（速報版）

住民税（所得税）及び国民健康保険税申告相談
◆場 所 ほけんセンター
◆時 間 午前９時～正午、午後１時～４時
※正午から午後１時までは休憩時間となっています。ご協力をお願いします。
月
日
対象地区
旭ケ丘・日の出・緑ケ丘・
２月１５日（木）〜１６日（金）
中央北・中央南
北１条〜北４条
２月１９日（月）〜２０日（火）
南１条〜南３条・大通
この期間は、漁業所得者の申告相
２月２１日（水）〜２８日（水） 談のため、その他の方は受付でき
ませんので、ご注意ください。
３月 １日（木）〜 ２日（金）
上記対象地区以外
３月 ５日（月）〜 ９日（金）
上記日程で相談できない方
３月１２日（月）〜１５日（木）
※土・日・祝日の申告相談は受付していませんので、ご了承ください。
◆問合せ 役場住民課税務係 ℡２－２５４９
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落雪事故防止のお願い及び
冬期間の除雪について
冬期間は屋根からの落雪に注意が必要です。未然の事故防止のた
め次の点についてご協力をお願いします。また、引き続き除雪作業
にもご協力をお願いします。

◆雪止めをつけましょう！！
屋根の雪が道路に落ちるような建物には、丈夫なすべり止めをつ
けるようにしてください。

◆雪が落ちたらすぐ処理を！！
屋根から雪が落ちたときは、事故がないか確かめるとともに、通
行の支障にならないよう処理してください。

◆点検は早めに！！
雪が多くなる前に屋根の滑り止め等の点検を行い、早めに修理す
るようにしてください。

◆雪やつららは早めに取り除きましょう！！
屋根の雪、氷、つららは気温の上昇や雨が降ったときに落ちやす
くなっています。歩行者や子どもがいないか十分確認して、早めに
取り除きましょう。

◆除雪作業にご協力をお願いします！！

水道凍結にご注意ください！
これから３月にかけて、水道が凍結し水が出なくなったり、水道
管が破裂する可能性がありますので、低温注意報などに注意しなが
ら水道を凍らせないように注意しましょう。

除雪は、通学路線、集乳路線、生活路線を確保するために行って
います。通行に支障のないようにしていますが、すべての雪を取り
きることはできません。除雪車が通った後のご自宅の前や駐車場の
前などの除雪については、皆さんのご協力をよろしくお願いします。

凍結させないためには…

◆道路（歩道）への雪捨てはやめましょう！！

水抜栓（元栓）の水抜きをしましょう
①蛇口を閉める ②水抜栓（元栓）を“止”の方向に操作する
③蛇口をいっぱいに開ける
④空気入れ蛇口がある場合は、これもいっぱいに開ける
⑤しばらくしてから蛇口と空気入れ蛇口を閉める

もし凍結してしまったら…
軽い凍結であれば、次の方法で解消する場合があります。
◎露出している管（保温筒などは取り外す）や蛇口などにタオルを巻
きつけ、上からお湯をゆっくりかけると、水が出るようになります。
◎立ち上がり管（蛇口とつながっている管）にお湯を注ぐと床下に
ある管の解氷ができます。

それでも水が出ないときは…
上記の方法でも水が出ないときは、指定給水装置工事事業者へ修
理の依頼をしてください。
事業者
㈱寺沢組
㈲武田燃料
㈱あかつき
㈲ホクエイ

◆問合せ

住

所

浜頓別町大通７丁目
浜頓別町南１条３丁目
浜頓別町緑ケ丘５丁目
猿払村猿払

役場建設課上下水道係

電

話

２−２５１７
２−２１２５
２−４０２５
０１６３５−４−５１５０

道路への雪捨ては道幅が狭くなることによって、車や歩行者が通
行する際に妨げとなり、事故の危険性が非常に高まります。歩道や
車道に雪を捨てて、通行の支障になっていることが増えていますの
で、道路への雪捨ては絶対にやめましょう。

◆目立つ服装を身につけましょう！！
十分に注意を払って除雪作業をしていますが、冬場は暗い中での
作業や、雪山などによって、視認性が悪くなります。目立つ服装で
事故防止にご協力をお願いします。

