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平成２０年８月２５日発行

第１４０５号

第５次浜頓 別町ま ちづく り計画（素案） の公表と
意見募集（パブリックコメント）のお知らせ
わが町再発見！

グリーン・ツーリズム町民モニターツアー
に参加してみませんか？
浜頓別町のグリーン･ツーリズムに関する取組みを町民の方にも
知っていただきたく、「農」をテーマに町民モニターツアーを開催し
ます。
◆日 時 ９月２０日（土）※雨天決行
午前９時３０分役場前集合
◆内 容
☆よつ葉乳業㈱宗谷工場☆
浜頓別で搾られている生乳を乳製品に加工しています。バタ
ーの製造工程の見学と、説明が受けられます！浜頓別町の牛か
ら搾られた生乳から何が作られているか知っていますか？
☆ピックファルミ（吉田農園）☆
平飼いでのびのびと育てた鶏の卵の販売や、無農薬・無化学
肥料での野菜作りなどこだわりを持った食材の生産を行ってい
ます。
☆ぶんちゃんの里☆
酪農の話、哺乳体験、搾乳体験、バターづくり！たくさんの
体験ができます。そして酪農を通して食と命の大切さを伝えま
す。牛乳は何からできているか知っていますか？
☆上記３つの施設をまわり、ぶんちゃんの里のビーフカレー、ピ
ックファルミの無農薬野菜を使ったサラダを昼食でとり、午後
２時３０分頃、牛の放牧風景を見ながら役場前へ戻る予定とな
っています。
◆定 員 先着２０名
◆参加費 １，２００円（昼食代込み、小学生未満無料）
当日の朝、お支払いください。
◆申込み ９月１６日（火）までに、浜頓別町グリーン・ツーリズ
ム推進協議会（事務局…役場産業振興課）に申込みくだ
さい。℡２−２３４５（内線１２３）

クマ出没注意！！
ヒグマの目撃情報が寄せられています。朝・晩のウォーキング、
散歩の際は十分注意し、事故を防ぐため、出没箇所や出
没を知らせる看板がある場所への出入りは避けましょう。
クマの出没や被害等情報がありましたら、役場産業振
興課まで連絡してください。
◆出没箇所 下頓別墓地付近、宇曽丹神社付近、金ケ丘周辺
◆問 合 せ 役場産業振興課水産林務係
℡２−２３４５（内線１２６）

現在、町では平成２１年度をスタートとする「第５次浜頓別町ま
ちづくり計画」の策定を進めています。
このたび、まちづくり計画（素案）がまとまりましたので公表す
るとともに、より良い計画とするため、町民の皆さんからの意見を
募集します。
【公
表】
◆公表資料 第５次浜頓別町まちづくり計画（素案）
◆公表場所 役場１階町民ホール・２階総務課窓口、町立図書館
浜頓別町ホームページ：
http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/
contents̲show.php?page̲id=000504058
◆公表期間 ８月２８日（木）〜９月１０日（水）
【役 場】午前８時３０分〜午後５時３０分
（土・日を除く）
【図書館】午前１０時〜午後６時
（月曜日を除く）
【意見募集】
◆提出方法 意見提出用様式に必要事項を記入し、直接提出してい
ただくか、郵送、ファックス、電子メールにより役場
総務課企画広報係に提出してください。
なお、意見提出用様式は、公表場所または、町ホーム
ページにあります。
《住
所》〒098‑5792 浜頓別町中央南１番地
《ファックス》０１６３４−２−４７６６
《Ｅメール》kikaku@mail.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp
◆募集期間 ８月２８日（木）〜９月１０日（水）
※郵送の場合、当日消印有効
◆募集対象 浜頓別町民
◆そ の 他 ・提出された意見は、後日、広報等で公表します。
・結果の公表につきましては、ご意見以外の内容（住
所・氏名などの個人情報）は公表いたしません。
◆問 合 せ 役場総務課企画広報係
℡２−２３４５（内線２１８・２２０）

８ 月は 町 道 民 税 と国 民 健 康 保険 税 の 納 期 です ！
９月１日は町道民税と国民健康保険税の第２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。
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
金融機関または役場住民課税務係までお越しください。
◆問合せ

