（速報版）

浜頓別町人事異動発令
【浜頓別町発令】（１１月２０日付）
所属課
職名
氏 名
事務分掌発令
病 院 看護師 種本 美雪 願いにより看護師を免ずる

宗谷森づくりセンター

臨時職員を募集します
◆募集人数 １名
◆任用期間 平成２１年１月１日（木）〜３１日（土）（１ヶ月）
◆業務内容 森林計画関係事務、パソコンへのデータ入力など
◆賃
金 日給 ６，１２０円
◆勤務時間 午前８時４５分から午後５時３０分まで
（午後０時１５分〜１時まで休憩時間）
※土・日曜日、祝日は休み
◆雇用条件 町内に在住し、健康な方
◆募集期間 １２月９日（火）〜１１日（木）
※応募者は１２月２日（火）〜４日（木）の間に宗谷
森づくりセンターに履歴書を受取りに来てください。
〒０９８−５７２２ 浜頓別町南２条２丁目８番地
℡２−３８２１ FAX２−３８７８

福祉灯油の助成のお知らせ
高齢者等の低所得者に対し、灯油購入費用の一部を助成します。
◆対象者
①高 齢 者 世 帯…ひとり暮らし及び高齢者のみの世帯で、前年の収
入が一人につき８０万円以下の世帯
【例】６５歳以上の夫婦世帯で、二人の年金合計収入が１６０
万円以下
②ひとり親世帯…１８歳未満の児童とその父または母の世帯で、
前年の収入が世帯員の数×８０万円以下の世帯
【例】母と児童２人の世帯の場合、前年の収入が２４０万円以下
③重度障害者世帯…世帯主が、身体障害者手帳１・２級、精神障害者
福祉手帳１級または療育手帳Ａ判定の保持者で、
前年の収入が一人につき８０万円以下の世帯
【例】世帯主と妻の世帯の場合、前年の世帯収入が１６０万円以下
◆支給額 １世帯あたり １０，０００円
◆申請先 １２月１５日（月）までに、役場保健福祉課福祉係へ申
請してください。℡２−２３４５（内線４０１）
※助成内容等でご不明な点はお気軽にお問合せください。
なお、ご自分で申請手続きが困難な方は、連絡いただ
ければお手伝いします。

電話番号

役場２−２３４５

多目的アリーナ２−４６６６
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男性の料理教室のお知らせ

指定管理者の募集のお知らせ

昨年、大変好評だった男性の料理教室を今年も行います。今年はヘ
ルシー中華に挑戦します！この機会にレパートリーを増やし、仲間と
一緒に楽しくお食事をしませんか？
◆日 時 １２月３日（水）午後６時〜
受付…午後５時４５分〜
◆場 所 ほけんセンター調理実習室
◆対 象 男性の方ならどなたでも参加できます。
◆持ち物 エプロン
◆内 容 調理実習・試食
☆ご飯、中華風大根サラダ、八宝菜、きのこスープ
◆材料費 ５００円
◆申込み １１月２７日（木）までに食生活改善協議会事務局（役
場保健福祉課保健係）に申込みください。
℡２−２３４５（内線４１４）

平成２１年４月１日から次の施設を指定管理者による管理とする
ため、次の施設の指定管理者の募集を行います。募集要項について
は１２月 1 日から各担当課窓口に備え置きます。
◆浜頓別町高齢者等グループホーム
所在地：浜頓別町北２条３丁目４．５番
担当課：保健福祉課
◆はまとんべつ温泉「ウイング」・クッチャロ湖畔直売所
所在地：浜頓別町クッチャロ湖畔
担当課：産業振興課

足腰げんき教室のお知らせ
今年度も高齢者の健康づくり、介護予防を目的とした運動の教室
を行います。ぜひ参加してみませんか？
◆日 時 ①１２月１１日（木）ミニ講話・体力テスト
②１２月２５日（木）体操・レクリエーション
③ １月２２日（木）体操・レクリエーション
④ ２月１２日（木）体操・レクリエーション
⑤ ２月２６日（木）体力テスト・体操
⑥ ３月 ５日 (木) 講話・レクリエーション
午後１時〜３時３０分（受付…午後１２時３０分〜）
◆場 所 ほけんセンター
◆講 師 北海道総合在宅ケア事業団
理学療法士 岡田 しげひこ 氏
◆持ち物 動きやすい服装・上靴
◆定 員 ２０名程度
◆対象者 おおむね６５歳以上の方で原則として全日程参加できる
方（最低でも１回目と５回目の参加ができる方）
①寝たきりになりたくない方
②老化に伴う膝、腰の痛みのある方（医師から運動を禁
止されている方は除く）
③運動したいがどんな運動をしたら良いかわからない方
④冬の運動不足を解消したい方
⑤健康づくりに関心のある方
※介護の認定で要支援以上の方はご相談の上、決定させ
ていただきます。
※スポーツ傷害保険に加入されていない方のケガ等につ
いて主催者側は責任を負うことができませんので各自
で対応してください。
◆申込み １２月１日（月）までに、役場保健福祉課保健係に申込
みください。℡２−２３４５（内線４０９・４１０）
※準備の都合がありますので必ず申込みをしてください。

