（速報版）

浜頓別町戦没者追悼式のお知らせ
浜頓別町出身戦没者に対し、全町民がこぞって追悼の誠を捧げる
とともに、戦没者の献身のうえにもたらされた平和への誓いを新た
にするため、次のとおり戦没者追悼式を行います。
なお、式典に参加できない方は、正午の消防のサイレンに合わせ
て黙祷をお願いいたします。
◆日 時 ６月８日（月） 受付 午前１１時３０分
開始 午前１１時５９分
◆場 所 福祉センター大ホール
◆対 象 遺族・来賓・一般町民
◆問合せ 役場保健福祉課福祉係 ℡２−２３４５（内線４０３）

ウソタンナイ砂金採掘公園
オープンのお知らせ
◆期
◆時

間
間

◆休館日
◆問合せ

６月７日（日）〜９月３０日（水）
午前９時〜午後５時
※受付は午後４時３０分まで
６月と９月は月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）
※７月と８月は無休
役場産業振興課商工観光係 ℡２−２３４５（内線２２３）

特設 人権 心 配ご と 相談 所の 開 設の お知 ら せ
◆日 時
◆場 所
◆相談員
◆相談内容

◆問合せ

６月１日（月） 午前９時〜午後３時
役場３階和室
人権擁護委員
・人権問題、家庭問題、いじめ問題をは
じめ、近隣関係のいざこざ等の身近な
法律問題、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。
名寄人権擁護委員協議会 ℡０１６５４−２−２３４９

子育て ボラ ンテ ィアの 会員 募集 のお知 らせ
「子育てボランティア」は、多様な年齢層の方の
子育ての知識や技術を活かし、地域の子育てに参加
して交流や親睦を深めていくことを目的としていま
す。
主な内容は、支援事業、各種健診の際の託児のお
手伝いや、若いお母さんと赤ちゃんとの交流です。
一緒に子育てを応援しましょう。
◆申込み・問合せ 町地域子育て支援センター（浜頓別保育所内）
℡２−３５３５
電話番号

役場２−２３４５

多目的アリーナ２−４６６６

平成２１年５月２５日発行

第１４２２号

畜犬登録及び狂犬病予防注射
追加日程のお知らせ

一般国道２３８号浜猿防災
計画説明会のお知らせ

平成２１年度畜犬登録及び狂犬病予防注射の追加
分を次の日程で追加実施します。前回受けられなか
った畜犬所有者の方は、必ず受けますようお願いい
たします。
なお、今回の畜犬登録及び狂犬病予防注射は予約
制としますので、役場住民課環境生活係にご連絡く
ださい。
当日は、出張料として別途５００円の追加となります。
◆日 時 ６月９日（火）午後１時〜【予約制】

稚内開発建設部では、一般国道２３８号浜頓別町豊牛〜頓別間の
延長約５キロメートルについて、海岸浸食による道路への被害防止
と、冬期の吹雪対策や安全対策を目的とした道路整備を計画してい
ます。つきましては、概略の計画や今後の予定等に関する計画説明
会を開催しますので、皆さまの参加をお待ちしています。
◆日 時 ６月２４日（水） 午後６時〜
◆場 所 役場２階大会議室
◆問合せ 稚内開発建設部道路課
℡０１６２−３３−１０００（内線２３５８）
役場総務課 ℡２−２３４５（内線２２０）

