（速報版）

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）

滝の湯年末年始業務のお知らせ
◎１２月３１日（木）午後３時から午後６時まで営業
◎１月１日（金）年始休業
◎１月２日（土）から平常どおり営業
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）

電話番号

役場２−２３４５

多目的アリーナ２−４６６６

平成２１年１１月２５日発行

第１４３４号

年内のし尿汲取りのお知らせ

年末年始のごみ収集のお知らせ

１２月１０日までの申込み分は年内に汲取りします

■ごみ収集車の運行
年末…１２月３０日（水）まで通常運行
運休…１２月３１日（木）〜１月４日（月）まで運休
年始…１月５日（火）から通常運行
※吹雪・大雪等悪天候のときは、ごみ収集車の運行が遅れたり、
運休することがありますので、ご協力をお願いします。
■生ごみ収集車の運行
年末…１２月２９日（火）まで通常運行
運休…１２月３０日（水）〜１月３日（日）まで運休
年始…１月４日（月）から通常運行
■処理場へ直接搬入する場合
☆燃やせるごみ・燃やせないごみ（南宗谷衛生施設組合）
年末…１２月３０日（水）午後５時まで受入
休み…１２月３１（木）〜１月３日（日）
年始…１月４日（月）から通常どおり受入
☆危険ごみ（金ヶ丘一般廃棄物埋立処分地施設）
年末…１２月３０日（水）午後４時まで受入
休み…１２月３１日（木）〜１月５日（火）
年始…１月６日（水）から通常どおり受入
☆資源物（金ヶ丘ストックヤード）
年末…１２月３０日（水）午後５時まで受入
休み…１２月３１日（木）〜１月３日（日）
年始…１月４日（月）から通常どおり受入
◆問合せ 役場住民課環境生活係
℡２−２３４５（内線１１３）

年末を控え、例年し尿の汲取りは混雑します。１２月１０日（木）
まで申込みされたところは、年内（１２月３０日まで）に汲取りし
ますが、この期間を過ぎて申込まれた時は、１月５日以降になる場
合がありますので、早めに委託業者まで申込んでくだ
さい。
●汲取り手数料は、委託業者の収入ではありません。
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収書を受け取り、記入事項を確認して
ください。
●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
お預け願います。
●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
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
ください。
●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・
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。
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
てください。
●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。
◆委託業者 吉野衛生㈲ ℡２−３４１７
※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
してください。℡２−２４１５

第４回危険物取扱者試験のお知らせ

町税等の納め忘れはありませんか？
今年も残すところ１か月となりました。町税及び各種使用料等の
納め忘れはありませんか？お手元にある納付書をもう一度ご確認く
ださい。
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、町内の金融機関又は役場住
民課税務係までお越しください。
◆問合せ

時
所
容

◆相談員
◆問合せ

◆申込み

役場住民課税務係
℡２−２３４５（内線１１５・１１６）

特設人権心配ごと相談所を開設します
◆日
◆場
◆内

◆受 付
◆試験日
◆試験地
◆手数料

１２月１日（火）午前１０時〜午後３時
役場３階和室会議室
人権問題、家庭問題、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。
人権擁護委員
名寄人権擁護委員協議会 ℡０１６５４−２−２３４９

１１月２６日（木）〜１２月３日（木）
平成２２年１月１７日（日）
札幌市・旭川市・北見市ほか
・甲種５，０００円
・乙種３，４００円
・丙種２，７００円
浜頓別町消防支署にある申請書で申込みください。
浜頓別町消防支署予防係 ℡２−２１１９

第４回消防設備士試験のお知らせ
◆受 付
◆試験日
◆試験地
◆手数料
◆申込み

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

１１月２６日（木）〜１２月３日（木）
平成２２年１月１７日（日）
札幌市・旭川市・北見市ほか
・甲種５，０００円
・乙種３，４００円
浜頓別町消防支署にある申請書で申込
みください。
浜頓別町消防支署予防係 ℡２−２１１９

発行

浜頓別町役場

編集

総務課

第２面
１２月旭川医大出張診療日

行事予定
月

日

行

事

11/26（木）足腰げんき教室
11/27（金）３歳児健診
11/30（月）第７回町議会臨時会
12/３（木）離乳食教室
12/４（金）乳児相談
12/９（水）乳幼児歯科健診

