（速報版） 令和４年８月１０日発行

生活応援商品券が届いていない方へ
７月２５日より、生活応援商品券をゆうパック
にて配布しましたが、郵便局での保管期限が過ぎ
た世帯分は役場で保管しています。
７月 1 日現在で浜頓別町に住民票がある方で商
品券が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 役場総務課まちづくり係 ℡２－２３４５

新型コロナウイルス感染症検査費助成について
浜頓別町では「無症状者の自費検査の費用」を助成しています。
◆対 象 者 ①浜頓別町に住民票がある方
②帰省する学生等の方
③町内の福祉施設に入所予定の方
④浜頓別町に転入予定の方（単身赴任者を含む）
◆助成内容 １回の検査につき２０,０００円を上限に費用を助成
（回数制限なし）
◆助成方法 ①役場保健福祉課窓口で申請し、ＰＣＲ検査キットで
検査する方法
②町外医療機関、検査センター等で検査し、負担した
料金を申請する方法
◆注意事項 症状のある方、濃厚接触者等は対象外です
※町内での検査は、現在検査日が限られていますので、
事前に担当係まで電話でお問合せください。
◆そ の 他 センター薬局では、ワクチン３回目を
接種していない方で、旅行・イベント
での証明書が必要な方のみ無料で抗原
定性検査を行っています。
完全予約制となっていますので、詳細
はお問い合せください。
（℡９－２１２２）
◆問 合 せ 役場保健福祉課健康づくり係 ℡２－２５５１

「滝の湯」温泉供給停止のお知らせ
下記の期間中は、温泉の給湯ができない状況となります。大変ご
迷惑をお掛けしますが、水道水での沸かし湯による給湯となります。
◆期
間 ８月１６日（火）～８月１８日（木）
◆問 合 せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９
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第５７回クッチャロ湖湖水まつり及び
ウソタン砂金フェスティバルの中止について

浜頓別町戦没者追悼式の中止及び
サイレン吹鳴について

浜頓別町観光協会では、７月２３日に「第５７回クッチャロ湖湖
水まつり」
、８月１１日（木）に「ウソタン砂
金フェスティバル」を開催する予定としていま
したが、新型コロナウイルスの感染状況を鑑
み、開催中止を決定しました。
来年以降、クッチャロ湖湖水まつり及びウソ
タン砂金フェスティバルが開催できるよう努力
してまいりますので、引き続きご理解ご協力い
ただきますようお願い申し上げます。
◆問合せ 町観光協会 ℡２－２３４６

浜頓別町出身戦没者に対し哀悼の誠を捧げるために例年開催して
おりました戦没者追悼式は、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め今年度も中止いたします。
なお、戦没者の献身のうえにもたらされた平和への誓いを新たに
するため、全国戦没者追悼式に併せ、次の日
程でサイレンを吹鳴いたします。町民の皆さ
まには１分間の黙とうを捧げられますようお
願いいたします。
◆日 時 ８月１５日（月）１２時
◆問合せ 役場保健福祉課福祉係
℡２－２５５１

「第８回生活困窮者自立支援制度における
自立生活支援センター出前相談会」のお知らせ
日ごろの生活での不安や悩みなどを抱えている方々に広くこの制
度をご利用いただくために、今年度も「出前相談会」を実施します。
・現在の収入が少ない、全くない状況で生活に不安を抱えている
・借金や公共料金、税金の滞納があり家計のやりくりが難しいなど
あなたの不安・悩みや困りごとをお伺いし一緒に考え、そして問
題解決へのお手伝いをさせていただきます。

ひとりで悩まず、まずはこの機会に相談にきませんか
※相談料無料、秘密厳守、予約不要。どちらの会場でも相談可能
◆浜頓別会場
月 日
相 談 会 場
時
間
９月 ８日（木）
役場１階 町民相談室 午前１０時～１２時
１０月１３日（木）
◆中頓別会場
月 日