畜
犬
登 録 料
3,000 円

未登録犬
登録済犬

◆申込み

狂犬病予防
注射料
2,490 円
2,490 円

注射 済票
交付手数料
550 円
550 円

出 張 料
500 円
500 円

合

計

6,540 円
3,540 円

６月５日（金）までに役場住民課環境生活係に申込みく
ださい。 ℡２−２３４５（内線１１３）

児童手当のお知らせ
この制度は、お子様（小学校卒業まで）を養育している方に手当を
支給し、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的としていま
す。
◆手続きの方法
住所地の役場で手続きをすると、申請のあった翌月分から手当が支
給されます。
支払いは６月・１０月・２月の年３回で、それぞれの月の前月まで
の分が支給されます。
☆ ６月期…２・３・４・５月分
☆１０月期…６・７・８・９月分
☆ ２月期…１０・１１・１２・１月分
【支給額】 ３歳未満…一律月額１０，０００円
３歳以上…第１子、第２子は月額５，０００円
第３子以降は１人につき月額１０，０００円
※すでに児童手当を受給されている方は、６月中に「現況届」の提出
が必要です！
この届は、毎年６月１日における状況を記載し、
児童手当を引き続き受ける条件があるかを確認す
るためのものです。
※毎年６月中に「児童手当現況届」を提出しなけれ
ば、手当は支給されませんのでご注意ください。
◆現況届に必要な添付書類
①保険証の写し（国保の方は必要ありません）
②２１年１月１日に浜頓別町に住所がなかった場合
→前住所地の市町村が発行する「児童手当所得証明書」
◆問合せ 役場保健福祉課福祉係 ℡２−２３４５（内線４０３）

新型インフルエンザ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
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が設置されています。
新型インフルエンザの心配があり、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

浜頓別町ホームページ http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/
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ごみの分別にご協力ください

行事予定
月

日

行

事

５/29（金）３歳児健診
６/２（火）マタニティ学級Ⅰ−①
６/５（金）乳児相談
６/10（水）乳幼児歯科健診
６/12（金）マタニティ学級Ⅰ−②

廣瀬町長の動向

【５月２５日〜６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

12:30〜14:00
13:15〜16:00
10:00〜15:00
９:00〜14:45
13:15〜16:00

【５月２５日〜６月１２日】

５月２５日（月）〜２８日（木）

６月

５日（金）

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）
宗谷地域総合開発期成会総会（稚内市）

６月旭川医大出張診療日
産婦人科

６月１０日 柳沼医師（午後診療）
１１日 柳沼医師（一日診療）
１２日 柳沼医師（午前診療）
２５日 片山医師（一日診療）
２６日 片山医師（一日診療）
整形外科
６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
６月 ３日 花田医師（午前診療・予約制）
１７日 佐藤医師（午前診療・予約制）
小 児 科
６月２６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。

運動会のお知らせ
☆浜頓別中学校 ５／２４（日）午前９時〜
★浜頓別小学校 ５／３１（日）午前９時〜
☆下頓別小学校・中学校 ５／３１（日）午前９時３０分〜
★宇曽丹小学校 ６／ ６（土）午前１０時〜
☆豊寒別小学校 ６／ ７（日）午前１０時３０分〜
★斜 内小学校 ６／２１（日）午前９時３０分〜
☆頓 別小学校 ６／２１（日）午前９時〜
★浜頓別幼稚園 ７／ ５（日）午前９時〜
☆浜頓別保育所 ７／１９（日）午前９時〜

最近、
「生ごみ」や「燃やせるごみ」の中に「金属類」や「不燃物」
の混入が見られます。これら燃えないごみが混入すると、南宗谷衛生
施設組合の破砕機や焼却炉の故障原因となります。ごみを排出される
際は正しい分別を心がけましょう。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）

犬を飼っているみなさんへ
最近、犬をめぐっての苦情が多く寄せられています。内容は散歩
時の糞の放置です。雪解けにかけて歩道、公園等町内のいたるとこ
ろに見受けられます。糞の放置は衛生上問題であると同時に生活環
境を害することとなります。散歩をするときは必ず、糞を入れる袋
を持って、糞の始末をし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。
また、浜頓別町には現在２６２頭の犬が登録されています。しかし、
未だ未登録の犬が多く存在します。狂犬病予防法
第４条の規定では犬を取得した日（生後９０日以
内の犬を取得した場合には、生後９０日を経過し
た日）から３０日以内に畜犬登録の手続きをしな
ければならないと定められており、これを怠ると
狂犬病予防法２７条の規定により２０万円以下
の罰金を課せられる場合があります。
未登録犬については、速やかに役場住民課環境生活係で手続きを
済ませましょう。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）

