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公営住宅（団地）に入居されている皆様へ
クッチャロ湖氷上ウォーキング＆
雪像製作のお知らせ
◆日
◆場
◆対
◆定
◆内

時
所
象
員
容

◆持ち物
◆問合せ

２月１日（日）午前１０時〜午後２時
クッチャロ湖
小学生以上の町民（低学年の場合は保護者同伴）
２０名
クッチャロ湖に張った氷の上をかんじき等で散策し、湖
上から見る水鳥やワシ類、動物の足跡を観察します。昼
食後、水鳥観察館の玄関前に雪像を製作します。
弁当、飲み物、長靴、防寒服等
１月３０日（金）までに、水鳥観察館に申込みください。
℡２−２５３４

２００９ 冬のちびっ子天国
◆日

時

◆場

所

◆主

催

◆問合せ

２月７日（土） 午前１０時〜午後２時
※悪天候の場合は、８日（日）に開催します。
浜頓別運動公園（運動広場）
※特別養護老人ホームふれあいの里裏側
冬のちびっ子天国実行委員会
浜頓別町商工会青年部
浜頓別町商工会青年部 ℡２−２３６９

子育て講演会のお知らせ
◆日

時

◆場
◆内

所
容

◆託

児

◆申込み

２月２１日（土）午前１０時〜１１時３０分
※当日、悪天候の場合は２月２８日（土）に延期します。
浜頓別保育所ホール
演題 「子育てで親も一緒に成長」
講師 頓別小学校 校長 山田 茂雄 氏
保育所内子育て支援センターにて託児をしますので希望
される方は申込みください。
町地域子育て支援センター ℡２−２４７７

白鳥の餌を提供してください
今年は４５０羽のコハクチョウがクッチャロ湖で越冬
しています。
餌は、主に大麦を与えていますが、ご家庭などで、次の
ような物があれば提供をお願いします。
古米、もち米、冷凍ご飯、食パン、餅、鏡餅、その他穀類
※味がついたご飯、菓子パン、カビが生えたものは適しません。
◆問合せ

電話番号

水鳥観察館 ℡２−２５３４
役場産業振興課 ℡２−２３４５（内線２２３）
役場２−２３４５

多目的アリーナ２−４６６６

平成２０年度の収入申告の手続きをしていない入居者は、次の期
限までに収入申告書を提出してください。
申告されない場合、平成２１年度の家賃が最高額になってしまい
ます。
◆提出期限 １月３０日（金）
◆問 合 せ 役場建設課管理係 ℡２−２３４５（内線１３３）

ジュニア・リーダー研修会のお知らせ
◆日
◆場

時
所

◆対

象

◆募集人数
◆参加費
◆持ち物
◆申込み

２月２７日（金）〜２８日（土）１泊２日
ほけんセンター、浜頓ホテル、多目的アリ
ーナ駐車場
小学校４年生〜中学校３年生
☆１泊２日間の研修活動の趣旨を理解して
団体行動ができる者
☆リーダー活動を志す者
※食物アレルギーの方は参加のご遠慮を願います。
３０名（１０名以下の場合は中止とします）
１，０００円（食材代、保険料他）
参加費、エプロン、寝袋、筆記用具、洗面道具、着替え、
飲み物、保険証のコピー、ゴミ袋、他各自必要なもの
２月１３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

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。
北方領土返還要求運動が始まってから６０年以上が経過し、この
北方領土問題解決のため、これまでも日露両国間では精力的な外交
交渉が続けられていますが、領土返還への具体的な道筋は今なお見
えないまま現在に至っています。
北海道では、２月７日の「北方領土の日」を中
心として、市町村や関係団体との連携のもとに特
別啓発を展開しています。
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（水）〜２月２０日（金）
◎北方領土返還要求署名活動
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
名活動を実施しておりますので、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（内線２１４）

ミニバレー浜頓別カップのお知らせ
◆日

時

２月１５日（日）

受 付…午前８時３０分〜
開会式…午前９時〜

◆会 場
◆対 象
◆チーム

多目的アリーナ
中学生以上の町民及び町内のクラブに所属する者
１チーム６名以内
※ゲームは４名のプレーヤーで行います。
◆競技種目 ①混成の部…男性２名、女性２名。または男性１名、女
性３名で編成。
②女性の部…女性のみで編成。ただし６０歳以上の男性
を１名含めてもよい。
※各種目４チーム以上の参加がない場合は実施しないこととする。
◆参加料 １チーム １，０００円（当日徴収）
◆申込み ２月６日（金）までに大会事務局（多目的アリーナ）に
申込書を提出してください。℡２−４６６６
※申込用紙は多目的アリーナにあります。
◆その他 ・事前に傷害保険に加入してください。
・各チームより審判の協力をお願いします。

