお渡ししま
すので、お問合せください。
※受け取る際には身分証明できるものをご提示
いただきます。
◆問 合 せ 役場産業振興課商工観光係
℡２－２３４６

年末年始のごみ収集のお知らせ

◆ごみ収集車の運行
☆燃やせるごみ・燃やせないごみ・危険ゴミ・資源物
年末…１２月３０日（木）まで通常運行
運休…１２月３１日（金）～令和４年1月３日（月）まで運休
年始…令和４年１月４日（火）燃やせるごみ運行
１月５日（水）燃やせないごみ・危険ごみ運休
１月６日（木）から通常運行
※吹雪・大雪など悪天候のときは、ごみ収集車の運行が遅れたり、
運休することがありますので、ご協力をお願いします。
☆生ごみ収集車の運行
年末…１２月３０日（木）まで通常運行
運休…１２月３１日（金）～令和４年１月３日（月）まで運休
年始…令和４年１月４日（火）から通常運行
◆処理場へ直接搬入する場合
☆燃やせるごみ・燃やせないごみ（南宗谷衛生施設組合）
年末…１２月３０日（木）午後５時まで受入
休み…１２月３１日（金）～令和４年１月３日（月）まで
年始…令和４年１月４日（火）から通常どおり受入
☆危険ごみ（金ケ丘 一般廃棄物埋立処分地施設）
年末…１２月３０日（木）午後４時まで受入
休み…１２月３１日（金）～令和４年１月５日（水）まで
年始…令和４年１月６日（木）から通常どおり受入
☆資源物（金ケ丘 資源物ストックヤード）
年末…１２月３０日（木）午後４時まで受入
休み…１２月３１日（金）～令和４年１月５日（水）まで
年始…令和４年１月４日（火）から通常どおり受入
◆小型家電・繊維リサイクル（バスターミナル設置リサイクルボックス）
年末年始も、通常通り利用可能
◆問 合 せ 役場住民課環境生活係
℡２－２５４９

広報はまとんべつ（速報版）１１月１０日号においてお知らせし
た町有財産の売り払いについて、下記の通り期日が変更となりまし
たのでお知らせします。
【変更前】 期日：１２月１０日（金） 午前９時
【変更後】 期日：１２月１３日（月）
◆問合せ

午前９時

役場総務課管財係 ℡２－２３４５

滝の湯年末年始業務のお知らせ
◎１２月３０日（木）平常営業
◎１２月３１日（金）午後３時～午後６時まで営業
◎令和４年１月１日（土）年始休業
◎令和４年１月２日（日）平常営業
◎令和４年１月３日（月）休業日
◎令和４年１月４日（火）年始休業
◎令和４年１月５日（水）から平常営業
◆問 合 せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９

年内のし尿汲取りのお知らせ
１２月１０日（金）までの申込み分は年内に汲取りします。
年末を控え、例年し尿の汲取りは混雑します。１２月１０日（金）
までに申込まれた場合は年内に汲取りをしますが、それ以降に申込
まれた場合は、年明けの汲取りになる場合があります。
●汲取り手数料は、委託業者の収入ではありません。南宗谷衛生施
設組合へ納入される手数料（公金）です。汲取りの際は、必ず現
金でお支払い願います。なお、お支払いの際には、組合発行の領
収書を受け取り、記入事項を確認してください。
●汲取りに伺ったとき、止むを得ず諸事情などで留守にされる場合
は、近隣の方に手数料を預けて代理でお支払いいただくか、１０
日以内に委託業者の口座へ納入してください。
●汲取り作業能率と安全のため、汲取り口に物を置かないでくださ
い。なお、積雪期になりますので、汲取り口などの除雪をしてお
いてください。
●便槽に紙おむつ（大便だけは便槽に捨ててください）・衛生用品・
スリッパ・清掃用具など、し尿以外の異物を捨てないでください。
当組合での作業上、処理に大変困っていますので、燃えるごみ・
燃えないごみに分け、ごみとして出してください。
●汲取り作業は、１２月３１日（金）～令和４年１月５日（水）ま
で、年末年始の休みになります。

◆委託業者（申込先）

吉野衛生（有）

℡２－３４１７

◆問合せ 浜頓別町智福２丁目１３番地
南宗谷衛生施設組合 ℡２－２４１５

バードフェア 2021

オオワシ観察会のお知らせ
冬になると、町内に飛来してくるオオワシ・オジロワシ。ウソタ
ンナイ川には、毎年、多くのワシが集まってきます。浜頓別町観光
協会では、バードフェア２０２1 のイベントの１つとして、
「オオワ
シの森」において観察会を開催します。
◆日
時 １２月４日（土）午前１０時３０分～１１時３０分
◆場