電話番号

役場２−２３４５

多目的アリーナ２−４６６６

役場住民課税務係

℡２−２３４５（内線１１５・１１６）

第２０回夏祭りふれあい広場
各学校の発表、長縄跳び大会、各ＰＴＡに
よる出店など楽しい企画が盛りだくさんです。
◆日 時 ８月３１日（日）
午前９時〜午後２時３０分
◆場 所 多目的アリーナ駐車場
（雨天時は多目的アリーナ内）
◆日 程
９：００〜 オープニングセレモニー
９：３０〜 学校発表
１０：２０〜 町長杯争奪長縄跳び大会
１１：４０〜 町長杯争奪長縄跳び大会閉会式
１２：００〜 ふれあい広場（出店）
１３：３０〜 最終イベント・閉会式
◆主 催 夏祭りふれあい広場実行委員会
◆問合せ 町教育委員会社会教育係 ℡２−４６６６
（事務局）浜頓別中学校 ℡２−２０５０

親子わくわく体操教室のお知らせ
◆日
◆場
◆内

時
所
容

◆対 象
◆定 員
◆持ち物
◆参加料
◆申込み
◆その他

９月１７日（水）午前１０時〜１１時３０分
浜頓別保育所遊戯室
テーマ
「早寝！早起き！朝ご飯で運動機能は伸ばせる？」
講 義「幼年期から伸ばしたい運動機能」
実 技「楽しいふれあい体操」
講 師 北海道教育大学旭川校
教授 古川 善夫 氏
幼児をもつ保護者等
２０組程度
運動しやすい服装、運動靴、筆記用具
無料
９月１２日（金）までに、町教育委員会社会教育係に申
込みください。℡２−４６６６
託児も準備します。

浜頓別町敬老会のお知らせ
多年にわたり浜頓別町及び社会の発展に寄
与されてきた労苦に報い、その長寿を祝福す
るとともに、町民の敬老思想の高揚と高齢者
の福祉増進をはかるため、次のとおり敬老会
を開催します。
対象者にはすでにご案内していますが、出
席されますようお願いします。
◆日 時 ９月１２日（金） 午前１１時３０分〜
◆場 所 福祉センター大ホール
◆対象者 満７５歳以上の町民
◆問合せ 役場保健福祉課福祉係 ℡２−２３４５（内線４０１）

浜頓別町ホームページ http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/
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８/29（金）リハビリ教室
ほけんセンター
９:45〜14:30
８/31（日）第２０回夏祭りふれあい広場 多目的アリーナ駐車場 ９:00〜
９/12（金）浜頓別町敬老会
福祉センター
11:30〜

平成２０年度

北海道・北東北子どもの読書活動
推進フォーラム北海道大会
◆日

時

◆場

所

◆対

象

◆内

容

◆参加料
◆託児室
◆問合せ

１０月２５日（土）午後１時３０分…開会
２６日（日）午後０時３０分…閉会
北海道立道民活動センター（かでる２．７ホールほか）
（札幌市中央区北２条西７丁目）
読み聞かせ等の関係者などを中心に一般道県民どなたで
も参加できます。
ホール…絵本作家「長谷川 摂子」さんの講演や「岸田
典大」さんのパフォーマンス、北海道の読書活
動の事例発表など
展示ホール…読み聞かせグループの交流スペースなど
無料（事前申込み）
あり（事前申込み）
北海道教育庁生涯学習推進局生涯学習課社会教育グループ
℡０１１−２３１−４１１１（内線３５−５２４）

公的個人認証サービスのお知らせ
公的個人認証サービスの都道府県認証局及びブリッジ認証局は、
法令に基づき、平成２０年９月に認証局の秘密鍵更新を実施いたし
ます。これに伴い、電子証明書を取得された利用者の方は、次のオ
ンラインサービスが利用できない期間が発生しますのでお知らせし
ます。
●電子証明書オンライン失効及び有効性確認の終日停止
【９月１９日（金）〜２２日（月）】
●新たに電子証明書の発行や失効をされたい方は９月２２日（月）
は、窓口にて、発行手続きや失効手続きは行うことができません。
（更新手続きもできません）
＊オンライン窓口のご利用については…
http://www.jpki.go.jp/online/index.html
を参照してください。
☆住民基本台帳カード＋電子証明書（公的個人認証サービス）
をご利用ください。
◆問合せ 役場住民課住民係 ℡２−２３４５（内線１１４）

