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新型インフルエンザ国外発生に係る一般相談
並びに発熱相談窓口の開設のお知らせ
販売員 ・観 光ガ イド募 集の お知 らせ
『ウソタンナイ砂金採掘公園ゴールドハウス管理』
◆募集人数
◆業務内容
◆雇用期間
◆勤務時間
◆賃
金

１名
受付及び売店販売員
６月上旬〜９月下旬
午前９時〜午後５時
時給７１０円

『ベニヤ原生花園案内所』
◆募集人数
◆業務内容
◆雇用期間
◆勤務時間
◆賃
金
☆申 込 み

１名
観光フラワーガイド（園地内の花の説明を行う）
６月２日〜９月下旬
午前１０時〜午後４時（変則勤務有）
時給７１０円
５月１８日（月）までに、町観光協会（役場産業振興
課内）に履歴書を提出してください。
℡２−２３４５（内線２２３）

５月２０日は「浜頓別町防災の日」
昭和３３年５月２０日に発生した浜頓別町の大
火から５１年が経過しようとしています。
町では、５月２０日を「防災の日」として、防
災の意識を高め、認識していただくために、サイ
レンの吹鳴、広報活動等を行います。
◆サイレン吹鳴 ５月２０日（水） 午前８時〜（１分間）
吹鳴地区…浜頓別、頓別、下頓別
◆問 合 せ 役場総務課総務係
℡２−２３４５
浜頓別消防支署警防係
℡２−２１１９

消費者協会からのお知らせ
高額な寝具販売や不要な工事を迫るなどの悪質商法は手口が巧妙
化し、高齢者や若者への被害が増加傾向にあります。
そこで、浜頓別消費者協会では毎年５月を
「悪質商法追放運動強調月間」とし、消費者
意識の向上と消費者被害の未然防止に努め
ています。
悪質商法の被害に遭わないためには悪質
業者を玄関に入れないことが最良の方法で
す。
「悪質商法お断り！」ステッカーを玄関に貼り、悪質業者を撃退
しましょう。
◆問合せ 浜頓別消費者協会（役場産業振興課商工観光係）
℡２−２３４５（内線１２８）
電話番号

役場２−２３４５

多目的アリーナ２−４６６６

米国等における豚由来インフルエンザのヒトへの感染確認を受け、
地域住民の健康不安などに対応するための相談窓口を設置しました。
最近海外に渡航経験がある方などで、発熱がある方につきまして
は、医療を受診する前に、発熱相談センターに電話をしてください。
◆相談受付時間（相談窓口・発熱相談センター）
９時から２１時まで
◆相談電話の番号
①０１６２−３３−２４１７（平 日）
②０１６２−３３−２５１６（祝祭日及び夜間）
※平日に上記②に電話を入れても、各相談窓口につながります。
◆インフルエンザの症状（季節性のインフルエンザに似た症状）
・発熱、倦怠感、食欲不振
・咳、くしゃみ
・鼻水、のどの痛み
・吐き気、嘔吐、下痢などの症状を発することもある。
◆潜伏期間（現段階では情報なし）
・季節性のインフルエンザと同様と考えられる。（３〜１０日）
◆予防策について
※豚由来のインフルエンザにおいても通常のインフルエンザの予
防策が有効です
・マスクを着用する。
・手洗い、うがい（石けん水 アルコール製剤）
・人混みを避ける。(外出をひかえる)
・室内の乾燥や換気に注意する。
・咳エチケット（鼻と口をティッシュで押さえる）
・咳、くしゃみが付着したものは触らない。付着した
ものはゴミ箱に捨てる。
・具合の悪い人と濃厚接触を避ける。
・目、鼻、口に触らない。
◆問合せ 宗谷保健福祉事務所健康推進課保健予防係
℡ ０１６２−３３−２４１７

春のベニヤ原生花園清掃＆観察会のお知らせ
◆日

時

◆内

容

◆場 所
◆対 象
◆問合せ

５月３０日（土）午前９時〜１１時
※雨天中止
ベニヤ原生花園の清掃を行いながら、春に見られる花の
観察を行う。
ベニヤ原生花園
一般町民
役場産業振興課商工観光係 ℡２−２３４５（内線２２３）
水鳥観察館 ℡２−２５３４