所

旧宇曽丹小学校集合

◆主

催

浜頓別町観光協会

◆対

象

浜頓別町にお住まいの方

◆定

員

先着２０名（要申込）

◆参 加 料 無料
◆持 ち 物 暖かい服装・靴・双眼鏡 （持っている人のみ）
◆備

考

荒天の場合中止

◆申 込 み １２月２日（木）までに役場産業振興課商工観光係
（２－２３４６）へ申込みください。定員になり次第締
め切ります。

トレーニングガイダンス第三弾のお知らせ
◆日

時 １２月８日（水）～１２月１０日（金）
（３日間のうちいずれかをお選びください）
午前１１時～１１時３０分
◆場 所 多目的アリーナ（トレーニングルーム）
◆対 象 町内在住の方
◆定 員 各日程 ５名
◆講 師 地域活性化起業人 澁谷 美月 氏
◆参加料 無料（任意でスポーツ障害保険等に加入することができます）
※多目的アリーナにて保険の申込みが可能です。
◆内 容 簡単な準備運動・トレーニングマシンの使用方法について
◆持ち物 運動ができる服装・上靴・タオル・飲み物
◆申込み 参加希望の方は下記までお電話またはアリーナ窓口にて
お申込みください。
◆問合せ 町教育委員会生涯教育係（多目的アリーナ）
℡２－４６６６

旅券（パスポート）手続き
年末年始に海外へ旅行を予定されており、年内にパスポートの受
取りを希望される方は１２月１５日（水）までに申請を
していただく必要があります。
申請から受取りまでに、約２週間かかりますので、申
請を予定されている方はお早めに手続きをしていただ
くようお願いします。
必要書類や申請方法など詳しくは役場住民課住民係
に問合せください。
◆問合せ 役場住民課住民係 ℡２－２５４９
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行事予定
月

【１１月２５日～１２月９日】
場
所
時
間
ほけんセンター 19:00～16:00
福祉センター
13:30～15:00

日

行
事
はくちょうサークル
1１/25（木） シニア木曜学校
（健康トレーニング）
なかよし広場
こども園
頓別地区
12/12（木） 巡回健康相談
シニア木曜学校（絵手紙） 役場大会議室

10:00～11:30
10:00～15:00
13:30～15:00

12/13（金） 乳児相談

ほけんセンター

10:00～15:00

12/15（日） マタニティ学級Ⅱ―②

ほけんセンター

13:15～16:00

12/17（火） 巡回児童相談

ほけんセンター

10:30～16:00

12/18（水） 巡回児童相談
異年齢交流
巡回健康相談
12/19（木）
シニア木曜学校
（リズム体操）

ほけんセンター
こども園
豊牛・豊寒別地 区
福祉センター

19:00～16:00
10:00～11:00
10:00～15:00
13:30～15:00

菅原町長の動向【１１月２５日～１２月９日】
１１月２５日（木）～２６日（金）宗谷総合開発期成会中央要望（東京都）
１２月 ２日（木）～ 3 日（金）北海道町村会理事会（札幌市）

議会のうごき
１２月 １日（水） 議会運営委員会
１２月 ２日（木） 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。

議会を傍聴しませんか
第４回浜頓別町議会定例会が１２月９日（木）から開催される予定で
す。
議員が町の仕事について、考え方や疑問をただす一般質問など、皆さ
んの生活にかかわる身近な事柄が話し合われます。どなたでも議会を傍
聴することができます。ぜひ、おいでください。
なお、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、傍聴の際にはマスク
の着用、手洗い・アルコール消毒、咳エチケットの徹底をお願いします。
また、ソーシャルディスタンス確保のため、一部傍聴席の利用を制限
させていただきます。
◆問合せ 役場議会事務局 ℡２－２３４７

ハローワーク求人情報
ハローワーク名寄が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
◆発行予定日 ・１１月発行求人情報 １１月２４日（水）
・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

電話番号

役場２－２３４５

多目的アリーナ２－４６６６

１２月旭川医大出張診療日

インフルエンザ予防接種の再開のお知らせ

１２月 ２日（木） 板橋医師（一日診療）
１２月 ３日（金） 板橋医師（一日診療）
１２月１６日（木） 片山医師（一日診療）
１２月１７日（金） 片山医師（一日診療）
整 形 外 科 １２月 ２日（木） 佐々木医師（一日診療・予約制）
１２月２３日（木） 柴田医師（一日診療・予約制）
眼
科 １２月 ８日（水） 大野医師（午前診療・予約制）
１２ ２２日（水） 高橋医師（午前診療・予約制）
小 児 科 １２月１７日（金） 伊藤医師（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。
ＵＲＬ：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回必ず受付に提出してください。
◆問 合 せ 町国保病院 ℡２－２２０３

インフルエンザ予防接種について、次の期間に予約制で再開しま
す。接種をご希望の方は、予約受付時間を守ってご連絡ください。
なお、ワクチン数は限りがあり、なくなり次第終了となりますの
でご了承願います。
◆予約受付日時 １２月１日（水）～３日（金）午後３時３０分～５時
※予約時間は厳守願います。
◆接 種 期 間 １２月６日（月）～１６日（木）※要予約※
◆予約・問合せ先 町国保病院 ℡２－２２０３

