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年内のし尿汲取りのお知らせ

福祉灯油購入助成について
町では、高齢者等の低所得者に対し、灯油購入費用の一部を助成す
ることになりました。対象となる方は、次のとおりとなってい ま す 。
なお、助成を受けるためには申請が必要となりますので、対象に
なると思われる方は、期日までに申請手続きをお願いします。
◆対象となる世帯
高齢者世帯
☆条
件…ひとり暮らし高齢者世帯及び世帯員のいずれも６
５歳以上の高齢者のみで構成された世帯
☆所得制限…世帯全員が非課税でかつ前年の収入が８０万円以
下の世帯（世帯員１名につき８０万円を加算する）
【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
ひとり親世帯
☆条
件…１８歳未満の児童とその父または母のいずれか一
方により構成された世帯
☆所得制限…親が非課税でかつ前年の収入が、８０万円以下の世
帯（扶養１名につき８０万円を加算）
【例】母と児童２人の世帯の場合、前年の収入が２４０万円以下
重度障害者世帯
☆条
件…世帯主が、重度障害者（身体障害者手帳２級以上、
療育手帳Ａ判定、精神障害者福祉手帳１級）であ
る世帯
☆所得制限…世帯全員が非課税で世帯主の収入が、８０万円以
下の世帯（世帯員１名につき８０万円を加算する）
【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
※対象外世帯…福祉施設入所者、長期入院者、生活保護
受給者及び冬期間不在等町内に生活実態
のない世帯は、助成対象から除外する。
◆支 給 額 １世帯あたり １０，０００円
◆申請の方法 １２月１５日（火）までに、役場保健福祉課福祉係へ申
請してください。
※申請書は役場のほか、病院介護相談室に置いてあり
ます。なお、申請には印鑑が必要です。
※ご自分で申請手続きが困難な方は、ご連絡いただけ
ればお手伝いいたします。
◆問 合 せ 役場保健福祉課福祉係 ℡２−２３４５（内線４０１）

なかよし童話会のお知らせ
◆日
◆場
◆内

時
所
容

電話番号

１１月１４日（土） 午後２時〜
町立図書館視聴覚室
・絵 本「ほらふきだんしゃくのぼうけん」「りんごがひとつ」
・紙芝居「グー グー ハンバーグ グー」
・遊 び「ボーリング！？」
役場２−２３４５

多目的アリーナ２−４６６６

インフルエンザ予防接種のお知らせ

現在、インフルエンザ（季節性）予防接種を行っています。接種
１２月１０日までの申込み分は年内に汲取りします
年末を控え、例年し尿の汲取りは混雑します。１２月１０日（木） を希望される方は保険証を提示し、国保病院受付に申し出してくだ
さい。
まで申込みされたところは、年内（１２月３０日まで）
◆接種の時間帯
に汲取りしますが、この期間を過ぎて申込まれた時は、
外来の診察時間内であればいつでも接種できますが、診察と予防接種が
１月５日以降になる場合がありますので、早めに委託
重なり相当混雑が予想されますので、次の時間帯での接種をお勧めします。
業者まで申込んでください。
・かかりつけの患者さんは、診察の際に接種。
●汲取り手数料は、委託業者の収入ではありません。
・夜間診療（火曜日）と午前中はできるだけ避けて、午後の診察時
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
間で接種。
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
・毎週木曜日は、午後から定期予防接種のため、午後２時３０分か
収書を受け取り、記入事項を確認してください。
ら３時３０分までとなります。
●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
◆接種の対象者
お預け願います。
今年は、ワクチンが不足気味のため、町民のみを対象
●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
とします。ただし、町内の介護施設への入所者で接種を
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
希望される方は、町内に住民票がなくても接種の対象と
ください。
します。
（なお、町内に住民票がない施設入所者には、接
●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・
種料金の町の助成はありません）
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。
◆接種料金
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
１回目…３，８８０円、２回目…１，７８０円
てください。
なお、次の該当者には町の助成措置があり、接種の際に窓口で支
●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。
払う自己負担はそれぞれ次のとおりとなります。（この助成期間は平
◆委託業者 吉野衛生㈲ ℡２−３４１７
成２２年１月２９日までとなります）
※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
・満６５歳以上の方、満６０〜６４歳までの方で心臓・腎臓・呼
してください。℡２−２４１５
吸器の機能障害により１級の身体障害者手帳を所持している方
は、２，０００円となります。（重度心身障害者医療費受給者証
を提示してください）
町では、高齢者等の冬期間における生活の安全確保と健康維持に
・生後６ヶ月から小学校６年生までは、１回目…１，５００円、
資するため、社会福祉協議会に除雪サービスを委託しています。希
２回目…１，０００円となります。
望する方は、次のとおり申請してください。
・生活保護者は、負担が０円となります。
◆対象者 高齢又は身体上の理由により自力で除雪することが困難
◆その他
な世帯で、かつ親族等の援助を得ることができない世帯
・予防接種を円滑に実施するため、病院、町保健福祉課にあらか
◆内 容 生活道路、屋根等必要最低限の範囲の除雪
じめ「問診票」を備え置きしますので、接種当日は事前に必要
◆料 金 無料
事項を記入して持参願います。
◆申込み １１月２７日（金）までに、役場保健福祉課福祉係に申
◆問合せ ・接種に関すること 町国保病院 ℡２−２２０３
込みください。℡２−２３４５（内線４０１）
・接 種 以 外 の こ と 役場保健福祉課保健係 ℡２−２３４５
※必要時は随時受付します。

