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第１４０９号

浜頓別町女性の集いのお知らせ
◆日
◆場
◆対

住民懇談会を開催します
各地区における課題等について、町民の皆さんと意見交換を行う、
住民懇談会を開催します。
多くの町民の皆さんのご参加をお待ちしています。
◆日 程
月

日

時 間
開 催 場 所
対 象 地 区
13:30〜 仁 達 内 コミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー ポン仁達内・仁達内
11/４(火)
下頓別・高砂・宇津
18:30〜 下頓別生活改善センター
内・茂宇津内
13:30〜 豊牛生活館
豊寒別・豊牛
11/５(水) 16:00〜 斜内小学校
斜内・豊浜
18:00〜 頓 別 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 頓別
10:30〜 宇曽丹生活改善センター 宇曽丹・常盤
11/６(木)
浜頓別市街・智福・栄
18:00〜 役場大会議室
和・楓・金ヶ丘
11/７（金）13:30〜 開 明 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 共和・安別

◆問合せ

役場総務課企画広報係
℡２−２３４５（内線２１８）

大型ごみの収集のお知らせ
今年度の大型ごみの収集は、１０月３１日（金）までとなってい
ます。希望者は期日までに天北運送㈱に電話で予約してください。
◆大型ごみの出し方（大きさにより３つの区分となります）
【小】縦９０㎝×横９０㎝×長さ９０㎝以内
総重量２０㎏以下
【中】縦９０㎝×横９０㎝×長さ９０〜１５０㎝以内
総重量２０〜５０㎏以下
【大】縦９０㎝×横９０㎝×長さ１５０〜１８０㎝以内
総重量５０〜１００㎏以下
・大型ごみ１個につき、証紙を１枚貼付してから出してくだ さい 。
・最大の辺が１８０㎝を超えるものについては分解又は切断を行
ってください。
・畳等の場合は２枚をひもで結んで、ひとまとめにしても証紙は
２枚必要です。
・木の枝などはひとまとめにし、ひもで束ねて大きさに見合った
証紙を貼付してから出してください。
◆証紙の価格 【小】１枚３０円 【中】１枚４５円
【大】１枚５０円
◆証紙販売店 町指定ごみ袋販売店と同じ
◆収集期限 １０月３１日（金）（平日のみの収集）
◆収集業者 天北運送株式会社 ℡２−２０１０
◆問 合 せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）

電話番号

役場２−２３４５

多目的アリーナ２−４６６６

時
所
象

◆参加料
◆内 容

◆申込み

１１月１６日（日）午前１０時３０分〜午後２時３０分
ほけんセンター
町民（どなたでも参加できます）
※定員８０名
５００円
特別講演
テーマ 「潤いのある豊かな生活を目指して」
講 師 株式会社いろどり（徳島県上勝町）
代表取締役副社長 横石 知二 氏
１１月１１日（火）までに女性の集い実行委員会事務局（町
教育委員会社会教育係）に申込みください。
℡２−４６６６ FAX２−４６６９

第４期高齢 者保健 福祉計 画・介護 保険事 業計画に
関するアン ケート 調査の ご協力を お願い します
町では、平成２１年度から２３年度３ケ年の「第４期高齢者保健
福祉計画・介護保険事業計画」の策定にあたり、住民の声を幅広く
集め計画に反映させる目的で、次のとおりアンケートを実施します。
対象となる方は、介護保険法による第２号被保険者（４０歳以上
６５歳未満）の方となります。第２号被保険者の目から見た、浜頓
別町の介護保険事業について、率直なご意見をお聞かせいただくた
め、誠に恐れ入りますがアンケート用紙が届きましたら、
ご記入のうえ次のいずれかの方法にて、返信いただきます
ようお願いします。
○アンケートの対象者
介護保険法による第２号被保険者（４０歳以上６５歳
未満）の中から、無作為に抽出した方（約１６０名）。
○アンケートの記入方法
無記名となっています。設問に対し選択肢の中から選
択する項目及びご意見を頂く項目とがあります。
○アンケートの提出方法
①同封の封筒に入れ、役場宛に郵送する方法。
②封筒に入れ、回収ボックス（役場・ララック様・スーパー中
村様）に投函する方法。
◆問合せ 役場保健福祉課福祉係 ℡２−２３４５（内線４０１）