産婦人科

除雪作業にご協力を！
これから、本格的な雪のシーズンを迎えます。除雪作業をスムー
ズに進めるためにも、次の４点について、ご理解とご協力をよろし
くお願いします。
・１台の車が大きな迷惑！路上駐車はやめましょう！
・快適で安全な朝のために、早朝の除雪にご理解を！
・事故や渋滞の原因に！道路への雪捨てはやめましょう！
・作業中の除雪車へは近づかないように！
◆除雪作業出動基準
除雪車を出動させる基準は気象状況や前日までの降雪量、路面状
況を考慮して、原則、次の基準で判断をしています。
・パトロール：前日の降雪量及び路面状況を確認するため、除雪車の
・パトロール：出動前にパトロールを行います。
・出動基準：①前日から連続して降雪し、新たな積雪が１０cm に達したとき。
・出動基準：②今後の降雪により、積雪が１０cm を超えると予想されるとき。

町民健康ドックのお知らせ

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

◆受付時間

健診日
１２月１０日（金）
胃がん検診は胃バリウムです
１２月１５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

◆健診内容
・
◆料
金

・パトロール：③圧雪による交通障害が予想されるとき。
・出動基準：④暴風による地吹雪などで吹溜りの発生が予想されるとき。
・出動開始：上記の出動基準に達しているときは、早朝から除雪車
・出動基準：を出動します。
※除雪作業車でも視界不良になるような荒天の場合は、危険なため
除雪を行わないことがありますので、ご理解願います。
除雪作業をスムーズに行うため、ご理解とご協力の程よろしくお
願いします。
◆問合せ 役場建設課管理係
℡２－２３５８

程

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
1２/１（水）～1２/３（金）
1２/１（水）～12/7（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

浜頓別町ホームページ http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/
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浜頓別町役場
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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。
なお、現場で交通規制ない場合および夜間は通行可能です。
◆工事情報
工 事 名：浜頓別地区取付管及び桝設置工事（その３）（車両通行止め）
工事業者：株式会社南波組 ℡５－６３４５
期
間：１１月２９日（月）～１２月５日（日）
◆交通規制箇所図

◆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
―１２月の特集展示―
・スッキリ！収納術 特集（１階展示）
大掃除に向けてお家の中をスッキリ、おしゃれに片づけませんか？（道立図書館借受本）
・星と神話 特集（１階展示）
星がきれいに見える冬にぴったりな星にまつわる本特集☆彡
・クリスマス絵本 特集（２階展示）
みんなのところにはサンタさんは来るかな？クリスマスが待ち遠しくなる絵本を集めました♪
・ウォルトディズニー生誕１２０周年！ディズニー 特集（２階展示）
今も愛され続けているディズニーの大人から子どもまで楽しめる本大集合！
（道立図書館借受本）
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１１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 １１月３０日（火）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
◆１１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 出村 洋介 弁護士
◆予約・問合せ １１月２９日（月）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）

暖房用石油類の安全な保管と取り扱い
灯油は、貯蔵のための保管方法や燃料タンクへの給油など取り扱い方法を誤ると大きな事
故を引き起こす危険があります。

家庭における灯油の保管と取扱いについて、特に次の点に注意してください。
◆容器による灯油の保管について
１ 貯蔵のため保管する灯油は、専用の容器に詰めて、火気を使用しない場所に保管しま
しょう。
２ 容器は、倒れやすい場所、腐食しやすい場所に保管しないようにしましょう。
３ 容器のふたは、常にきちんと閉めておきましょう。
◆容器から暖房器具の燃料タンクへの給油について
１ 暖房器具の燃料タンクに給油するときは、必ず火が消えたことを確認してから行いま
しょう。
２ 暖房機具に燃料タンクをセットするときは、ふたが完全に閉まっていることを確認し
ましょう。
３ 油量計に示されている一定量以上は給油しないようにしましょう。
４ 灯油がこぼれた場合は完全に拭き取りましょう。
◆屋外タンク及び屋内用タンクによる灯油の保管について
１ 屋外タンクは、地震や地盤の凍上により容易に傾斜しないよう、束石などに架台を固
定して据え付けましょう。
２ 屋外タンクの注入口は、完全に注油できる高さに位置するようにし、給油車両からの
給油作業に支障の無いようタンク周辺を整理整頓しておきましょう。
３ 屋外タンク及び室内用タンクの油漏れや送油配管などの腐食、その他の異常がないか
調べましょう
４ 建物に接近している屋外タンクは、落雪による被害を受けないように注意しましょう。
◆灯油ストーブの取り扱いについて
１ ストーブの修理や分解掃除は、石油機器技術管理士など、専門的知識のある業者に依
頼しましょう。
２ ストーブの付近には燃えやすい物を置かないようにしましょう。
３ 外出するときは、必ず火を消しましょう。
◆問合せ 北海道総務部危機対策局危機対策課消防係
℡０１１－２０４－５００９