高齢 者等 除 雪サ ー ビス 事業 の 申請 につ い て

国保病院からのお知らせ
年末調整説明会
◆日
◆場

時
所

１１月２６日（木）午前９時３０分〜
役場２階大会議室

青色決算説明会
◆日 時 １１月２６日（木）午前１０時３０分〜
◆場 所 役場２階大会議室
◆問合せ 役場住民課税務係 ℡２−２３４５（内線１１５）
※本年は午前中の開催となっています。

１１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 １１月１２日 類家医師（一日診療・予約制）
２６日 青野医師（一日診療・予約制）
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産婦人科の日程が変更となりますので、お知らせします。
◆産婦人科 １１月１９日・２０日 片山医師（一日診療）
↓
１１月２６日・２７日 片山医師（一日診療）
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行
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町内巡回
ほけんセンター
ほけんセンター

11/19（木）健康回復セミナー⑧

ほけんセンター

11/20（金）リハビリ教室
11/26（木）足腰げんき教室
11/27（金）３歳児健診

ほけんセンター
ほけんセンター
ほけんセンター

廣瀬町長の動向
１１月１７日（火）〜２０日（金）

臨時職員を募集します

●１１月１２日（木）

【１１月１０日〜１１月２７日】
場
所
時
間

11/12（木）献血（〜１３日）
11/15（日）女性の集い
11/17（火）はくちょうサークル

宗谷森づくりセンター

移動献血車が来町します

行事予定
９:00〜
11:30〜15:00
10:00〜12:00
13:00〜15:00
18:30〜20:30
９:45〜13:30
13:00〜15:30
13:00〜15:30

【１１月１０日〜１１月２８日】
全国町村長 大会・全国山村振興連盟通常総会
（東京都）

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 ①１１月２６日（木）ミニ講話・体力テスト
②１２月１７日（木）体操・レクリエーション
③ １月２１日（木）体操・レクリエーション
④ ２月１８日（木）体操・レクリエーション
⑤ ２月２５日（木）体力テスト・体操
⑥ ３月１８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、参加につ
いて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 １１月１９日（木）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。

場

所

北武コンクリート工業所
よつ葉乳業㈱
特別養護老人ホーム清風苑
天北運送㈱
頓別漁業協同組合研修センター
特別擁護老人ホームふれあいの里
北海道電力（株）浜頓別営業所
東宗谷農業協同組合事 務所（裏駐車 場）
●１１月１３日（金）
場
所
浜頓別町役場
上川天北農業試験場
ＪＡラ・ラック店

時

間

住

所

９:00〜９:45
９:50〜10:35
10:45〜11:15
11:25〜12:10
13:30〜14:15
14:30〜15:00
15:10〜16:00
16:10〜17:00