６月は「外国人労働者問題啓発月間」です
近年、我が国の外国人労働者は増加していますが、外国人労働者
の就労実態をみると、社会保険が未加入であったり、日本
語や我が国の労働慣行を習熟していないことから、適正な
労働条件が確保されていない等の問題が散見されています。
このため、外国人労働者の適正な雇用管理の指針と、外
国人の雇い入れと離職の状況をハローワークに届け出るこ
と等が雇用対策法で法制化されています。
事業主の方をはじめ国民の皆さまには、ルールを守った
適正な外国人労働者の雇用にご理解とご協力をお願いしま
す。
なお、外国人を雇い入れる前に、就労が認められるか在留資格を
確認してください。
◆問合せ ハ ロ ーワ ーク 稚 内 ℡０１６２−３４−１１２０
稚内労働基準監督署 ℡０１６２−２３−３８３３

豊寒別小学校・斜内小学校は今年最後の運動会となりますので、た
くさんの方に足を運んでいただき、子ども達に大きな声援をお願い
します！

ノーレジ袋・マイバック運動にご協力をお願いします！

☆定額給付金☆
申請受付中！お忘れなく！

町民植樹祭に苗木を寄贈しました
浜頓別町ノーレジ袋・マイバック運動を進める連絡
会では、皆さまからご協力をいただいた募金の使途に
ついて、５月８日の総会で５月１６日開催の町民植樹
祭に苗木を寄贈し、環境保全と地球温暖化防止に役立
てることとしました。
町民植樹祭には連絡会役員も参加し、町民の皆さま
と苗木を植えてきました。
◆問合せ 浜頓別町ノーレジ袋・マイバック運動を進める連絡会
事務局…役場住民課環境生活係
℡２−２３４５（内線１１３）

平成２１年度

国家公務員採用Ⅲ種（税務）試験のお知らせ
◆受 験 資 格
◆試験の程度
◆申込み期間
◆第１次試験

昭和６３年４月２日〜平成４年４月１日生
高等学校卒業程度
６月２３日（火）〜６月３０日（火）
教養試験、適性試験、作文試験
９月６日（日）
◆第１次試験合格発表日 １０月８日（木）
◆第２次試験 人物試験、身体検査
１０月１５日（木）〜２２日（木）までのうち指定する１日
◆最終合格者発表日 １１月１１日（水）
◆問 合 せ 札幌国税局人事第２課採用担当
℡０１１−２３１−５０１１
稚内税務署総務課 ℡０１６２−３３−１１５５

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、本年度
は、次の１６地域について実施予定です。
【実施地域】
①旧満州 ②旧ソ連 ③西部ニューギニア ④マリアナ諸島 ⑤中
国 ⑥東部ニューギニア ⑦ボルネオ・マレー半島 ⑧トラック諸
島 ⑨パラオ諸島 ⑩ソロモン諸島 ⑪フィリピン ⑫ミャンマー
⑬沖縄 ⑭台湾・バシー海峡 ⑮マーシャル諸島 ⑯ギルバート諸
島
◆申込み
◆問合せ

(財)北海道連合遺族会 ℡０１６６−５１−１０４０
(財)日本遺族会事業課事業係
℡０３−３２６１−５５２１（内線３６５６〜８）

〜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

平成２２年度 消防職員（救急救命士）を募集します
◆受付期間

６月３０日（火）まで
※郵送の場合、６月３０日の消印有効
◆採用年月日 平成２２年５月１日
◆募集人数 ３名
◆勤 務 地 南宗谷消防組合
枝幸消防署…２名（枝幸署１名、歌登分署１名）
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、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（市販のもので家族構成等の記載のあるもの）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 ７月上旬予定（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

工事にご協力ください
①宇曽丹３号線道路舗装工事
◆工 期 ８月１０日まで
◆交通規制 通行止め
◆施 行 岡本興業株式会社
②宇曽丹３号線道路改良舗装工事
◆工 期 ８月１０日まで
◆交通規制 通行止め
◆施 行 株式会社高橋組