「特別慰労品」贈呈の受付が終了します
外地からの引揚者、恩給を受けていない旧軍人であった方、シベ
リアなどで強制抑留された方で、まだ特別慰労品を請求されていな
い方は、早急に申請してください。
◆申込み ３月３１日（火）までに、（独）平和記念事業特別基金
に申込みください。℡０１２０−２３４−９３３
※申請書は役場保健福祉課福祉係にあります。

振り込め詐欺にご注意！！
おれおれ詐欺・架空請求詐欺・融資保証金詐欺・還付金等詐欺など
の「振り込め詐欺」が巧妙化しており、連絡を求める「確認通知書」
が送られる事例もあります。
もし、電話や郵便などを利用して債務の返済や示談金な
ど身に覚えのない支払請求や連絡依頼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。
・すぐに現金を振り込まず、家族や知人又は警察などに相談する。
・相手に連絡しない。自分の氏名や住所は教えない。
・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。（裁判所の督促手続制度を悪用している場合があります）
◆問合せ 役場産業振興課商工観光係 ℡２−２３４５（内線２２３）

還付 申告 相 談の お 知ら せ
☆１月２６日〜２月３日 ほけんセンター
☆２月５日 下頓別生活改善センター
☆２月６日 頓別コミュニティセンター
◆日 時 土日除く 午前９時〜午後４時

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

行事予定
月

日

行

事

１/29（木）離乳食教室
１/30（金）町民ミニドック
１/31（土）乳がん・子宮がん検診
２/３（火）マタニティ学級Ⅲ−①
２/４（水）乳幼児歯科健診
２/６（金）乳児相談

廣瀬町長の動向

産婦人科

【１月２５日〜２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
ほけんセンター

10:30〜13:00
７:00〜11:00
８:30〜15:30
13:15〜16:00
９:00〜14:45
10:00〜15:00

【１月２５日〜２月１２日】

１月２６日（月） 宗谷町村会定期総会（稚内市）
２７日（火） 宗谷地域総合開発期成会（稚内市）
２月１０日（火）〜１１日（水） 旭川赤十字病院救急救命センター運営協議会（旭川市）

法定調書の提出のお知らせ
平成２０年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書」及び「同
合計表」の提出は所轄税務署長へ、「給与支払報告書」「同総括表」
及び「退職所得の特別徴収票」などの提出は受給者の住所地の市町
村長へそれぞれ区分して、２月２日（月）までに提出してください。
また、税務署提出の法定調書は「国税電子申告・納税システム
（e‑Tax）」または、光ディスク等（ＣＤ・ＤＶＤ・ＭＯ・ＦＤ）で
も提出することができます。
◆問合せ
☆法 定 調 書 関 係 稚内税務署（資料情報担当） ℡０１６２−３３−１１５５
☆給与支払報告書関係 役場住民課税務係 ℡２−２３４５（内線１１５）

屋根からの「雪や氷」は、大丈夫？
○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。
○点検は早めに
雪が多くなる前にすべり止めの点検をおこない、早めに修繕する
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。
○道路への雪出しはしないで
道路に雪を出すと歩行者や通行車両の迷惑となりますので、雪は
出さない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。歩行者や子供がいないか十分確認して、早めに取
り除きましょう。
◆問合せ 稚内開発建設部管理課企画係 ℡０１６２−３３−１０００

２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）
２６日 片山医師（一日診療）
２７日 片山医師（一日診療）
整形外科
２月 ４日 医師未定（一日診療・予約制）
１８日 医師未定（一日診療・予約制）
眼
科
２月 ４日 花田医師（午前診療・予約制）
１８日 高宮医師（午前診療・予約制）
小 児 科
２月２０日 高橋医師（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。