乳幼児歯科健診のお知らせ
歯科健診の予約はお済みですか？
お口の健康は、心と体の健康の始まりであり、虫歯予防の基本は、
規則正しい食生活と歯みがき習慣です。
強い歯・健康なお口を保つために、ぜひ歯科健診を利用してくだ
さい。
◆日
程 ５/１３（水）、６/１０(水)、８/５(水)、１０/７(水)
１２/９(水)、２/３(水)
◆場
所 ほけんセンター
◆受付時間 ①9:00〜9:15
②9:30〜9:45
③10:00〜10:15
④10:30〜10:45
⑤13:00〜13:15
⑥13:30〜13:45
⑦14:00〜14:15
⑧14:30〜14:45
◆スタッフ 中頓別町立歯科診療所歯科医師
歯科衛生士、保健師、栄養士
◆内
容 ・問診
・歯垢の染め出し、ブラッシング指導、お口や歯の相談
・歯科健診・相談、サホライド塗布
・フッ素塗布
※サホライド、フッ素塗布は希望者のみ
◆料
金 ・フッ素塗布…２４０円
・サホライド塗布…１〜３歯まで１２０円
４歯以上１５０円
◆問 合 せ 役場保健福祉課保健係 ℡２−２３４５（内線４１０）

巡回教育相談のお知らせ
巡回教育相談では、障がいやその疑いのあるお子さんの保護者を
対象に、就学に関する教育相談を行います。相談は無料です。
◆日 時 ６月２３日（火）午前９時００分〜午後４時２０分
２４日（水）午前９時００分〜午後４時２０分
◆場 所 稚内市旧教育庁舎２階適応指導教室会議室
◆相談員 北海道立特別支援教育センターの職員
◆対象者
・次年度、小学校へ就学予定のお子さんの就学に関する相談を希
望の方
・学校へ就学後、教育の場の変更について相談を希望の方
◆申込み ５月１４日（木）までに、町教育委員会総務学校係に申
込みください。℡２−２３４５（内線２４６）

☆フッ素塗布は虫歯予防に効果的です。効果は３〜４ヶ月間あり、
年２〜３回のフッ素塗布が目安です。
☆予約制なので、希望の方は上記の日程から希望の
日時を選び役場保健福祉課保健係に連絡してくだ
さい。
なお、５月、６月の予約については、すでに定員
の時間帯もございますので、ご了承ください。
☆就学しているお子さんの健診については、役場保
健福祉課保健係に相談してください。
☆予約済みのお子さんには、健診１週間前に個別に案内します。

浜頓別町ホームページ http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/
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【５月１０日〜５月２７日】
場
所
時
間

５/13（水）乳幼児歯科健診
５/16（土）第１５回町民植樹祭
５/17（日）浜頓 別 消防 団 春 季消 防 演習
５/22（金）リハビリ教室

廣瀬町長の動向

ほけんセンター
クッチャロ湖畔町有地
町内各所
ほけんセンター

９:00〜14:15
10:30〜
８:35〜12:00
９:45〜13:30

【５月１０日〜５月２８日】

５月１５日（金）

浜頓別町・中頓別町「命をつ なぐ街道」国道２７５号早期整備
促進期成会総会（中頓別町）
２５日（月）〜２８日（木） 北海道造林協 会理事会・総会、全日本砂金掘り
協会理事会・総会、札幌はまとんべつ会総会（札
幌市）

頓別住宅団地の宅地を分譲しています
◆面積・分譲価格
①４４４.９４㎡ ２７０万円（坪２０,０００円）
②４４０.３４㎡ ２６０万円（坪１９,５００円）
③４２６.６６㎡ ２５２万円（坪１９,５００円）
④３５２.００㎡ １８５万円（坪１７,４００円）
◆申込み条件
・分譲地は都市計画の第１住居地域につき、建築物の制限があり
ます。
・近く自己の居宅を建設すること。
・税、公共料金を滞納していないこと。
・転売は基本的に認めません。
◆申込み・問合せ 役場総務課管財係 ℡２−２３４５（内線２１７）

