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ベニヤ原生花園清掃＆観察会開催のお知らせ

浜頓別町戦没者追悼式のお知らせ
浜頓別町出身戦没者に対し、全町民がこぞって追悼の誠を捧げる
とともに、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、次のとおり戦没者追悼式を行います。
なお、式典に参加できない方は、正午の消防のサイレンに合わせ
て黙祷をお願いいたします。
◆日 時 ６月９日（月） 受付 午前１１時３０分
開始 午前１１時５９分
◆場 所 福祉センター大ホール
◆対 象 遺族・来賓・一般町民
◆問合せ 役場保健福祉課福祉係 ℡２−２３４５（内線４０１）

町民健康講座のお知らせ
タバコは喫煙している本人だけでなく、周囲の人へも受動喫煙と
いう形で健康被害をもたらします。タバコの害はがんや生活習慣病
などさまざまな病気の原因となりますし、止めたくてもなかなか止
められないという依存性の強いものです。
町国保病院でも今年度から禁煙治療ができるように
なりましたので、岡田先生を講師に迎え、喫煙の害や
禁煙治療について講演会を開催します。喫煙している
方はもちろん、家族の方もぜひ参加してみてはいかがですか。
◆日 程 ６月２６日（木）受付…午後６時〜
午後６時３０分〜７時３０分
◆テーマ 喫煙習慣から抜け出すために（仮題）
◆講 師 浜頓別町国民健康保険病院長 岡田 政信 先生
◆会 場 ほけんセンター
◆問合せ 役場保健福祉課保健係 ℡２−２３４５（内線４０９）

市立稚内病院からのお知らせ
６月３０日から眼科において次のとおり診療日・手術日を変更しま
すのでお知らせいたします。
◆変更内容 月曜日の午前 手術→外来
木曜日の午前 外来→手術
◆問合せ 市立稚内病院 ℡０１６２−２３−２７７１

いきいき情報局員を募集します
子ども向け情報誌「キッズナビ」を編集する局員を募集しています。
町内外の子ども向けの情報を自分たちで取材し、４回程度の編集会
議により情報誌を作成しています。
参加希望者は６月１３日（金）までに連絡してください。
◆問合せ 町教育委員会社会教育係 ℡２−４６６６

電話番号

役場２−２３４５

多目的アリーナ２−４６６６

フラワーガイドさんと一緒に原生花園の清掃を行いながら春の花
を観察します。皆さんのご参加をお待ちしています。
◆日 時 ５月３１日（土）午前９時〜午前１１時頃
◆場 所 ベニヤ原生花園（駐車場集合）
◆その他 雨天中止
◆問合せ 浜頓別町観光協会 ℡２−２３４５（内線２２３）
水鳥観察館 ℡２−２５３４

ウソタンナイ砂金採掘公園
オープンのお知らせ
◆期
◆時

間
間

◆休館日
◆問合せ

６月８日（日）〜９月３０日（火）
午前９時〜午後５時
※受付は午後４時３０分まで
６月と９月は月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）
７月と８月は無休
役場産業振興課商工観光係 ℡２−２３４５（内線２２３）

畜犬登録及び狂犬病予防注射
追加日程のお知らせ
平成２０年度畜犬登録及び狂犬病予防注射の追加
分を次の日程で追加実施します。前回受けられなか
った畜犬所有者の方は、必ず受けますようお願いい
たします。
なお、今回の畜犬登録及び狂犬病予防注射は予約
制としますので、役場住民課環境生活係にご連絡く
ださい。
当日は、出張料として別途５００円の追加となります。
◆日 時 ６月１０日（火）午後１時〜【予約制】

未登録犬
登録済犬

◆申込み

畜
犬
登 録 料
3,000 円

狂犬病予防
注射料
2,490 円
2,490 円

注射 済票
交付手数料
550 円
550 円

出 張 料
500 円
500 円

合

計

6,540 円
3,540 円

６月６日（金）までに役場住民課環境生活係に申込みく
ださい。 ℡２−２３４５（内線１１３）

特設 人権 心 配ご と 相談 所の 開 設の お知 ら せ
◆日 時
◆場 所
◆相談員
◆相談内容

◆問合せ

６月２日（月） 午前９時〜午後３時
福祉センター
人権擁護委員
・人権問題、家庭問題、いじめ問題をは
じめ、近隣関係のいざこざ等の身近な
法律問題、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。
名寄人権擁護委員協議会 ℡０１６５４−２−２３４９