◆1 台の車が大きな迷惑！！路上駐車はやめましょう。
路上に 1 台でも放置車両があると、その道路は除雪作業ができま
せんので、路上駐車はやめましょう。

◆作業中の除雪車には近づかないように！！
安全第一で除雪作業を行っていますが、事故防止のため作業中の
除雪車には絶対に近づかないでください。
◆問合せ

役場建設課
℡２－２３５８

２月７日は『北方領土の日』です
我が国固有の領土である歯舞群島・色丹島・国後島及び択捉島の
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。
現在、日露両国間では北方領土問題を含む平和条約締結交渉が進
められていますが、北方領土問題の解決には、北方領土返還要求運
動が国民の総意であることを明確に示し続けることが重要です。
国の外交交渉を積極的に後押しし、さらなる道民世論の結集を図
るため、
「日魯通好条約」署名の日（１８５５年２月７日／安政元年
１２月２１日）を記念して、昭和５６年１月６日の閣議において定
められた２月７日の「北方領土の日」を中心に、北海道独自の取組
として「北方領土の日」特別啓発期間を定め、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。
本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。
◎「北方領土の日」特別啓発期間
１月２１日（日）～２月２０日（火）
◎北方領土返還要求署名運動
期間中は役場２階総務課カウンターにて、北
方領土返還要求署名活動を実施していますの
で、町民の皆さんのご協力をお願いします。
◆問合せ 役場総務課総務係 ℡２－２３４５

消費生活モニターの募集
北海道では、道民の消費生活の安定と向上に資するため、消費生
活モニターを設置し、消費生活に関する情報・意見を収集しており、
次のとおり募集をします。
◆内
容
・価格動向及び出回り状況の月例調査（毎月１回）
・商品及びサービス表示等の調査（年４回程度）
・アンケート回答（年１～２回）
◆資
格
浜頓別町に居住する２０歳以上の方で、日常生活のための商品及
びサービスの購入を継続して行っていること。
◆任
期 ４月１日～平成３１年３月３１日
◆謝 礼 金 月額１，８００円（年額２１，６００円）
◆募集人員 １名
◆申 込 み
２月２３日（金）までに役場産業振興課商工観光係
まで申込みください。
◆問 合 せ 役場産業振興課商工観光係
℡２－２３４６

℡２－２３５８

地元のお店でお買い物！ 地域の活性化につなげよう！！

第２面
行事予定
月 日

行

事

2/13（火） 乳がん・子宮がん検診
2/14（水） 男性の料理教室
2/18（日） 第１６回ミニバレー浜頓別カップ
マタニティ学級Ⅱ−③
2/20（火） 健やか食生活教室
2/23（金） ３歳児健診
2/26（月） マタニティ学級Ⅱ−④
2/28（水） 巡回児童相談（〜3/1）

菅原町長の動向
２月２０日（火）～２２日（木）

国保病院では臨時職員を募集します

【２月１０日～２月２８日】
場
所
時
間
ほけんセンター
ほけんセンター
多目的アリーナ
ほけんセンター
ほけんセンター
ほけんセンター
ほけんセンター
ほけんセンター

8:30〜11:00
10:00〜14:00
8:30〜
13:30〜16:00
10:00〜14:00
12:00〜15:00
13:30〜16:00
10:00〜17:00

【２月１０日〜２月２８日】
全国山村振興連盟北海道支部役員会（札幌市）
北海道国土調査推進協議会役員会（札幌市）

議会のうごき
２月１９日（月）
２０日（火）

産業教育常任委員会
議会運営委員会

南宗谷衛生施設組合

臨時職員を募集します
◎ごみ焼却処理施設作業員【１名】
◆勤務場所 南宗谷衛生施設組合ごみ焼却処理施設
◆応募資格 採用時６５歳未満で普通自動車免許を有する方
◆業務内容 ごみ焼却処理施設の運転管理清掃業務
◆雇用期間 ４月１日～平成３１年３月３１日
◆賃
金 南宗谷衛生施設組合臨時職員取扱要綱による
（時給１，２３０円）
◆通勤手当 規定に基づく交通費支給
◆勤務時間 ７時間４５分（午前８時３０分～午後５時１５分）
休日（土曜日・日曜日及び祝日）
◆各種保険 社会保険及び雇用保険・労災保険加入あり
◆採用方法 面接又は書類選考
◆採用条件
町道民税・その他公共料金を滞納していない健康な方
◆申 込 み
３月１４日（水）までに履歴書（写真添付・
資格免許証の写）を南宗谷衛生施設組合総務係
へ提出してください。
（郵送可）
◆提出・問合せ先
〒０９８－５７６１
枝幸郡浜頓別町智福２丁目１３番地
南宗谷衛生施設組合総務係 ℡２－２４１５