エゾシカ狩猟に伴う国有林野の
一般入林の禁止のお知らせ
エゾシカ狩猟が１０月２５日から解禁となることから、
エゾシカ狩猟期間中については、安全上の観点から一般者
の国有林野の入林を禁止します。
◆エゾシカ狩猟期間 １０月２５日〜平成２１年３月１日
◆問合せ 宗谷森林管理署
℡０１６２−２３−３６１７（代表）

インフルエンザ予防接種のお知らせ
国保病院からのお知らせ
インフルエンザの予防接種を１１月４日（火）から始めますので、
予防接種を希望される方は国保病院受付に申し出てください。
なお、今年も十分な量のワクチンが確保できましたので、
予約は必要ありませんが、外来の混雑を避けるためにも、
かかりつけの患者さんは受診の際に申し出てくださるよ
うお願いいたします。
また、予防接種は診療時間内であればいつでも受ける
ことができますが、毎週木曜日の午後からは定期予防接
種のため、全科午後２時３０分から３時３０分までの実
施となりますのでご了承ください。
◆料 金 初回 ３，５００円 ２回目 １，７５０円
◆問合せ 浜頓別町国民健康保険病院 ℡２−２２０３
費用助成のお知らせ
町では１８年度から高齢者及び小学生以下のお子さんのインフル
エンザ予防接種費用の一部を助成しています。助成期間は１１月４
日から平成２１年１月３０日までとなっていますので、助成対象者
の方はこの期間内に予防接種を受けてください。予防接種の効果か
らもできる限り年内に受けられることをお勧めします。
◆助成対象者 当町に住民登録をしており、予防接種時に次の年齢に該
当する方
①満６５歳以上の方
②満６０歳以上６４歳までの方で心臓・腎臓･呼吸器の
機能障害により１級の身体障害者手帳を所持してい
る方
③生後６ヶ月以上、小学生以下（小学校６年生以下）
の方
◆接種料金 ①・②の方は２，０００円、③の方は１回目の接種は
１，５００円、２回目の接種は１，０００円です。た
だし、助成対象者で生活保護世帯の方は無料です。
◆実施機関 町国保病院（通常の診療時間で行います）
午前８時１５分〜１１時３０分
午後１時３０分〜３時３０分（火曜日は午後１時３０
分〜３時、木曜日は午後２時３０分〜３時３０分）
夜間診療（火曜日）午後５時３０分〜７時
※毎週火曜日、夜間診療の時間帯は大変込み合います
ので、予防接種を希望される方はできるだけ日中の
診療時間帯での接種をお願いします。
◆問 合 せ 役場保健福祉課保健係 ℡２−２３４５（内線４０８）

アメニティ公園を閉鎖します
１０月３１日（金）をもって、アメニティ公園（トイレ）を閉鎖し
ます。冬期間に遊具で遊ぶのは大変危険です。絶対に遊ばないよう
にしましょう。
◆問合せ 役場建設課土木係
℡２−２３４５（内線１３４）

浜頓別町ホームページ http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/
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第２面
うつ病講演会開催のお知らせ

行事予定
月

日

行

【１０月２５日〜１１月１２日】
場
所
時
間

事

10/26（日）町民ミニドック（〜２８日）
10/31（金）リハビリ教室
11/５（水）乳児相談
11/６（木）献血（・７日）

廣瀬町長の動向
１０月２３日（木）〜２５日（土）

ほけんセンター
ほけんセンター
ほけんセンター
町内巡回

６:30〜11:00
９:45〜14:00
10:00〜15:00
９:00〜

【１０月２３日〜１１月１２日】
出張（札幌市）

１１月旭川医大出張診療日
産婦人科

１１月

５日 柳沼医師（午後診療）
６日 柳沼医師（一日診療）
７日 柳沼医師（午前診療）
２０日 片山医師（一日診療）
２１日 片山医師（一日診療）
整形外科
１１月１２日 医師未定（一日診療・予約制）
２６日 医師未定（一日診療・予約制）
眼
科
１１月 ５日 花田医師（午前診療・予約制）
１９日 長岡医師（午前診療・予約制）
小 児 科
１１月２１日 岡本医師（午前診療）
●出張診療の日程は、変更になる場合があります。
変更後の日程は、次回広報にてお知らせします。
●整形外科及び眼科の予約はお早めに。
●保険証は受診の際、または月１回必ず提示願います。