平成２０年度

浜頓別町・中頓別町「命をつなぐ街道」国道２７５号
早期整備促進期成会（仮称）の設立総会のお知らせ
この期成会は、国道２７５号の高規格化、名寄方面への救急搬送の
時間短縮を目指し、国などへ要請活動を展開するものです。趣旨に賛
同いただける個人及び団体の皆さんの参加をお願いします。
◆日 時 ６月２日（月）午後３時〜
◆場 所 ほけんセンター多目的ホール
◆発起人 浜頓別町、中頓別町
◆問合せ 役場総務課企画広報係 ℡２−２３４５（内線２１８）

市民公開講座・医療相談会のお知らせ
脳神経外科専門医の少ない南宗谷地域を対象に「脳の病気とその予防･
治療について」というテーマで市民公開講座と医療相談会が開催されます。
医療相談会は定員がありますので希望される方は申込みください。
◆日 時 ６月２１日（土） 午後１時〜５時
◆場 所 枝幸町中央コミュニティセンター
◆内 容
「脳の病気とその予防・治療について」〜あなたの脳を守るために〜
【第１部】講演会 午後１時〜３時
「なぜ脳卒中になるのか？〜その予防と治療」
北海道大学病院神経外科助教 中山 若樹 氏
「気になりませんか？手足のしびれ」
札幌麻生脳神経外科病院長 秋野 実 氏
「頭痛のはなし」
北海道大学病院神経外科助教 寺坂 俊介 氏
【第２部】医療相談会 午後３時１５分〜５時
脳神経外科専門医による個別医療相談を実施します。
相談は定員があり、事前予約制です。脳や脊髄の疾患に
ついて疑問や不安を感じている方は申込みください。
◆問合せ 役場保健福祉課保健係 ℡２−２３４５（内線４０９）

平成２０年度

国家公務員採用Ⅲ種（税務）試験のお知らせ
◆受 験 資 格
◆試験の程度
◆申込み期間
◆第１次試験

昭和６２年４月２日〜平成３年４月１日生
高等学校卒業程度
６月２４日（火）〜７月１日（火）
教養試験、適性試験、作文試験
９月７日（日）
◆第１次試験合格発表日 １０月９日（木）
◆第２次試験 人物試験、身体検査
１０月１６日（木）〜２３日（木）までのうち指定する１日
◆最終合格者発表日 １１月１３日（木）
◆問 合 せ 札幌国税局人事第２課採用担当
℡０１１−２３１−５０１１（内線２３１５）
稚内税務署総務課 ℡０１６２−３３−１１５５

浜頓別町ホームページ http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/
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第２面
６月旭川医大出張診療日

行事予定
月

日

行

事

５/29（木）リハビリ教室
５/30（金）３歳児健診
６/６（金）乳児相談
６/11（水）乳幼児歯科健診

廣瀬町長の動向

産婦人科

【５月２５日〜６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

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

【５月２５日〜６月１２日】

５月２９日（木）・３０日（金） 出張（枝幸町）
６月 １日（日） 出張（名寄市）
６月 ８日（日） 出張（旭川市）

悪質商法にご注意ください！
消費者被害の実態を見ると、悪質業者の「甘い言葉」にのせられ、
後で後悔する被害が依然として後を絶ちません。
常に次のことを頭におき、悪質業者等にだまされないようにしま
しょう。
・家の中に簡単に入り込ませない 〜 相手のペースにのらない
・契約は一人で決めず、周りに相談 〜 冷静に判断する
・必要のないものは、キッパリ断る 〜 あいまいな返事はトラブル
のもと