電話番号

役場２−２３４５

多目的アリーナ２−４６６６

◎事務局職員［１名］
◆勤務場所 町国保病院事務局
◆業務内容 医事業務（受付・会計・レセプト請求事務）
◆雇用期間 ４月１日～平成３１年３月３１日
◆賃
金 日額７，５２０円
◆勤務時間 ７時間４５分（午前８時１５分～午後５時）
休日（土曜日・日曜日及び祝日）
◆各種保険 社会保険及び雇用保険等加入あり
◆採用方法 面接又は書類選考
◆申 込 み
２月２３日（金）までに町国保病院事務局庶務係まで申込みくだ
さい。
◆問 合 せ 町国保病院 ℡２－２２０３

子育て支援センター事業『異年齢交流』
◆日

時

２月２１日（水）
午前１０時１５分～１１時１５分
こども園すまいる遊戯室

◆場 所
◆対 象
こども園すまいる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、
お気軽にご参加ください。
）
◆内 容
１歳児、２歳・満３歳児の園児と一緒
に体操を行い、エプロンシアター「く
いしんぼゴリラ」を見ます。
◆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

中皮腫や肺がんなどの
石綿による疾病の補償・救済
中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作
業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保
険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給
付金が支給されます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症
することが大きな特徴です。
中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿業務に従事さ
れていた場合には、労災保険給付等の支給対象となる可能性があり
ますので、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談く
ださい。
◆問合せ 北海道労働局労働基準部労災補償課
℡０１１－７０９－２３１１

なかよし童話会
時 ２月１７日（土） 午後２時～
所 町立図書館視聴覚室
容
本「かさじぞう」
「アランの歯はでっかいぞこわーいぞ」
・紙芝居「ふうちゃんのそり」
・遊 び「ストリングボール作り」
◆日
◆場
◆内
・絵

「ほっかいどう・おくすり情報室」の開設
近年の高齢化社会の進展による疾病構造の変化やセルフケアの流
れの中において、従来病院・診療所向けであった胃腸薬等が市販薬
として薬局で販売されるなど、医薬品を取り巻く環境の変化に伴い
住民の薬への関心が増大しています。
このことから、道民から薬の飲み合わせや副作用などの様々な照
会に対応するため、一般社団法人北海道薬剤師会内に「ほっかいど
う・おくすり情報室」を開設し、医薬品等に係る相談業務を行って
います。
（相談内容）
・薬の飲み合わせ
・薬の服用、保管方法
・薬の効能、効果
・化学物質、家庭用品に関する情報 等
◆受付時間 午前９時～1２時／午後１時～４時
月曜日～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く）
◆問 合 せ 北海道薬剤師会内「ほっかいどう・おくすり情報室」
℡０１１－８１５－００９３

スノーシューで行く！冬の鍾乳洞探検
冬の中頓別の大自然をスノーシューで散策してみませんか。雪原
の中を散策して景色を楽しむことができます。また、鍾乳洞内部で
は氷筍（ひょうじゅん）と呼ばれる氷の結晶が姿を現します。洞内
に滴る一滴一滴が瞬時に凍り、筍（たけのこ）のように成長するこ
とからその名がつけられました。洞内のライトアップによって輝き
を増した氷筍を見学できます。
◆期 間 ３月中旬まで
◆場 所 中頓別鍾乳洞および周辺のフィールド
◆持ち物 防寒具、防寒靴（長靴可）
、飲み物、サングラスなど
※スノーシュー、ストックは無料レンタル有
◆申込み・問合せ そうや自然学校 ℡/FAX ８－３６１１
メール souyashizen@ipstar.ne.jp
詳しくは、そうや自然学校まで問合せください。

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

これは中頓別町との共同ＰＲによる広報です
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浜頓別町役場

編集

総務課

第３面

浜頓別町では臨時職員を募集します
◎こども園臨時保育教諭［若干名］
浜頓別町こども園すまいる
保育士資格又は幼稚園教諭免許を有する方
４月１日から平成３１年３月３１日まで
浜頓別町臨時職員取扱要綱による
〈日額７，５２０円・通勤手当支給あり〉
◆勤務時間 ７時間４５分勤務（変則勤務あり）
◆各種保険 社会保険及び雇用保険等加入あり
◆勤務場所
◆応募資格
◆雇用期間
◆賃
金