業務説明会
☆開催日
☆場 所

１２月８日（月）午後１時３０分〜
・浜頓別町高齢者等グループホーム
・はまとんべつ温泉「ウイング」
※各指定管理者を希望する施設に参加してください。
※参加される場合は「業務説明会参加申込書」に必要事項を記入
の上、開催前日までに担当課へ申込みください。なお、指定管
理者の申請にはこの説明会への参加が必須となりますので、留
意願います。
※１２月１日から町ホームページでも募集要項、業務説明会参加
申込書等をダウンロードすることができます。
（アドレス http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/）
◆問合せ 役場保健福祉課福祉係
℡２−２３４５（内線４０１）
役場産業振興課商工観光係 ℡２−２３４５（内線２２３）

「（仮称）北海道景観形成ビジョン」
（素案）
へのご意見を募集します
「（仮称）北海道景観形成ビジョン」は、道民みんながめざす、こ
れからの景観づくりの目標像と、目標の実現に向けた道の施策の方
向性を示すものです。
これまで、道ではビジョンの策定に向けて検討を行ってきました
が、このたび、素案としてまとめられたものについて、皆様からの
ご意見を募集し、お寄せいただいた意見を考慮してさらに検討を行
って、来月２月に策定する予定です。
◆資料の入手について
☆ホームページ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/mdr/
☆閲覧及び配布場所 宗谷支庁建設指導課・土木現業所
◆意見募集期間 １２月１２日（金）まで
◆申込み・問合せ
☆郵 便 〒０６０−８５８８ 札幌市中央区北３条西６丁目
北海道建設部まちづくり局都市計画課
（まちづくりグループ）
☆ＴＥＬ ０１１−２３１−４１１１
☆ＦＡＸ ０１１−２３２−１１４７
☆メール kensetsu.tokei2@pref.hokkaido.lg.jp

浜頓別町ホームページ http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/
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11/28（金）リハビリ教室
12/５（金）乳児相談
12/10（水）乳幼児歯科健診
12/11（木）足腰げんき教室
12/12（金）リハビリ教室

廣瀬町長の動向

【１１月２５日〜１２月１２日】
場
所
時
間
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

９:45〜13:30
10:00〜15:00
９:00〜14:45
13:00〜15:30
９:45〜14:00

【１１月２５日〜１２月１２日】

１１月２５日（火）〜２８日（金） 出張（東京都）
１２月 ３日（水） 出張（稚内市）

１２月旭川医大出張診療日
産婦人科

１２月

３日 柳沼医師（午後診療）
４日 柳沼医師（一日診療）
５日 柳沼医師（午前診療）
１８日 片山医師（一日診療）
１９日 片山医師（一日診療）
整形外科
１２月１０日 医師未定（一日診療・予約制）
２４日 医師未定（一日診療・予約制）
眼
科
１２月 ３日 花田医師（午前診療・予約制）
１７日 花田医師（午前診療・予約制）
小 児 科
１２月１９日 医師未定（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。

レディース・森の窓口を開催します
宗谷森づくりセンターでは、広く皆さんに森林整備の大切さを普
及啓発するとともに、つる切り、除間伐などから出てきた枝・葉・
実・つるを有効活用し、クリスマスリースづくりの講
習会を開催します。
◆日 時 １２月４日（木）
１回目…午前１０時〜午後１２時
２回目…午後１時００分〜３時
◆場 所 宗谷森づくりセンター
◆対象者 浜頓別町内の女性（子どもとの同伴も可能）
◆定 員 先着３０名（１回目・２回目各１５名）
※定員に達しましたら募集を終了とします。
◆持ち物 エプロン（無い方は汚れても良い服装で参加してください）
※資材・道具などは森づくりセンターで用意します。
◆申込み １１月２８日（金）までに、電話又はＦＡＸで北海道宗
谷森づくりセンターに申込みください。
℡２−３８２１ FAX２−３８７８