相 談 会 場

時

間

９月 ７日（水）
中頓別町
午前１０時～１２時
１０月１２日（水） 介護福祉センター相談室
※新型コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用・手指消毒
の上、相談に応じさせていただきます。
※新型コロナウイルスがまん延している場合は、中止させていただ
くことがあります。詳しくは、下記までお問合せください。
◆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

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２４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 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
◆対 象 未就学児を持つ保護者とその乳幼児
◆内 容 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・
ミルク・お茶等）
、汗拭きタオル、飲料水
◆定 員 １０組（定員になり次第締め切らせて頂きます）
◆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
児やお子様の事、ご自身の事等聞いてみたい事があり
ましたら事前に申込み下さい。
◆申込み ８月１９日(金)までに地域子育てセンター（こども園内）
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
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
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、
また、保護者の方はマスクの着用をお願い
します。

�牛 乳 を 飲 モ ォ ー ！ � 地 域 の 活 性 化 に つ な げ よ う ！ ！
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行事予定

８月旭川医大出張診療日

【８月１０日～８月２８日】
月

日

行
事
ゆぽさぽサロン
8/10（水）
マタニティ学級Ⅰ-③

場
所
交流館・道の駅
ほけんセンター

8/16（火） ゆる～い運動教室

多目的アリーナ

8/17（水） 平日フィットネススクール

多目的アリーナ

10：00～10：30

こども園

10：00～11：30

福祉センター

13：30～15：00

8/19（金） 乳幼児健診

ほけんセンター

10：00～14:30

8/22（月） 異年齢交流

こども園

10：00～10:45

8/23（火） ゆる～い運動教室

多目的アリーナ

なかよし広場
8/18（木） シニア木曜学校

時
間
10：00～12：00
10：00～12：00
① 9：30～10：00
②10：15～10：45

（スローエアロビック）

巡回健康相談
8/24（水） なかよし広場
ゆぽさぽサロン

共和・安別・仁達内地区

8/26（金）

① 9：30～10：00
②10：15～10：45
9：30～15：30

こども園

10：30～11：30

交流館・道の駅

10：00～12：00

8/25（木） シニア木曜学校（リズム体操） 福祉センター
離乳食教室（スタートクラス） ほけんセンター

13：30～15：00
13：15～15：00

平日フィットネススクール 多目的アリーナ
19：00～19：30
※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。

８月は『北方領土返還要求運動強化月間』
わが国固有の領土である歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島か
らなる北方四島の早期返還の実現は、道民はもとより国民の長年に
わたる悲願です。
北海道では、この北方領土問題の解決に向け、道民世論の結集を
図り、国の外交交渉を積極的に後押しするため、昭和４１年から、
旧ソ連邦が日本に対し宣戦を布告し、北方四島の占拠を開始した月
である８月を「北方領土返還要求運動強化月間」として、重点的な
返還要求運動を実施してきています。
道、市町村及び関係団体が連携し、一層強力に北方領土問題の啓
発活動を展開しています。
町としてもこれを支持し、一日も早い北方領土の返還の実現を期
待する立場から、次のとおり署名活動を行うこととしていますの
で、町民の皆さんのご協力をお願いします。
◆署名コーナー
役場２階総務課カウンター
（８月３１日（水）まで実施）
◆問合せ 役場総務課総務係 ℡２－２３４５

電話番号

役場２－２３４５

毎日牛乳をもう１杯！「プラスワンプロジェクト」実施中
酪農を応援するために、乳製品を普段より１つ多く消費しよう！

多目的アリーナ２－４６６６

産婦人科 ８月１８日（木） 片山医師（一日診療）
１９日（金） 片山医師（一日診療）
整形外科 ８月２５日（木） 柴田医師（一日診療・予約制）
眼
科 ８月１７日（水） 寶田医師（午前診療・予約制）
小 児 科 ８月１９日（金） 柴垣医師（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。
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