浜頓別町民バドミントン大会のお知らせ
◆日 時
◆場 所
◆対 象
◆内 容
◆持ち物
◆参加料
◆申込み
◆その他

６月７日（日）午前９時〜午後１時頃
多目的アリーナ
町内在住の町民（高校生以上）
男女混合ダブルスでの大会
運動靴・ラケット
５００円（シャトル・参加賞代等）
５月２５日（月）までに、会長（森江）まで申込みくださ
い。℡０９０−７５１３−４７５０
主催者は、参加者の負傷などの責任は負わないこととしま
すので、スポーツ傷害保険に入ることをお勧めします。

こころの健康相談の実施について
宗谷保健福祉事務所（稚内保健所）では、市立稚内病院
精神科医師による専門相談を次の日程で実施します。
相談希望の方は事前に予約が必要ですので、宗谷保健福
祉事務所浜頓別支所または役場保健福祉課保健係までご
連絡ください。
◆日 程 ５月２０日（水）、８月５日（水）、１１月４日（水）
◆場 所 南宗谷地区で巡回相談
◆問合せ 宗谷保健福祉事務所浜頓別支所 ℡２−０１９０
役場保健福祉課保健係 ℡２−２３４５（内線４０８）

自動車税の納期限は６月１日（月）です
自動車税の納期内納税は、道が取組んでいる様々な施策を進める
上で欠くことのできないものです。
皆さんには、納期内納税にご理解をいただき、期限までに納税い
ただきますようお願いします。
●自動車税は、次の場所で納税できます。
・道内の金融機関・郵便局・お近くの支庁・道税事務所
・コンビニエンスストア （サークルＫ、サンクス、スパー、セイ
コーマート、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン）
◆問合せ 宗谷支庁地域振興部税務課納税係
℡０１６２（３３）２５２０

愛犬家の皆さんへ
６月３０日（火）まで

林野火災予防強調期間です
山菜採りや釣りなどで山に入る際は、火の取り扱いには十分注意
し、みんなで豊かな森の緑を山火事から守りましょう。
◆問合せ 役場産業振興課水産林務係 ℡２−２３４５（内線１２６）

散歩中などの糞の始末は、周りの人に迷惑にならないよう飼い主が
責任を持って行いましょう。糞を放置すると、悪臭やハエの発生源
になるだけでなく、糞中の寄生虫の卵や病原菌が公
園の砂場などの環境を汚染する原因にもなり、また、
そこで遊ぶ子ども達にも感染する恐れがあります。
散歩中の糞は、必ず自宅に持ち帰り可燃ごみとし
て処理してください。排尿も人家の玄関先などでさせないよう気を
つけましょう。
◆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！

国保病院からのお知らせ
５月旭川医大出張診療で、小児科・整形外科医師が決まりました
のでお知らせします。
◆小 児 科 ５月２９日 杉本医師（午前診療）
◆整形外科 ５月１３日 類家医師（一日診療・予約制）
２７日 青野医師（一日診療・予約制）

なかよし童話会のお知らせ
◆日
◆場
◆内

時
所
容

５月１６日（土） 午後２時〜
図書館視聴覚室
・絵本「民話」
「おばけのマール」
・紙芝居「むくむくぽっかりほんわりこ」
・遊び「ジグソーパズル」

５月１８日〜２４日は

春の行政相談週間
〜行政相談委員は、あなた行政とのパイプ役です〜
…こんな相談ありませんか。
☆国道に段差があり危ない、道路標識がわかりにくい。
☆年金の書類が送られてこない。
☆郵便が届かない。
等
このような苦情や要望について、行政相談委員がご相談に応じて
います。お気軽に相談してください。
◆行政相談委員
阿部 富夫 氏
浜頓別町北３条２丁目 ℡２−３１０６
☆旭川行政評価分室でも相談を受け付けています。
◆「行政苦情１１０番」をご利用ください。
全国共通 ℡０５７０−０９０１１０

クマ出没注意！！
ヒグマの目撃情報が寄せられています。これから
は、クマが冬眠を終え、活動を始める時期です。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
◆出没箇所 道道豊富浜頓別線、宇曽丹・宇津内・豊寒別地区
◆問合せ 役場産業振興課水産林務係
℡２−２３４５（内線１２６）

☆定額給付金☆
申請受付中！お忘れなく！

〜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〜