悪質商法の手口
○点検商法
「点検に来ました」などと家庭を訪問し、
「床
下の湿気がひどい」、「このままでは、家が
つぶれる」などと言って不安をあおり、商品
を売りつけたり、高額な工事契約を締結させる商法。
○資格商法
「当社の講座を受ければ国家試験免除」とか、業者が勝手に作っ
た資格を「近く国家資格になる」などと偽ったり、「ほとんどの
人が合格する簡単な試験」、「合格したらお祝い金が出る」など
と言葉巧みに勧誘して高額な教材を販売する商法。
○催眠商法
会場に人を集め、日用品を無料で配布したり、ただ同然の値段で
売り、会場の雰囲気を盛り上げて高額な健康器具、寝具などを売
りつける商法。
○霊感商法
人の死後や将来のことについて「先祖の霊」や「家系の因縁」な
どと言って不安をあおり立て、不安を解消するためと称して法外
な壺や印鑑などを売りつける商法。
○内職商法
「自宅でラクラク高収入」、「資格を取れば有利な内職を紹介し
ます」などと言って内職希望者を勧誘し、高額な教材やパソコン
などを購入させたり、保証金の名目でお金を支払わせる商法。
◆問合せ 北海道警察本部生活安全部部生活経済課
℡０１１−２５１−０１１０（内線３３７１）

６月

４日 柳沼医師（午後診療）
５日 柳沼医師（一日診療）
６日 柳沼医師（午前診療）
１９日 片山医師（一日診療）
２０日 片山医師（一日診療）
整形外科
６月１１日 医師未定（一日診療）
２５日 医師未定（一日診療）
眼
科
６月 ４日 花田医師（午前・予約制）
１８日 長岡医師（午前・予約制）
小 児 科
６月２０日 梶野医師（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。

平成２０年分

路線価図等の公開日のお知らせ
相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成２０年分の路線価
図等の閲覧は７月１日（火）からを予定しています。
路線価図等は、ご自宅などでインターネットにより閲覧できます。
○国税庁のホームページの「路線価図等の閲覧コーナー」では、全
国の過去の３年分の路線価図等がご覧になれます。
○国税局・税務署では、ＩＴ化・ペーパーレス化を進めており、本
年からは路線価図等（冊子）を備え付けませんので、ご理解願い
ます。
○混雑時はお待ちいただく場合があります。
○全国の国税局・税務署でパソコンにより閲覧できます。
国税庁ホームページ
◆問合せ

国税庁

www.nta.go.jp

℡０３−３５８１−４１６１（代）

ごみの分別にご協力ください
●町の資源ごみは、資源ごみストックヤードのリ
サイクル機器にて圧縮、梱包作業後、出荷して
います。しかし、この資源ごみの中に異物が混
入していたり、１枚の袋に数品目の資源ごみを
選別しないで入れると、選別に時間を要したり、資源の質が低下し
引き取り業者に出荷できなくなります。
資源ごみは各品目別に資源物指定袋を使用していますが、洗っても
汚れのとれない廃プラスチック（白色トレイ・プラスチック類）等
については燃やせるごみに入れて出してください。
●最近では、生ごみや燃やせるごみの中に金属類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）

自動車税の納期限は６月２日（月）です
現在、道は財政立て直しに向け、歳出の削
減と歳入の確保に努めており、特に自主財源
である道税については、その収入確保が重要
な課題となっています。中でも自動車税は道
の財政運営上、重要な収入源となっておりま
すが、納期限である５月末までの納税の割合
は６４％程度にとどまっており、厳しい財政
運営を強いられているのが現状です。
自動車税の納期内納税は、道が取組んでいる様々な施策を進める
上で欠くことのできないものです。
皆さんには、納期内納税にご理解をいただき、期限までに納税い
ただきますようお願いします。
●宗谷支庁税務課では、毎月最終木曜日に夜間納税窓口を開設して
います。
●自動車税は、次の場所で納税できます。
・道内の金融機関・郵便局
・お近くの支庁・道税事務所
・コンビニエンスストア
サークルＫ、サンクス、スパー、セイコーマート、セブンイレ
ブン、ファミリーマート、ローソン
◆問合せ 宗谷支庁地域振興部税務課納税係
℡０１６２（３３）２５２０

工事にご協力ください
①日の出１号・２号線道路改良工事
◆工 期 １０月５日まで
◆交通規制 通行止め
◆施 行 北開建設株式会社
②日の出２号線下水道管渠新設工事
◆工 期 １０月５日まで
◆交通規制 通行止め
◆施 行 北開建設株式会社