智福１丁目
智福２丁目
旭ケ丘３丁目
大通７丁目
頓別１町内
クッチャロ湖畔
緑ヶ丘３丁目
大通２丁目

時
間
９:00〜12:00
13:00〜13:30
13:40〜15:00

住
所
中央南１番地
緑ケ丘８丁目
南３条１丁目

・２００ｃｃ献血…１６〜６９歳
・４００ｃｃ献血…１８〜６９歳で体重が５０ｋｇ以上の方
※ただし、６５歳から６９歳までの方は６０歳代で献血経験のあ
る方のみ
◆献血をご遠慮願う場合がある人
・過去に輸血を受けた方
・薬を服用中の方は、薬の種類によってご遠慮願う場
合があります。
・その他、医師の診察によってはご遠慮願う場合が
あります。
◆問合せ 役場保健福祉課保健係 ℡２−２３４５（内線４０８）

ごみの分別収集にご協力ください
町では、ごみの分別収集を行っていますが、最近燃やせないごみ
（水曜日収集）に混じって「危険ごみ」を出される方がいます。
危険ごみは施設の破損につながるばかりか、収集員・作業員も大
変危険な状況となりますので、出される際には徹底した分別をされ
ますようお願いします。
燃やせるごみ・燃やせないごみ等に「危険ごみ」が混入し出され
ている場合につきましては収集いたしませんのでご了承ください。
☆危険ごみとは…
カセットボンベ、スプレー缶、電池、蛍光管、ライター、刃物類、
工具類、コード類など
☆不燃ごみとは…
金属類、陶磁器、ガラス類、小型電化製品、貝殻、がれき類
※ペットの砂は可燃ごみで出してください。
☆危険ごみを出される場合は、袋の危険ごみ部分をマジックで丸く
印をつけて出してください。
☆消火器は取扱い販売店及びガソリンスタンドにて有料で引き取っ
ております。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）

ノーレジ袋・マイバック運動にご協力をお願いします！

◆募集人数 １名
◆任用期間 平成２１年１２月１日（火）〜２８日（月）
（２８日間）
◆業務内容 造林関係事務ほか、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
（正午〜午後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 １１月１３日（金）〜１６日（月）
※応募者は１１月１１日（水）〜１３日（金）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

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、間伐材などの有効活用と森林づくり
への理解を図るために、今回は木育体験として、木とふれあい、木
に学び、木と生きることをリース作り体験を通じ感じ取ってもらう
ためにレディース「森の窓口」を開催します。
お子さんと一緒でも構いませんのでぜひ参加してくだ
さい。
◆日 時 １１月２４日（火）１回目…午前１０時〜
２回目…午後１時３０分
◆場 所 宗谷森づくりセンター
◆募集人数 １回目・２回目各１０名程度
◆内 容 リースづくり体験（費用はかかりません）
◆申込み 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

冬の交通安全運動のお知らせ
ストップ・ザ・交通事故死
〜めざせ安全で安心な北海道〜
１１月１２日（木）〜１１月２１日（土）
これからの季節は、降雪や凍結等により路面状況が著しく変化し、
スリップ等による事故が発生しやすくなります。
次のことに注意して交通事故ゼロを目指しましょう。
・夕暮れ時の歩行者と自転車乗用中の交通事故防止
・路面状況に応じたスピードダウンとスリップ事故の防止
・後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの正し
い着用の徹底
・飲酒運転の根絶
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）

〜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〜

第３面
幼稚園体験入園のお知らせ

平成２２年度

幼稚園入園児を募集します
◆対
象
☆満３歳児…平成１９年４月２日〜平成２０年４月１日の間に生まれた方
①満３歳になってからの途中入園になりますので、入園時期はそれ
ぞれ違います。
②入園申込みされた幼児のうち、４月２日以降満３歳になる幼
児から順に、入園決定者として登録します。
☆３歳児…平成１８年４月２日〜平成１９年４月１日の間に生まれた方
☆４歳児…平成１７年４月２日〜平成１８年４月１日の間に生まれた方
☆５歳児…平成１６年４月２日〜平成１７年４月１日の間に生まれた方
◆保育料等 ◎保育料…１人月額８，０００円
※同一世帯から２人以上就園するときは、２人目から
の保育料は月額４，０００円となります。
◎入園料…１人６，０００円（入園のとき１回限り）
◆申 込 み １１月１６日（月）までに幼稚園に申込みください。
※入園願書は、町教育委員会と幼稚園にあります。
◆問 合 せ 浜頓別幼稚園 ２−３２３１