９月旭川医大出張診療日
産婦人科

９月１０日
１１日
１２日
２５日
２６日
９月 ３日
１７日

柳沼医師（午後診療）
柳沼医師（一日診療）
柳沼医師（午前診療）
片山医師（一日診療）
片山医師（一日診療）
整形外科
医師未定（一日診療）
医師未定（一日診療）
眼
科
未
定
小 児 科
９月２６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。

『国の教育ローン』のお知らせ
国の教育ローンをご利用いただける方の世帯の年間収入（所得）
の上限金額が変更になりましたので、お知らせします。
【現行】
高校、短大、大学、専修学校、海外の高校・大学などに入学・在
学される方の保護者で、世帯の年間収入（所得）が次に掲げる金額
以内の方
給与所得者については、世帯の年間収入が９９０万円以内
事業所得者については、世帯の年間所得が７７０万円以内
【１０月以降】
高校、短大、大学、専修学校、海外の高校・大学などに入学・在
学される方の保護者で、世帯の年間収入（所得）が次に掲げる金額
以内の方
子どもの人数（注）
給与所得者（事業所得者）
１人
７９０万円（５９０万円）
２人
８９０万円（６８０万円）
３人
９９０万円（７７０万円）
「３人」の金額に、４人目以降の子どもの人
４人
数１人あたり１００万円ずつ加算した金額
（事業所得者の場合は所得換算した金額）
（注）①「子どもの人数」とは、申し込む方が扶養している子ども
の人数をいいます。年齢･就学の有無は問いません。
②子どもの人数が２人以下で、世帯の年間収入（所得）が上
記の金額を超える方であっても、世帯の年間収入が９９０
万円（所得７７０万円）以内であって、次のいずれかに該
当する場合はお申込みいただけます。
・勤続（営業）年数が３年未満
・居住年数が１年未満
・返済負担率（借入金年間返済額／年収）が３０％超
◆問 合 せ 国民生活金融公庫旭川支店融資相談係
℡０１６６−２３−５２４１

住宅・土地統計調査のお知らせ
１０月１日、５年に１度の住宅・土地統計調査が行われます。こ
の調査は住宅・土地に関する最も基本的な調査で、国や都道府県・
市区町村が住生活基本計画やまちづくり施策などを立案するための
大切な資料となります。対象となった世帯には、知事が任命した調
査員が調査票を持ってお伺いしますので、調査票への記入をお願い
します。なお、調査内容は統計を作成するためのみに使用するもの
で、その他の目的には一切使用しません。
◆問合せ 役場総務課企画広報係 ℡２−２３４５（内線２２２）

看 護 師 募 集 中
☆年齢・経験等に制限はありません。
☆詳細はお気軽に問合せください。
◆問合せ 町国民健康保険病院事務長

℡２−２２０３

第１３回北海道排水設備工事
責任技術者試験のお知らせ
町では、排水設備指定工事店の資格要件に排水設備工事責任技術
者制度を導入しており、次のとおり全道統一試験が行われます。
なお、既に登録している方は、受験の必要はありません。
◆日 時 １１月５日（水）午後１時３０分〜３時３０分
◆場 所 旭川市民文化会館２階第２会議室
◆試験講習 １０月１５日（水）午前１０時〜午後５時
旭川市民文化会館２階第２会議室
◆手数料 受験料 ４，０００円
受講料（テキスト代込） ３，０００円
◆受付期間 ９月１日（月）〜１０日（水）
午前９時〜正午、午後１時〜５時３０分
※土・日曜日は除く
◆問合せ 役場建設課管理係 ℡２−２３４５（内線１３３・１３６）

自動車点検整備推進運動実施中
〜強化実施期間

平成２０年９月・１０月の２ヶ月間〜

「車は家族の一員です。
さあ、あなたも日常点検はじめよう。」
北海道運輸局
旭川運輸支局
（http://www.tenken‑seibi.com）