学校支援地域本部事業
「事業成果報告会」のお知らせ
◆日 時 ２月６日（金）午後６時〜８時
◆場 所 役場２階大会議室
◆対 象 町民、学校関係者、本町の学校支援本部事業関係者 他
◆内 容
●講
演
演題 「学校と地域の連携によるまなびの推進について」
講師 中札内村教育委員会教育長 上松 丈夫 氏
●事例発表
学校関係者 宇曽丹小学校 校長 井尻 崇 氏
「地域の特色を活かした人材活用について」
地域関係者 安全巡視隊
「子どもの安全も守る取り組みについて」
●意見交流
◆申込み １月３０日（金）までに、町学校支援地域協議会事務局
（町教育委員会社会教育係）に申込みください。
℡２−４６６６

老人保健施設から特別養護老人ホーム
「ふれあいの里」に転換
平成１１年１１月に浜頓別町で医療法人恵心会
により開設された老人保健施設「ふれあいの里」が、
医療スタッフの確保が極めて困難な状況などの理
由から老人保健施設として運営していくことが難
しくなったことにより、平成２１年１月１日から北
海道知事の承認を得て、運営主体を社会福祉法人群
生会とする特別養護老人ホーム「ふれあいの里」（５０床）として新
たに運営されることになりました。

ノーレジ袋・マイバック運動にご協力をお願いします！

スキーバッジテスト講習・テストのお知らせ
ジュニアテスト
●日 程 ２月８日（日）、１５日（日）
・受付…午前９時１５分〜５０分
・講習…午前１０時１５分〜１１時３０分
・講習終了後、検定を行います。
●場 所 中頓別町営寿スキー場
●対 象 中学生以下
●講習料 1,000 円
●検定料 各級 1,000 円
●登録料 合格者には次の登録料等が必要です。
・バッジ代金
１級…2,200 円
・ＳＡＪ登録料
３級…1,200 円
（稚内ス キー 連盟 登録 料を含 む） ５級…1,000 円

２級…1,300 円
４級…1,100 円
６級… 900 円

※１級のみＳＡＪ年次登録料 800 円を含む
級別テスト
●日 程 ２月７日（土）、１４日（土）
・受付…午前１１時〜正午
・講習…午後０時４５分〜２時３０分
２月８日（日）、１５日（日）
・講習…午前１０時〜正午
・検定…午後 1 時〜
●場 所 中頓別町営寿スキー場
●対 象 ３級以下…小学生以上、１・２級…中学生以上またはジ
ュニアテスト１・２級合格者
●講習料 一般・高校生…2,000 円 小・中学生…1,500 円
●検定料 １級…1,500 円、２級…1,200 円、３級以下…1,000 円
●登録料 合格者には次の登録料等が必要です。
・バッジ代金
・ＳＡＪ登録料
（稚内ス キー 連盟
登録 料を 含む）

１級
２級
３級

一般
5,000 円
4,500 円
1,600 円

高校生
3,500 円
3,000 円
―

小中学生
3,000 円
2,500 円
―

※１・２級ＳＡＪ年次登録料は一般 2,600 円、高校生 1,000 円、中
学生以下 800 円
◆問合せ 浜頓別町スキー協会事務局（小 泉） ℡090‑3116‑3532
中頓別町スキー協会事務局（長谷川） ℡090‑8896‑2611

浜頓別町スキー協会主催無料指導のお知らせ
スキーバッジテストに準じた内容で２月８日（日）と１５日（日）
に開催されるスキー検定を目指している方へ種目に応じた指導を行
います。（検定を受けてない方でもかまいません）
◆日 時 １月２４日（土）、２５日（日）、３１日（土）、２月１日（日）
午前１０時〜（予定）
◆場 所 中頓別町営寿スキー場
◆対 象 町民の方（男女年齢不問）
◆参加料 無料（スキー協会入会の方…年会費２，５００円）
※協会に入会の方は１４日（土）の検定講習も無料となります。
◆問合せ 浜頓別町スキー協会事務局（小 泉） ℡090‑3116‑3532

〜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〜
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平成２１年度