滝の湯年末年始業務のお知らせ

年内のし尿汲取りのお知らせ

◎１２月３１日（水）午後３時から午後６時まで営業
◎１月１日（木）〜１月５日（月）まで年始休業
◎１月６日（火）から平常どおり営業
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）

１２月１０日までの申込み分は年内に汲取りします

年末年始のごみ収集のお知らせ
■ごみ収集車の運行
年末…１２月３０日（火）まで通常運行
運休…１２月３１日（水）〜１月４日（日）まで運休
年始…１月５日（月）から通常運行
※吹雪・大雪等悪天候のときは、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（火）まで通常運行
運休…１２月３１日（水）〜１月４日（日）まで運休
年始…１月５日（月）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（火）午後５時まで受入
休み…１２月３１（水）〜１月４日（日）
年始…１月５日（月）から通常どおり受入
☆危険ごみ（金ヶ丘一般廃棄物埋立処分地施設）
年末…１２月３０日（火）午後４時まで受入
休み…１２月３１日（水）〜１月５日（月）
年始…１月６日（火）から通常どおり受入
☆資源物（金ヶ丘ストックヤード）
年末…１２月３０日（火）午後５時まで受入
休み…１２月３１日（水）〜１月４日（日）
年始…１月５日（月）から通常どおり受入
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）

町税等の納め忘れはありませんか？
今年も残すところ１か月となりました。町税及び各種使用料等の納め
忘れはありませんか？お手元にある納付書をもう一度ご確認くださ い。
町税及び各種使用料等の納付には便利で安心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、町内の金融機関又は役場住
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）

特設人権心配ごと相談所を開設します
◆日
◆場
◆内

１２月５日（金）午前１０時〜午後３時
福祉センター
人権問題、家庭問題、その他なんでも結構です。
相談は無料で、秘密は固く守られます。
◆相談員 人権擁護委員
◆問合せ 名寄人権擁護委員協議会 ℡０１６５４−２−２３４９

ノーレジ袋・マイバック運動にご協力をお願いします！

時
所
容

年末を控え、例年し尿の汲取りは混雑します。１２月１０日（水）
まで申込みされたところは、年内（１２月３０日まで）に汲取りし
ますが、この期間を過ぎて申込まれた時は、１月６日以降になる場
合がありますので、早めに委託業者まで申込んでください。
●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公金ですので、汲取りの際は必ず現金でお支
払い願います。なお、お支払いの時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留守にされる方は、必ず近隣の
方へ手数料をお預け願います。
●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、降雪期になりますので汲取
り口等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・
下着類・スリッパ・容器類（空き缶）などを入れないでください。
処理場の作業上大変困っていますので、分別してごみとして出し
てください。
●汲取り作業は１２月３１日から１月５日まで、年末年始の休みになります。
◆委託業者 吉野衛生㈲ ℡２−３４１７
※し尿汲取りについてお気づきの点は、南宗谷衛生施設組合に連絡
してください。℡２−２４１５

１１月は乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）
対策強化月間です
乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）とは、それまで元気だった赤ち
ゃんが、事故や窒息ではなく眠っている間に突然死亡してしまう病
気です。生後２ヶ月から６ヶ月に多く、平成１９年においては全国
で１５８人の赤ちゃんがこの病気で亡くなっており、１歳未満の乳
児の死亡原因の第３位となっています。
原因は分かっていませんが、次のことを留意することで、この病
気の発症率が低下することが研究により明らかになっています。
①赤ちゃんを寝かせる時は、仰向けにしましょう。
うつぶせ寝がＳＩＤＳを引き起こすものではありませんが、医学上
の理由でうつぶせ寝を勧められている以外は、赤ちゃんの顔が見え
る仰向けに寝かせるようにしましょう。
②できるだけ母乳で育てましょう。
母乳は赤ちゃんにとって最適です。人工乳がＳＩＤＳを引き起こ
すものではありませんが、できるだけ母乳で育てましょう。
③妊娠中や赤ちゃんの周囲で、たばこを吸わないようにしましょう。
たばこは、ＳＩＤＳ発症の大きな危険因子です。妊婦自身の喫煙
はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙もよくありま
せん。妊娠したらたばこはやめましょう。身近な人にも禁煙をお
願いしてください。
◆問合せ 役場保健福祉課保健係 ℡２−２３４５（内線４１０）

〜レジ袋の削減は地球にやさしい活動です。買い物の際にはマイバックを持参し、『レジ袋いりません』のひと言を〜