◆日

時

第 １ 回 目 １１月２７日（金）
◎受
付 午前９時〜９時１５分
◎幼稚園体験 午前９時１５分〜１１時３０分
第 ２ 回 目 １２月１７日（木）
◎受
付 午前９時〜９時１５分
◎幼稚園体験 午前９時１５分〜午後１時
（親子の弁当をご用意ください）
◆対
象 平成２２年度対象年齢児とその保護者
☆満３歳児（平成１９年４月２日〜平成２０年４月１日までに生まれた方）
☆３歳児（平成１８年４月２日〜平成１９年４月１日までに生まれた方）
☆４歳児（平成１７年４月２日〜平成１８年４月１日までに生まれた方）
☆５歳児（平成１６年４月２日〜平成１７年４月１日までに生まれた方）
◆場
所 満３歳児…視聴覚室 ３歳児…りす組
４歳児…ひよこ組 ５歳児…うさぎ組
◆用意する物 上靴、手拭きタオル、カップ、着替え、弁当（第２回目のみ）
◆申 込 み １１月１９日（木）までに、浜頓別幼稚園に申込用紙
を提出してください。申込用紙は幼稚園にあります。
◆問 合 せ 浜頓別幼稚園 ℡２−３２３１

年末資金（セーフティネット貸付）のご案内
年末資金はお早めに！年末資金の準備はお済でしょうか。
日本政策金融公庫では、例年どおり年末事業資金をお
取扱い中です。政府の「経済危機対策」に基づく補正予
算の成立によりセーフティネット貸付等の融資制度を
６月１５日より拡充しました。一定の条件を満たせば金
利引き下げの融資を通じて中小・小規模企業の皆様への資金繰りを
支援しています。また、新たに事業を始められる方へのご融資の相
談もお受けしています。
季節商品の仕入れや手形の決済、ボーナスの支払いなどに日本政
策金融公庫の資金をお役立てください。なお、お申込みが集中する
ことが予想されますので、お早目のご相談をお待ちしています。
◆ご融資条件（セーフティネット貸付 国民生活事業）
☆ご融資限度額 ４，８００万円（経営環境変化対応資金）
☆貸付期間（据置期間） 運転資金… ８年以内（３年以内）
設備資金…１５年以内（３年以内）
☆利
率 年１．８５％〜（１０月１５日現在）
第三者保証人等を不要とする場合…年２．２％〜
☆資金繰りの円滑化のため、新規融資に際し既存公庫（国民生活
事業）融資分と合わせて一本化する借換需要にも積極的に対応
しています。お取扱期間は平成２２年３月３１日までです。
なお、この他に、お使い道によってご融資額やご返済期間及び利
率が有利な融資制度もございます。
くわしくはお問合せください。
◆問合せ

日本政策金融公庫旭川支店国民生活事業
℡０１６６−２３−５２４１

幼稚園開放のお知らせ
◆日

時

１１月１９日（木）・１２月１０日（木）
平成２２年 1 月７日(木)・１月１４日（木）
午前９時〜１０時３０分頃
◆対 象 者 小学校入学前の乳幼児とその保護者（未就園児…０歳
児〜５歳児）
※平成２２年１月７日・１４日の園舎開放
については、幼稚園の冬期休業中に開催
しますので、園舎開放に参加する乳幼児
の兄弟・姉妹の園児も一緒に参加できます。その他
の園児についてはご遠慮ください。
◆問 合 せ 浜頓別幼稚園 ℡２−３２３１

古い消火器はちょっと待って！
〜お手元の消火器は、疲労していませんか？〜
毎年のように、古い消火器が破裂して尊い生命が失われる事故が
発生しています。
消火器の耐用年数はおおむね８年です。これを過ぎた古い消火器
のほか、本体にサビ、腐食、変形、キズなどが見られる消火器は非
常に危険です。もしご家庭にこのような消火器がございましたら、
消火器の廃棄と、お取替えをご検討願います。
消火器の廃棄処分は、消火器販売店及びガソリンスタンドにて有
料で行っております。
なお、不燃ごみ、粗大ごみとしては出さないようお願いします。
お手持ちの消火器で不安がありましたら、お問合せください。
◆問合せ 浜頓別消防支署予防係 ℡２−２１１９

