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北海道宗谷家畜保健衛生所で
臨時職員を募集しています
国保病院では臨時職員を募集します
医事係（医療事務員）
◆募集人数 ２名
◆雇用期間 ４月１日〜平成２２年３月３１日
◆勤務場所 町国保病院事務局
◆業務内容 病院窓口（受付業務及び会計業務、パソコン操作）
◆勤務時間 ８時間勤務
◆賃
金 浜頓別町臨時職員取扱要綱による
◆各種保険 社会保険及び雇用保険等加入あり
◆採用方法 面接又は書類選考
◆そ の 他 パソコン操作のできる方
◆申 込 み ２月２０日（金）までに、町国保病院事務局に履歴書
を提出してください。℡２−２２０３

◆募集人数
◆任用期間
◆業務内容
◆賃
金
◆勤務時間

◆雇用条件
◆募集期間

１名
４月１日〜９月３０日（６ヶ月間）
雨衣の洗濯（洗濯機使用）、試験器具の洗浄、検査器具
の準備と整理、一般事務、パソコンへのデータ入力等
未定（平成２０年度は日給６，１２０円）
午前８時４５分〜午後５時３０分
（午後０時１５分〜１時まで休憩時間）
※土曜、日曜・祝祭日は休み
町内に在住し、健康な方
２月１８日（水）〜２０日（金）
※応募者は北海道宗谷家畜保健衛生所に
履歴書を受取りに来てください。
℡２−２１０６
〒０９８−５７３８ 浜頓別町緑ヶ丘８丁目３番地

住民税(所得税)及び国民健康保険税
申告相談のお知らせ

宗谷保健福祉事務所浜頓別支所で
臨時職員を募集しています

◆場
◆時

◆募集人数
◆任用期間
◆業務内容
◆賃
金

所
間

ほけんセンター
午前９時〜正午まで、午後１時〜４時まで
月
日
対象地区
旭ケ丘、日の出、緑ケ丘、
２月１６日（月）〜２月１８日（水）
中央北、中央南
２月１９日（木）
北１条〜北４条
２月２０日（金）
南１条〜南４条
２月２３日（月）
大通
この期間は、漁業所得者の申告相談
２月２４日（火）〜３月２日（月） のため、その他の方は受付けできま
せんので、ご注意ください。
３月 ３日（火）〜３月 ６日（金）
上記対象地区以外
３月 ９日（月）〜３月１３日（金）
上記日程で相談できない方
３月１６日（月）
◆問合せ 役場住民課税務係 ℡２−２３４５（内線１１５・１１６）

住民係からのお知らせ
町内で住所が変わったときは、変更になった日から１４日以内に
届出をする必要があります。
現在、町内で転居をし、届出をされていない方は、
役場住民課住民係に届出してください。
また、国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療保
険加入の方も住所変更の手続きが必要ですので、年金
手帳、健康保険証等をご持参ください。
◆問合せ 役場住民課住民係 ℡２−２３４５（内線１１４）

電話番号

役場２−２３４５

多目的アリーナ２−４６６６

１名
４月１日〜９月３０日
犬の捕獲、殺処分、苦情処理及び一般事務補助等
日給７，７９０円
社会保険（健康保険・厚生年金・雇用保険）の適用有り
◆勤務時間 午前８時４５分〜午後５時３０分
※土・日曜日、祝祭日は休み
◆雇用条件 高卒以上（１８歳から６５歳まで）で、パソコンによ
る操作、データ整理のできる方
※動物アレルギーの方は不可
◆面
接 ☆日 時 ３月１８日（水）午前１０時〜
☆場 所 宗谷保健福祉事務所浜頓別支所会議室
◆申 込 み ２月２３日（月）〜３月１０日（火）に、宗谷保健福
祉事務所浜頓別支所に申込みください。
℡２−０１９０

労働保険の年度更新時期が変わります！
平成２１年度から労働保険の年度更新時期が、社会保険の算定基
礎届の提出期間と統一され変更されます。

労働保険年度更新期間

６月１日〜７月１０日

※労働保険料の算定対象期間は、従来どおり４月１日から３月３１
日に変更はありません。
※年度更新申告書は、６月初旬に郵送されます。
◆問合せ 北海道労働局総務部労働保険適用室
℡０１１−７０９−２３１１
稚内労働基準監督署 ℡０１６２−２３−３８３３

国保病院からのお知らせ
２月旭川医大出張診療で、整形外科医師が決まりましたのでお知
らせします。
◆整形外科 ２月１８日 青野医師（一日診療・予約制）

不用物品の売払いのお知らせ
次の物品を不用物件として売払い処分します。
◆物品名 トヨタカローラ ・形
式 Ｅ−ＥＥ１０１
・初度登録 平成６年１０月
・排 気 量 １，３３０ｃｃ
・走行キロ １１０，８８６㎞
・車検満期 平成２１年１０月２９日
・前輪駆動 ４速マニュアル
◆売払いの方法 競争入札 ・入札価格は千円単位とします。
・最高入札価格者が落札者となります。
◆入札の期日及び場所
☆期 日 ２月２５日（水）午後１時
☆場 所 役場大会議室
当日入札書に記入し入札を行います。個人の場合は印鑑を、法人
の場合は会社印と、代表者以外が入札に参加する場合は委任状が必
要となります。
◆参加資格 町内外の企業、団体、個人
◆契約条項を示す場所及び期間
車の試乗はできませんが、内装を確認するこ
とはできます。
☆期 間 ２月１８日（水）〜２０日（金）
午前９時〜正午、午後１時〜５時
☆場 所 役場総務課
◆売払い条件
名義変更に要する経費は、落札者の負担とし、落札者が契約締結後
１０日以内に変更手続きを行うものとする。
◆問合せ 役場総務課管財係 ℡２−２３４５（内線２１７）