◎認知症地域支援推進員［１名］
◆勤務場所
◆業務内容
◆応募資格
◆雇用期間
◆賃
金
◆勤務時間
◆各種保険

浜頓別町役場保健福祉課
認知症についての相談、関係機関との連携、企画調整等
認知症支援について専門的知識と経験がある方
４月１日から平成３１年３月３１日まで
浜頓別町臨時職員取扱要綱による〈日額５，３００円・通勤手当支給あり〉
５時間勤務（変則勤務あり）
社会保険及び雇用保険加入あり

◎予防接種・乳幼児健診看護師［１名］
◆業務内容
◆応募資格
◆雇用期間
◆賃
金
◆勤務時間
◆各種保険

予防接種業務、健診診察介助等
看護師または保健師資格を有する方
４月１日から平成３１年３月３１日まで
浜頓別町臨時職員取扱要綱による〈時給１，３８０円〉
予 防 接 種：週１回２時間程度 乳幼児健診：月１回６時間程度
社会保険及び雇用保険加入なし

◎公園施設清掃及び整備員［１０名］
普通自動車免許を有する方
ブラシカッター及び小型機械の操縦の経験を有する方
◆雇用期間 ４月(融雪時）～１０月（おおむね７か月）
◆賃
金 浜頓別町臨時職員取扱要綱による
〈日額８，４８０円・通勤手当支給あり〉
◆各種保険 社会保険及び雇用保険等加入あり
◆応募資格

◎スクールバス運転手[１名]
◆勤務場所
◆応募資格
◆雇用期間
◆賃
金
◆勤務時間
◆各種保険

町教育委員会
普通自動車免許を有する方
４月１日から平成３１年３月３１日まで
浜頓別町臨時職員取扱要綱による〈日額２，７６０円〉
２時間（１８：００～２０：００）勤務（変則勤務有）
社会保険及び雇用保険等加入なし

第４面
◎特別支援員及び学習支援員［２名］
◆勤務場所
◆業務内容
◆応募資格
◆雇用期間
◆賃
金
◆勤務時間
◆各種保険

浜頓別中学校
生徒の生活介助及び学習サポート
・発達障害等に携わったことのある方
・教員免許又は保育士資格を有する方
４月１日から平成３１年３月３１日まで
浜頓別町臨時職員取扱要綱による
〈日額７，５２０円・通勤手当支給あり〉
８時間勤務（業務等により変動あり）
社会保険及び雇用保険等加入あり

◎学校給食センター給食調理員［３名］
◆勤務場所
◆業務内容
◆雇用期間
◆賃
金
◆勤務時間
◆各種保険

浜頓別町学校給食センター
給食調理
４月１日から平成３１年３月３１日まで
浜頓別町臨時職員特別要綱による〈日額８，４８０円・通勤手当支給あり〉
７時間４５分勤務（変則勤務あり）
社会保険及び雇用保険等加入あり

☆共通事項☆
◆応募資格 原則年齢は、採用時７０歳未満の健康な方
◆採用方法 面接及び書類選考（３月上旬・別途案内）
◆提出・問合せ先
２月２３日（金）までに履歴書（写真添付、資格免許の必要なものは免許証の写し）を役場総務
課総務係へ提出してください。
〒０９８－５７９２ 浜頓別町中央南１番地 ℡２－２３４５

青少年会館等管理受託者の募集のお知らせ
◆募集人数
◆管理施設
◆業務内容
◆委託期間

◆委 託 料
◆応募資格
◆採用方法
◆提 出 先
◆問 合 せ

１名
青少年会館、パークゴルフ場クラブハウス及び別棟トイレ
施設及び周辺の維持と管理、施設使用料収納事務
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで
火曜日から土曜日の午後３時から午後９時まで
受託者が休む場合は、代替者を置くこと。
月額１０３，７５０円
原則年齢は、採用時７０歳未満の健康な方
面接及び書類選考（３月上旬・別途案内）
２月２３日（金）までに履歴書（写真添付）を町教育委員会社会教育係へ提出して
ください。
町教育委員会社会教育係 ℡２－４６６６