稚内土木現業所からのお知らせ
現在、北海道財政は危機的な状況にあり、「新たな行財政改革の取
組み」のもと、道道の除雪につきましても作業内容の一部見直しや
コスト縮減に取り組んでいるところです。
限られた予算の中、経費の縮減など一層効率的な除雪に努めてい
きますが、道民の皆様におかれましても、ご理解とご協力をよろし
くお願いいたします。
特に沿道住民の方へのお願いですが、車道・歩道に雪を出してし
まうと交通の障害となり、それが事故の原因にもなりかねません。
道路上への投雪は絶対にやめるようお願いします。
◆問合せ 稚内土木現業所歌登出張所 ℡０１６３−６８−２０２１

一時保育をご利用しませんか
この一時保育事業は、保護者の急な仕事、冠婚葬祭、介護、傷病、
通院等により、一時的にお子さんを保育し、子育て支援の充実を図
ります。
◆対 象 ０歳（生後４ヶ月以上）から就学前までの乳幼児
◆期 間 ・利用者一人につき、一月当たり１４日以内
・保育は、一日（８時間）及び半日（４時間）単位
◆時 間 午前９時〜午後５時
◆定 員 一日当たり３人まで
◆持ち物
上靴、着替え一式、カップ、ティッシュペーパー１箱、排泄の自
立ができていないお子さんは紙おむつまたは紙パンツ、お尻拭き、
ビニール袋
・給食を利用する場合…
３歳未満児のお子さん→箸、スプーン、フォーク、おしぼり
３歳以上児のお子さん→白飯、箸、スプーン、フォーク、おしぼ
り、歯ブラシ
・午睡を利用する場合…バスタオル２枚（布団は保育所で用意します）
・アレルギーなどの為除去食が必要な方は、お弁当
・０歳でミルク、離乳食が必要な場合はミルク、離乳食
※全ての持ち物に名前を記入してください。
◆利用料
・４時間保育…６００円
・８時間保育…１，２００円
・給食を必要とした場合…一食１８０円
・４時間を越えて８時間以内の保育の場合は、１時間当たり１５
０円が加算されます。
・利用料は、翌月の２５日までに保育所に納入してください。
◆申込み及び手続き
☆保育所に連絡をしてから３日前までに一時保育申請書を提出し
てください。
☆緊急の場合はご相談ください。
☆取り消す場合は早めに連絡をお願いします。また、当日になっ
てからの取り消しは朝９時までに連絡してください。
◆問合せ 浜頓別保育所子育て支援担当 ℡２−３５３５

第４面
稚内保健所からのお知らせ

１ ２月 １ 日 は 世界 エ イ ズデ ー で す
ＷＨＯ（世界保健機関）は１９８８年に、世界的レベルのエイズま
ん延防止と患者・感染者に対する差別・偏見の解消を図ることを目的
として、１２月１日を Ｗｏｒｌｄ ＡＩＤＳ Ｄａｙ （世界エイ
ズデー）と定め、エイズに関する啓発活動等の実施を提唱しています。
さて、エイズ動向委員会の報告によると平成２０年１２月３１日
現在、日本のＨＩＶ感染者などの累計報告数は、ＨＩＶ感染者が１
０，５３９人、エイズ患者が４，９００人となっています。
また、平成２０年の１年間の新たな報告数は、感染者が１，１２
６人、患者が４３１人で、前年に比べ、それぞれ４４人、１３人の
増加となっています。もし、自分が感染していたらと不安に思うこ
とがありましたら、稚内保健所において、エイズに関する電話相談
（来所相談を含む）や無料・匿名での検査も受け付けていますので、
お気軽にご相談ください。
◆開設時間 月曜日〜金曜日
午前９時〜午後５時
◆相談内容 ・エイズという病気に関する相談
・検査、治療、予防に関する相談
◆検
査 稚内保健所にて実施しています。予約制となっており
ますので、あらかじめ申込みをしてください。
◆相談及び検査窓口、問合せ
☆稚内保健所健康推進課保健予防係
℡０１６２−３３−２４１７
エイズ専用電話 ０１６２−３２−３３３６
☆稚内保健所浜頓別支所（保健指導）
℡２−０１９０
エイズ専用電話 ２−０５２５