福寿大学の学生を募集します
◆対 象
◆主な活動

◆年間学費

◆申込み
◆その他

浜頓別町ホームページ http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/

町内に在住している概ね６０歳以上の方
☆月１回の全体学習会
☆サークル活動
（大正琴、軽スポーツ、自由学習、絵手紙）
未定（入学式のときに決定）
※平成１８年度…年間１，２００円
※希望者は保険代として８００円かかります。
３月１０日（火）までに、町教育委員会社会教育係に申
込みください。℡２−４６６６
・入学式の日程等の詳細は、人数集約後に連絡します。
・自主的な学級運営を希望する方をお待ちしています。
・今年度で申込みが２０名以下の場合は休止します。
発行

浜頓別町役場

編集

総務課

第２面
青少年健全育成講演会のお知らせ

行事予定
月

日

行

事

２/12（木）足腰げんき教室
２/13（金）マタニティ学級Ⅲ−②
２/20（金）３歳児健診
２/22（日）マタニティ学級Ⅲ−③
２/26（木）足腰げんき教室
２/27（金）リハビリ教室

廣瀬町長の動向

【２月１０日〜２月２７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

13:00〜15:30
13:15〜16:00
12:30〜14:00
13:15〜16:00
13:00〜15:30
９:45〜13:30

【２月１０日〜２月２７日】

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）
２５日（水） 北海道国土調査推進協議会役員会・山村振興連盟北海道支部役員会（札幌市）
２６日（木） 北洋銀行新春懇談会（旭川市）
２７日（金）〜２８日（土） 国有林野等所在市町村有志連絡協議会（札幌市）

〜地域で考える青少年健全育成〜
◆日 時 ３月３日（火） 午後６時３０分〜８時３０分
◆場 所 役場２階大会議室
◆対 象 学校関係者、青少年行政関係者、その他興味関心のある方
◆定 員 ３０名程度
◆内 容 ・テーマ① 「子ども達の携帯・ネットの安全・安心な
利用のあり方について」
・講
師 稚内北星学園大学 准教授 斉藤 吉広 氏
・テーマ② 「子どもの手による子どもの活動について」
・講
師 枝幸町子ども会育成連絡協議会
会長 徳保 喜幸 氏
・意見交流
◆参加料 無料
◆申込み ２月２７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

ジュニア・リーダー研修会のお知らせ
◆日
◆場
◆対

時
所
象

◆内

容

◆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。
①オリエンテーション
②料理実習（夕食を兼ねる）
テーマ 「浜の母さんの料理に挑戦！」
…本町の食材の調理と試食をとおしてふるさ
との味を学習します。
講 師 頓別漁業協同組合女性部
③講 話
テーマ 「青少年リーダーについて」
…将来のふるさとのリーダーとしての心構え
等を学習します。
講 師 北海道教育庁宗谷教育局
社会教育指導班主査 舘合 伸哉 氏
④雪上運動会
⑤ふりかえり
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
※申込み多数の場合は抽選とします。

除雪作業にご協力を！
１台の車が大きな迷惑。路上駐車はやめましょう。
路上に１台でも放置車があると、その道路の除雪ができなくなりま
す。町全体の交通がマヒする場合もありますので、路上駐車は絶対
にやめましょう。
快適で安全な朝のために、夜間・早朝の除雪にご理解を。
夜間・早朝の除雪は、通勤や通学の足を確保するための大切な作業
です。迅速な除雪のためにも、夜間・早朝の作業にご理解ください。
車を出し入れするための台を撤去してください。
道路上に車庫または、その他の土地に、車を出し入
れするための台が見受けられます。交通安全、除雪
作業に大きな支障となりますので、撤去されますよ
うお願いします。

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

※１級のみＳＡＪ年次登録料 800 円を含む
級別テスト
●日 程 ２月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）

工事にご協力ください
◆工 期
◆規 制
◆施 工
◆問合せ

ノーレジ袋・マイバック運動にご協力をお願いします！

２月２５日まで
片側交互通行
コムシス北海道エンジニアリング㈱
０１１−６８８−４３４４

２級…1,300 円
４級…1,100 円
６級… 900 円

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

なかよし童話会のお知らせ
◆日
◆場
◆内

時
所
容

２月２１日（土）午後２時〜
図書館視聴覚室
絵 本「民話」
「そりあそび」
紙芝居「たからさがし」
遊 び「ふくわらい」

〜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〜