浜頓別町国保病院からお知らせ
町国保病院内において、新型コロナウイルス感染症の集団感染が
確認され、７月１５日より外来診療を休診していましたが、８月３
日より外来診療を再開しています。（夜間診療は８月２３日（火）か
ら再開します）
町民の皆さま、患者さま及びご家族の皆さまに
は、長期間にわたりご不便・ご迷惑をお掛けいた
しましたこと、お詫び申し上げます。
なお、状況によっては、変更となる場合もあり
ますのでご了承願います。
◆問合せ 町国保病院 ℡２－２２０３

コロナ禍のなか、健康で安全に楽しく
過ごしていただくためのお願い
宗谷管内における新型コロナウイルスの感染は、７月の３連休を
契機として感染が拡大傾向となり、収束への道筋が見えない状況で
す。夏休みシーズンを迎え、お盆時期の帰省などヒトの活動の更な
る活発化により感染リスクが高まることが予想されます。
・自主的に検査を受け、陽性となった場合は、事前に電話連絡をし
た上で、発熱外来を受診してください。
・感染しますと７～１０日間、場合によってはそれ以上の期間外出
ができなくなります。日用品や食料品などの備蓄を心がけてくだ
さい。
・引き続き、三密回避、人との距離確保、マスク着用、手指消毒を
徹底し、飲食では短時間、深酒をせず、大声を出さず、会話の時
はマスクを着用しましょう。

献血車が来ます。ご協力をお願いします！
あなたの献血で多くの患者さんの命が救われます。皆さんのご協力
をお願いいたします。
◆日 時 ８月３０日（火）
実 施 場 所
時 間
住 所
①南宗谷消防組合 浜頓別支署
8：45～ 9：45 南３条３丁目
②東宗谷農業協同組合 本所
10：00～11：00 南３条２丁目
③頓別漁業協同組合 事務所
11：15～12：00 頓別
④浜頓別町役場
13：30～17：00 中央南１番地
※新型コロナウイルス感染症を含め、感染予防を徹底し安全な献血
会場の運営に努めています
◆対 象
・２００㏄献血：１６歳～６９歳 男性は体重が４５kg 以上の方
女性は体重が４０kg 以上の方
(６５歳～６９歳の方は６０歳代で献血の経験がある方に限ります)
・４００㏄献血：１７歳～６９歳の男性で体重が５０㎏以上の方
１８歳～６９歳の女性で体重が５０kg 以上の方
(６５歳～６９歳の方は６０歳代で献血の経験がある方に限ります)
◆新型コロナウイルス感染予防について
①体温測定をお願いします
②会場内に設置されている消毒液で必ず、手指消毒をお願いします
③必ずマスクの着用をお願いします
◆献血をご遠慮いただく場合
①過去に輸血を受けた方
②薬を服用中の方は、薬の種類によってご遠慮願う場合があります
③その他、医師の診察によってはご遠慮願う場合があります
◆新型コロナウイルス感染症対策のため、献血をご遠慮いただく場合
①新型コロナウイルス感染症と診断された、または検査で陽性に
なったことがあり、症状消失後（無症状の場合は陽性となった
検査の検体採取日から）４週間以内の方
②新型コロナウイルス感染症が疑われる症状があり検査を受け、
結果が陰性であったが症状出現日から２週間以内及び症状消失
から３日以内の方
③新型コロナウイルス検査を受け、直近の結果がまだ出ていない方
④新型コロナウイルス感染症を疑う症状のある方（風邪症状、呼
吸困難、味覚や嗅覚の違和感など）
⑤保健所から新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者とされ、最
終接触日から 2 週間以内の方
⑥新型コロナワクチン接種後４８時間以内の方
◆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/