放送大学４月入学生を募集します
放送大学はテレビなどの放送により授業を行う通信制の大学です。
働きながら学んで大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々
な目的で、幅広い世代の方が学んでいます。
ただいま平成２２年４月入学生を募集しています。くわしい資料
を無料で送付しますので、お気軽にお問合せください。
◆募集学生の種類
☆科目履修生…６か月在学し、希望する科目を履修
☆選科履修生…１年間在学し、希望する科目を履修
☆全科履修生…４年以上在学し、卒業を目指す
☆授 業 料…１科目１１，０００円（半年間）
※大学院もあります。
◆受 付 期 間 １１月１５日（日）〜平成２２年２月２８日（日）
◆資料請求（無料）・問合せ
〒０６０−０８１７ 札幌市北区北１７条西８丁目（北海道大学構内）
放送大学北海道学習センター
℡ ０１１−７３６−６３１８
HP http://www.u‑air.ac.jp

不用物品の売り払いのお知らせ
次の物品を不用物品として売払い処分します。
◆物 品 名 ①旧役場横パンザマスト
②旧と畜場内鉄類
◆売払いの方法 競争入札
◆入札の期日及び場所
・期 日 １１月１７日（火）午後１時〜
・場 所 役場２階会議室
◆契約条項を示す場所及び期間
・期 日 １１月１３日（金）午後１時〜
・場 所 旧と畜場（浜頓別町字頓別）
◆参加資格 町内外の企業、団体、個人で古物商資格を有する者
◆売払い条件 処分に要する経費は落札者の負担とし、契約締結後
３０日以内に不用物品の撤去を行うものとする
◆問 合 せ 役場総務課管財係 ℡２−２３４５（内線２１７）

平成２２年度

住民懇談会のお知らせ
１１月１０日（火）〜１２日（木）にかけて住民懇談会を開催します。
各地区における課題や町からの情報提供などの内容となっております
ので、多くの町民の皆さんのご参加をお待ちしています。
月

日

時 間
10:30〜
11/10(火) 13:30〜
18:30〜
13:30〜
11/11(水) 16:00〜
18:00〜
13:30〜
11/12(木)
18:00〜

◆問合せ

開 催 場 所
宇曽丹生活改善センター
仁 達 内 コミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー
下頓別生活改善センター
豊牛生活館
斜内小学校
頓別 コミ ュニ ティ セン ター
開明 コミ ュニ ティ セン ター
役場２階大会議室

役場総務課企画広報係

対 象 地 区
宇曽丹・常盤
ポン仁達内・仁達内
下頓別・高砂・宇津内・茂宇津内
豊寒別・豊牛
斜内・豊浜
頓別
共和・安別
浜頓別市街・智福・栄和・楓・金
ヶ丘

℡２−２３４５（内線２２２）

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
別記：保育料徴収基準表（月額）
※入所する児童が２人以上いる場合は、
各月初日の入所児童の所属する世帯の階層区分
保育料の減免措置があります。
３歳未満児
３歳以上児
階層区分
定
義
◆募集期間
第 １
生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）
０円
０円
平成２２年１月１２日（火）〜２月５日（金）
第１階層及び第４〜第
◆申 込 み
第 ２
市町村民税非課税世帯
１,３００円
１,２００円
７階層を除き、前年度分
・入所申込書は保育所、役場保健福祉課
の市町村民税の額の区
にあります。申込書に関係書類を添付
第 ３
分が次の区分に該当す
市町村民税課税世帯
７,８００円
４,８００円
し、保育所に申込みください。
る世帯
・平成２２年度の入所につきましては、
第 ４
第１階層を除き、前年分
６４,０００円未満
２０,８００円 １６,６００円
入所の実施基準に基づき入所承諾を
の所得税課税世帯であ
６４,０００円以上
第 ５
３１,７００円 ２４,５００円
って、その所得税の額の
いたします。
１６０,０００円未満
区分が次の区分に該当
・入所実施基準に該当しない方には、条
１６０,０００円以上
第 ６
４２,２００円 ２９,８００円
する世帯
件付で入所承諾をする場合もあります。
４０８,０００円未満
◆問 合 せ 浜頓別保育所 ℡２−３５３５
第 ７
４０８,０００円以上
４５,０００円 ３０,８００円