保育所の入所児を募集します

◆入所の基準
保育所の入所基準は、児童福祉法に基づき児童の保護者のいずれもが次の各号のい
ずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合
であって、かつ同居親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められ
る場合に保育所に入所させることができます。
①昼間に居宅外で労働することを常態としていること。
②昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態とし
ていること。
③妊娠中であるか又は出産後間もないこと。
④疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
⑤長期にわたり疾病の状態にあるか、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の
親族を常時介護していること。
⑥震災、風水害、火災その他災害の復旧にあたっていること。
⑦町長が認める前号に類する状態にあること。
◆保育年齢 生後４ヵ月〜就学前まで
◆保 育 料 保育所徴収料金基準表（別記）による
※入所する児童が２人以上いる場合は、保育料の減免措置があり
ます。
◆募集期間 ２月６日（金）まで
◆申 込 み
・入所申込書は保育所、役場保健福祉課にあります。申込書に関係書類を添付し、
保育所に申込みください。
・平成２１年度の入所につきましては、入所の実施基準に基づき入所承諾をいたし
ます。
・入所実施基準に該当しない方には、条件付で入所承諾をする場合もあります。
◆問 合 せ 浜頓別保育所 ℡２−３５３５
別記：保育料徴収基準表（月額）
各月初日の入所児童の所属する世帯の階層区分
階層区分
定
義
第１
生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）
第１階層及び第４〜第７
第２
市町村民税非課税世帯
階層を除き、前年度分の
市町村民税の額の区分が
第３
市町村民税課税世帯
次の区分に該当する世帯
第４
６４,０００円未満
第１階層を除き、前年分
の所得税課税世帯であっ
６４,０００円以上
第５
て、その所得税の額の区
１６０,０００円未満
分が次の区分に該当する
１６０,０００円以上
第６
世帯
４０８,０００円未満
第７
４０８,０００円以上

３歳未満児

３歳以上児

０円

０円

２,６００円

２,４００円

９,８００円

６,８００円

２０,８００円

１６,６００円

３１,７００円

２４,５００円

４２,２００円

２９,８００円

４５,０００円

３０,８００円

第４面
乳がん・子宮がん検診のお知らせ
◆日

時

１月３１日（土）
午前 ８：３０、９：３０、１０：３０
午後 １３：００、１４：００、１５：００
※時間予約制ですので、希望受付時間をお知らせください。
◆場 所 ほけんセンター
◆乳がん検診（医師による視触診、問診、マンモグラフィ）
・対 象 ４０歳以上の町民
・料 金 ５０歳未満…２，０００円
５０歳以上…１，７００円（７０歳以上無料）
・定 員 １時間に７〜８名
※１５：００〜１５：３０のみ受付しています。
※必要に応じて当日、精密検査があります。（費用は保険診療扱いになります）
※予約で一杯になった場合はキャンセル待ちとなります。
◆子宮がん検診（子宮頸部細胞診、超音波検査）
・対 象 ２０歳以上の町民
・料 金 １，７００円（７０歳以上の方は無料）
・定 員 １時間に１２〜１３名
◆申込み 役場保健福祉課保健係に申込みください。℡２−２３４５（内線４０８）
≪注意事項≫
※２年に１回の検診となったため、昨年度（平成１９年８月・平成２０年２月）受診された
方は対象になりませんのでご了承ください。
※子宮がん検診（頚部がん、体部がん）に限って、町立病院でも受診できます。更年期で気
になる症状がある方、ほけんセンターの検診日に都合が悪い方は、毎月行っている産婦人
科診療日に合わせての検診をお勧めします。希望の方には受診券を交付していますので、
役場保健福祉課保健係にお問合せください。

浜頓別町優良特産品を募集します
浜頓別町優良特産品認定審査会では「浜頓別町優良特産品認定推奨規則」に基づき、平成
２０年度第２回目となる優良特産品を募集します。
◆優良特産品募集要件
①主として町内産の原材料を用い製造又は加工された製品
②既に市販されているもの
③製品が食品衛生法、不当景品類及び不当表示防止法等に定める基準に適合していること
◆推奨証の交付と推奨シール
推奨製品として認定された優良特産品に対し「推奨証」を交付します。ま
た、推奨製品には、推奨シール（有料）を使用することができます。
◆優良特産品認定の有効期間
優良特産品の認定有効期間は、認定した日から３年間です。ただし、継続
して認定を受けようとする場合は、延長の申請をすることができます。
◆募集期間と申請方法
☆申 請 書 役場産業振興課及び浜頓別町商工会に備え置きます。
また、浜頓別町公式ホームページからもダウンロードできます。
☆申請方法 １月３０日（金）までに、申請書に必要事項を記入し、製品と製品の写真デ
ータを添えて役場産業振興課商工観光係に申請してください（申請製品は、
審査会当日に提出してもらうことがあります）。
☆問 合 せ 役場産業振興課商工観光係 ℡２−２３４５（内線２２３）