廣瀬町長の動向
１２月

３日（水）

産婦人科

【１１月２５日〜１２月１２日】
場
所
時
間
ほけんセンター
ほけんセンター
役場３階議場
ほけんセンター
ほけんセンター
ほけんセンター

12:30〜15:30
12:30〜15:30
10:00〜
10:30〜13:00
10:00〜15:00
９:00〜14:45

【１１月２５日〜１２月１２日】

国有林野所在市町村有志協議会（稚内市）

平成２２年度

消防職員（救急救命士）を二次募集します
◆受付期間

１２月１５日（火）まで
※郵送の場合、１２月１５日の消印有効
◆採用年月日 平成２２年５月１日
※有資格者の場合は、平成２２年４月１日
◆募集人数 ２名
◆勤 務 地 南宗谷消防組合 枝幸消防署…１名（歌登分署）
浜頓別支署…１名
◆受験資格
・資格要件 救急救命士の資格を有する者又は資格取得見込の者
で、普通自動車免許第一種免許取得者
・年
齢 満２０歳以上２５歳未満
・身体条件 身長１６０㎝以上、体重５０㎏以上、両
眼とも矯正視力１．０以上で弁色力正常
なこと、四肢及び身体とも正常な者
・通 勤 等 採用決定後、勤務地の枝幸町歌登及び浜
頓別町に居住可能な者
・欠格事項 地方公務員法第１６条の各号に該当する者
◆受験に必要な書類
・推 薦 書
・受験申込書 １通
・履 歴 書 自筆の履歴書１通に３か月以内に撮影した脱帽の上
半身写真を貼付
・各種証明 救急救命士免許証明書写し及び学業証明書 各１通
（見込の者は学業成績のみ）
・健康診断書 １通
◆試験方法 第１次試験…書類審査 第２次試験…作文及び面接試験
◆試験日時 １２月下旬予定（別途通知します）
◆試験場所 南宗谷消防組合消防本部
◆受験申込 南宗谷消防組合消防本部総務課
〒０９８−５８０７ 枝幸郡枝幸町本町７０５番地１０
◆問 合 せ 南宗谷消防組合浜頓別支署庶務係 ℡２−２１１９

１２月

９日 柳沼医師（午後診療）
１０日 柳沼医師（一日診療）
１１日 柳沼医師（午前診療）
１７日 片山医師（一日診療）
１８日 片山医師（一日診療）
整形外科
１２月１０日 医師未定（一日診療・予約制）
２４日 医師未定（一日診療・予約制）
眼
科
１２月 ２日 医師未定（午前診療・予約制）
１６日 医師未定（午前診療・予約制）
小 児 科
１２月１８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。

宗谷４ Ｈク ラブ 青年農 業者 会議 のお知 らせ
◆日

時

◆場 所
◆内 容
◆問合せ

１２月１０日（木）
午前１０時４５分〜午後４時
昼休憩…午後１２時３５分〜１時１５分
（昼食は出ません）
福祉センター
管内の農業青年が、管内最前線の農業を語る。
役場産業振興課農業振興係 ℡２−２３４５（内線１２４）

出前郷土資料館
「懐かしの興浜北線・天北特集」のお知らせ
◆日
◆場
◆主
◆内

時
所
催
容

◆対 象
◆参加料
◆問合せ

1２月３日（木）〜１２月２７日（日）
多目的アリーナ ホール
町教育委員会
廃線となった懐かしの興浜北線・天北線の貴重な資料を、
本町と枝幸町（現在展示中）と連携して、画像資料を中
心に展示する。
町民 ほか
無料（入館料無料）
町教育委員会社会教育係 ℡２−４６６６

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。

ノーレジ袋・マイバック運動にご協力をお願いします！

三遊亭

楽太郎・三遊亭夢之助
落語会の整理券について
【文化庁『地域文化芸術振興プラン】

落語会の整理券は、予定していた５００席分が配布済みとなりま
した。当日は、整理券をお持ちの方を優先に会場にご案内させてい
ただき、その後整理券をお持ちでない方をご案内するこ
ととなりますので、ご了承ください。
◆日 時 １２月１日（火）開場…午後６時３０分
開演…午後７時
◆場 所 多目的アリーナ
◆持ち物 上履き
◆問合せ 町芸術文化活動実行委員会事務局 ℡２−４６６６

戦没 者 遺児 に よる 慰霊 友 好親 善 事業 の お知 ら せ
(財)日本遺族会は、
「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」の参加
者を募集しています。
この事業は、厚生労働省から委託・補助を受け実施しており、先
の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対象として、父等の戦没し
た旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同地域の住民と友好親
善をはかることを目的としています。
費用は、賛助金として一律１０万円（沖縄は５万円）で、参加希
望者の多い５地域を追加事業として実施予定です。
【実施地域】
①西部ニューギニア ②東部ニューギニア ③フィリピン
④ミャンマー ⑤中国
◆申込み (財)北海道連合遺族会 ℡０１６６−５１−１０４０
◆問合せ (財)日本遺族会事業課事業係
℡０３−３２６１−５５２１（内線３６５６〜８）

職場でのトラブルでお困りのみなさまへ
〜総合労働相談コーナーがお手伝いします〜
職場でのトラブル（解雇、配置転換、賃下げ、いじめなど）でお
困りではありませんか。
北海道労働局の各総合労働相談コーナーでは、こうした労働相談
に応じて各種情報をご提供するとともに、無料・簡易・迅速な紛争
解決システムとして、「あっせん」などのサービスをご用意しており
ます。まずは、お近くの「総合労働相談コーナー」にお気軽にご相
談ください。
なお、北海道労働局のホームページでも制度に関する概要を掲示
しておりますのでご覧ください。
☆あなたの街の総合労働相談コーナー
稚内総合労働相談コーナー（稚内労働基準監督署内）
℡０１６２−２３−３８３３
☆相談時間は午前９時〜午後４時３０分です。
※土日・祝日、年末年始を除きます。
◆問合せ 北海道労働局総務部企画室 ℡０１１−７０９−２３１１

〜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〜