発行

浜頓別町役場

編集

総務課
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ひとりで悩んでいませんか？

海上保安大学校学生募集

恋人や配偶者からの暴力被害に悩んでいませんか？ひとりで悩まず相談してください。
◆電話で相談
は れ れ ば

ＤＶ相談ナビ ＃８００８
◆電話・メール・チャットで相談
つ な ぐ

は や く

ＤＶ相談＋（プラス）℡０１２０－２７９－８８９

正しい飼い方をしていますか？
町内の歩道や公園等で犬の糞が多く見受けられます。糞の放置は衛生上問題であるのと同時に生活環
境を害することとなります。散歩をする時は必ず、糞を入れる袋を持って、周りの人に迷惑にならないよ
う飼い主が責任を持って糞の始末をしましょう。
◆犬のマナー
・犬の登録と狂犬病予防注射は必ず受けましょう。狂犬病予防法の規定により２０万円以下の罰金を課せ
られる場合があります。未登録犬は、速やかに役場住民課環境生活係で手続き願います。
・糞尿を適切に処理し、公共の場所や他人の土地を汚さないようにしましょう。
・ストレスを溜めないよう、適度な散歩やしつけを心掛け、鳴き声などで近所に迷惑を
かけないようにしましょう。
・散歩の時は、必ず犬の首輪や胴輪を付けて、リードで繋いでください。
・放し飼いはせず、家の中で飼うか、鎖でつなぐなどしてください。
◆猫のマナー
・管理できる数を超えないよう、不妊去勢手術を行いましょう。繁殖期の異常な鳴き声
防止や生殖器系の病気の予防にもなります。
・糞尿などで近所に迷惑をかけないように室内で飼いましょう。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９

ごみの排出に関するお願い
ご家庭から資源物リサイクルで出されるものは、ごみ収集車で収集し、手作業で全ての袋を開けて選別
し、リサイクル業者へ引き渡します。しかしながら、資源物ではないゴミや違う種類の資源物が混ざって
いると、リサイクルができません。

「分別ルール」が守られていない場合は、収集できません
ご家庭に配布している『家庭ごみの分け方・出し方』で、分別ルールの確認をお願いします。
適切な排出にご協力ください。
◆注意事項
・資源物は、種類ごとに袋を分けなければ、収集できません。
・資源物以外のものをいれないでください。
・缶は中を洗って、リサイクルマークがあるものを資源物で出してください。
・ペットボトルのキャップは必ず取り、資源物（金曜日）で出してください。
ペットボトルの剥がせるラベルは剥がして資源物（金曜日）で出してください。
・ビンのキャップは必ず取り、燃やせないごみで出してください。
・汚れが目立つものは資源物として収集できません。汚れを落としてから排出願います。
分別ルールがわからない場合は、お問合せください。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９
電話番号

役場２－２３４５

多目的アリーナ２－４６６６

海上保安庁では、令和５年４月採用の職員（海上保安大学校学生）を募集します。
◆インターネット受付
８月２５日（木）～９月５日（月）
◆試験日程
第一次試験 １０月２９日（土）、３０日（日）
◆受験資格
令和４年４月 1 日において高等学校を卒業した日の翌日から起算して２年を経過していない者及び、
令和５年３月までに高等学校を卒業する見込みの者
◆海上保安庁職員採用ホームページ
https://www.kaiho.mlit.go.jp/recruitment/
◆問 合 せ
稚内海上保安部管理課 ℡０１６２－２２－０１１８

自衛官募集
【自衛官候補生】
任期制隊員コース（陸上１年９ヶ月・海上及び航空２年９ヶ月）
◆応募資格 １８歳以上３３歳未満の者
◆受付期間 年間を通じて受付
◆試験日程 受付時にお知らせします
◆入隊時期 採用予定通知書でお知らせします
【一般曹候補生】
曹となる（陸上・海上・航空）自衛官を養成するコース
◆応募資格 １８歳以上３３歳未満の者
◆受付期間 ９月５日（月）まで ※締切日必着
◆試験日程 １次 ９月１５日（木）～１８日（日）
２次 １０月８日（土）～２３日（日）
◆入隊時期 令和５年３月下旬～４月上旬
【航空学生】
海上・航空自衛隊のパイロット等になる幹部自衛官養成コース
◆応募資格 海上：１８歳以上２３歳未満の者（高卒者（見込含）又は高専３年次修了者）
航空：１８歳以上２１歳未満の者（高卒者（見込含）又は高専３年次修了者）
◆受付期間 ９月８日（木）まで ※締切日必着
◆試験日程 １次 ９月１９日（月）
２次 １０月１５日（土）～２０日（木）
３次 （海上）１１月１８日（金）～１２月１４日（水）
３次 （航空）１１月１２日（土）～１２月１５日（木）
◆入隊時期 令和５年３月下旬～４月上旬
◆俸 給 等 お問合せください
◆問 合 せ 自衛隊旭川地方協力本部枝幸地域事務所
℡０１６３－６２－１５９３