振り込め詐欺にご注意ください
「振り込め詐欺」とは「オレオレ詐欺」、「架空請求詐欺」
及び「融資保証金詐欺」の総称です。最近では、この手の
詐欺が巧妙化し、減少するどころか増加傾向にあり、枝幸
警察署管轄でも今年２件発生しており、１０月にも未遂事
件が発生しています。
いずれも電話や郵便などを利用して他人をだまし、高額な振込みを
要求する手口です。もし電話やハガキ等で債務の返済や示談金等の支
払請求を受けた場合は、次のように注意して対応しましょう。
・利用した覚えがなければ現金を振り込まない。
・その日のうちに振り込まない。
・相手に連絡しない。相手に自分の住所、氏名を教えない。
・必ず本人と連絡をとり、家族や親近者に相談しましょう。
・念のため、請求書類は保管しておく。
※ただし、発送先が裁判所の場合は放置せず、必ず裁判所に確認を
しましょう。簡易裁判所の小額訴訟制度を悪用した新たな手口の
事件が発生しています。この場合、ハガキ等に記載されている電
話番号に連絡せず、電話番号案内で番号を確認してください。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）

〜うつ病で死なない、死なせない町づくりを目指して〜
自死の大きなリスクに「うつ病」があります。誰でもかかる病気で
すが、あまり正しく知られていません。うつのサインを早めにキャッ
チし、適切なケアをすることでうつ病での自死を防ぐことにつながり
ます。この地域で自死者を出さないためにできることを一緒に考えて
みましょう。
◆日 時 １１月１７日（月）午後６時３０分〜８時
※午後６時〜開場
◆場 所 ほけんセンター
◆講 師 札幌医科大学保健医療学部 教授 吉野 淳一 氏
◆参加料 無料
◆問合せ 宗谷保健福祉事務所浜頓別支所 ℡２−０１９０
役場保健福祉課保健係 ℡２−２３４５（内線４０８）

エアロビクス教室のお知らせ
◆日
◆場
◆対

時
所
象

１１月１８日（火）午前１０時〜１１時３０分
浜頓別保育所ホール
未就学児を持つその親（２０組程度）
※託児あります。
◆参加料 無料
◆内 容 エアロビクスで心も体もリフレッシュ
◆講 師 インストラクター 門間 奈月さん（稚内市水夢館）
◆持ち物 運動しやすい服装、上靴
◆申込み・問合せ
１１月１１日（火）までに、町地域子育て支援センター
（浜頓別保育所内）に申込みください。℡２−２４７７

１０月は町道民税と国民健康保険税の
納期です！
１０月３１日は町道民税第３期（最終）及び国民健康保険税第３
期の納期限です。納期内に必ず納めましょう。
何らかの理由により、納期限までに納められない場合は、必ず納
税相談をお願いします。
また、町税及び各種使用料等の納付には便利で安全な口座振替を
お勧めします。手続きは通帳と印鑑を持って、町内の金融機関また
は役場住民課税務係までお越しください。
◆問合せ 役場住民課税務係 ℡２−２３４５（内線１１５・１１６）

ごみの分別にご協力ください
最近、
「生ごみ」や「燃やせるごみ」の中に「金属類」や「不燃物」
の混入が見られます。これら燃えないごみが混入すると、南宗谷衛生
施設組合の破砕機や焼却炉の故障原因となります。ごみを排出される
際は正しい分別を心がけましょう。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）

移動献血車が来町します
●１１月６日（木）
場

所

北武コンクリート工業所
よつ葉乳業㈱
特別養護老人ホーム清風苑
天北運送㈱
老人保健施設ふれあいの里
稚内開発建設部浜頓別道路事務所
北海道電力（株）浜 頓別営業 所
東宗谷農業協同組合
●１１月７日（金）
場
所
浜頓別町役場
天北農業試験場
ＪＡラ・ラック店