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

発行

浜頓別町役場

編集

総務課

マイナンバーカード作りませんか？
マイナンバーカードでできること

マイナンバーを証明したり、
本人確認する際の書類に！

各種行政手続きの
オンライン申請に！

たとえば…

健康保険証として利用！
※事前登録が必要です。

ン申請が可能な QR コード付き交付申請書が総務省より順次送付されます。QR コードを
スマートフォンで読み取ることで、オンラインで簡単に申請ができます。
紙の交付申請書と返信用の封筒も同封されていますので、切手なしでの郵送も可能です。

QR コード付申請書の QR コードを読み取り、申請者
用サイトにアクセスしてメールアドレスを登録
↓
登録したメールアドレスに届いた申請者専用サイト
にアクセスして顔写真を登録
↓
申請情報を登録

交付申請書を用意する(①～③のどれか)
①総務省から送付された申請書を使用する
②役場で申請書をもらう
③マイナンバーカード総合サイトで申請書を
印刷する
※ サイトで印刷した申請書を使用する場合、
個人番号の記入が必要になります。
↓
必要事項を記入する（氏名・電話番号等）
↓
顔写真を貼り付ける
↓
封筒に入れてそのまま郵便ポストへ

役場(住民課住民係)で申請をサポートします！

マイナポイントの付与対象となる

９月末

郵便で申請

・生年月日
・電子証明書の発行希望有無
・氏名の点字表記希望有無
↓
申請完了
登録したメールアドレスに申請完了の通知が
届きます。

７月末から９月上旬にかけて、まだマイナンバーカードをお持ちでない方を対象に、オンライ

カードの申請期限は

スマホで申請

申請に必要な顔写真撮影・印刷も行います。ご自身で撮影・印刷が困難な方
や、職員に相談しながら申請したい方は、ご来庁ください！

まで！

≪マイナンバーカード臨時窓口を開設します≫

マイナポイントとは、マイナンバーカードやキャッシュレス決済サービスの普及促進を
目的とする国の消費活性化策の一つです。

マイナンバーカード申請臨時窓口を下記により開設します。

マイナポイント対象サービス
WAON・auPAY・d ポイント・Pecoma・nanaco・PayPay・楽天ペイ・JCB カード

持ち物

など、様々な決済サービス・クレジットカードでポイントが受け取れます。

●本人確認書類（運転免許証や健康保険証等）
●総務省から送付された交付申請書がある場合はお持ちください。

最大２０，０００円分のマイナポイントがもらえます！
＊ マイナンバーカード取得で

最大５，０００円分

＊ 健康保険証としての利用申し込みで

７，５００円分

＊ 公金受取口座（本人名義）の登録で

７，５００円分

夜間・休日
窓口開設！

※15 歳未満のお子様のマイナポイントは、親名義の決済サービスでうけとることができます。
注）一つの決済サービスにつき、一人分の申請しかできませんので、親とお子様が同じ決済
サービスでポイントを申請することはできません。

※ 交付申請書がない場合でも申請はできます。

８月２１日（日）
８月２４日（水）・２５日（木）

…

９：００ ～ １５：００

… １７：１５ ～ ２０：００

臨 時 窓 口 ： 役 場 住 民 課 住 民 係
問合せ：役場住民課住民係（マイナンバーカード申請窓口） TEL ２－２５４９
マイナンバー総合フリーダイヤル（無料） TEL ０１２０－９５－０１７８