時

間

住

所

９:00〜９:40
９:45〜10:15
10:25〜10:55
11:05〜11:45
12:50〜13:20
13:30〜14:20
14:30〜15:10
15:20〜16:30

智福１丁目
智福２丁目
旭ケ丘３丁目
大通７丁目
クッチャロ湖畔
緑ケ丘６丁目
緑ヶ丘３丁目
大通２丁目

時
間
９:00〜12:00
13:00〜13:30
13:40〜15:00

住
所
中央南１番地
緑ケ丘８丁目
南３条１丁目

・２００ｃｃ献血…１６〜６９歳
・４００ｃｃ献血…１８〜６９歳で体重が５０ｋｇ
以上の方
※ただし、６５歳から６９歳までの方は６０歳代で献
血経験のある方のみ
◆献血をご遠慮願う場合がある人
・過去に輸血を受けた方
・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。
・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。
◆問合せ 役場保健福祉課保健係 ℡２−２３４５（内線４０９）

１１ 月 は

「労働 時間 適正 化キャ ンペ ーン 」期間 です
労使がともに協力しあい、長時間労働を抑制しよう！
全国一斉無料相談ダイヤル
〜過重労働と賃金不払残業の解消のために〜
１１月２２日（土）午前９時〜午後５時
０１２０−８９７−７１３
厚生労働省・北海道労働局・各労働基準監督署
北海道労働局ホームページ http://www.hokkaido‑labor.go.jp/

パークゴルフ場・屋外スポーツ施設
閉鎖のお知らせ
次の施設は１１月３日（月）をもって、今シーズンの開放を終了し
ます。
☆浜頓別パークゴルフ場、下頓別パークゴルフ場、白鳥公園パークゴ
ルフ場、町営野球場、山村広場、運動広場、テニスコート
◆シーズン券有効期限 １１月３日（月）まで
◆問合せ 町教育委員会社会教育係 ℡２−４６６６

第３面

図書館へ大集合のお知らせ
◆日 時 １１月３日（月）午前１０時〜午後２時
◆場 所 町立図書館
◆内 容
☆１日図書館長
・対 象 小学校４年生〜６年生・中学生・高校生
・内 容 図書館司書業務の体験（１時間程度）
・募 集 １〜３名程度の個人･グループで１０月２８日（火）までに申込みください。
※申込み多数の場合は、抽選とさせていただきます。
☆絵本の読み聞かせ会
・時 間 午後１時〜２時
・場 所 視聴覚室
☆本の特別展示
・期 間 １１月１２日（水）まで
・場 所 図書館フロア
☆古本市
・時 間 午前１０時〜午後２時
・場 所 図書館ロビー
◆問合せ 町教育委員会社会教育係 ℡２−４６６６

陶芸教室のお知らせ
◆日 時
◆場 所
◆対 象
◆参加料
◆募集人数
◆講 師
◆持ち物
◆主 催
◆その他
◆申込み

１１月２日（日）午前１０時〜１１時３０分
多目的アリーナ（町民文化祭会場）
小学生・中学生・高校生・一般町民
１個５００円
２０名
遊土里窯 窯元 宮崎 民雄 氏
汚れてもよい服装、上靴、新聞紙
浜頓別町教育委員会
・電動ロクロでも体験できます。
・制作された作品は後日アリーナにおいて返却します。
１０月１４日（火）〜３１日（金）の間に、町教育委員会社会教育係に申込みく
ださい。℡２−４６６６
※申込みが多数の場合は、先着順となり、５名以下の場合は中止とします。
※当日会場においても受付をしています。
※申込書は多目的アリーナにあります。

第１２回北海道排水設備工事責任技術者試験会場の
変更のお知らせ
旭川市試験会場であった「旭川市民文化会館」がアスベスト検出のため閉鎖されることとな
ったため、試験会場が次のとおり変更となりましたので、お知らせします。
◆変更後の旭川市試験会場

旭川市職員会館２階
◆問合せ

２・３号室（旭川市９条通９丁目）

日本下水道協会北海道地方支部事務局（札幌市建設局下水道河川部下水道計画課内）
℡０１１−８１８−３４１１

