（速報版）

観光地・イベントスタンプラリー対象イベント

第４６回クッチャロ湖湖水まつり
◆日 時 ７月１２日（日） 午前１０時３０分〜
◆場 所 クッチャロ湖畔
◆プログラム
１０：３０〜
開会
１０：３０〜
キャラクターショー（１回目）
１１：３０〜
ブラスバンド演奏（浜中・浜高）
１２：３０〜
ブラスバンド演奏（名寄駐屯地音楽隊）
１３：３０〜
水上丸太渡り・湖水宝さがし
１５：５０〜
よさこいソーラン演舞
１６：５０〜
キャラクターショー（２回目）
１８：００〜
浜頓別太鼓「響」演奏
１８：３０〜
聖火祭
１９：００〜
よさこい総おどり
２０：００〜
花火大会
※クッチャロ湖でのカヌー体験（午前１０時３０分
〜午後１時３０分）や砂金堀り体験コーナー（午
前１０時３０分〜午後４時）も予定しております。
※各時間については、変更となる場合があります。
※雨天の場合は午前１１時３０分から多目的アリーナでキャラク
ターショー・ブラスバンド演奏・宝さがし・太鼓演奏・よさこ
いソーラン演舞を行う予定です。
◆問合せ クッチャロ湖湖水まつり実行委員会事務局（役場産業振
興課商工観光係）℡２−２３４５（内線２２３）

消防署からのお知らせ
●第２回危険物取扱者試験
◆受 付 ７月１５日（水）まで
◆試験日 ８月２３日（日）
◆試験地 札幌市・旭川市ほか
◆手数料 ・甲種５，０００円
・乙種３，４００円
・丙種２，７００円
●第２回消防設備士試験
◆受 付 ７月１５日（水）まで
◆試験日 ８月２３日（日）
◆試験地 札幌市・旭川市ほか
◆手数料 ・甲種５，０００円
・乙種３，４００円
☆申込み 浜頓別消防支署にある申請書で申込みください。
浜頓別消防支署予防係 ℡２−２１１９

電話番号

役場２−２３４５

多目的アリーナ２−４６６６

平成２１年６月２５日発行

第１４２４号

クッチャロ湖コハクチョウ
初飛来クイズのお知らせ

クッ チャ ロ 湖ラ ム サー ル条 約
登録湿地指定２０周年記念式典のお知 らせ

クッチャロ湖は、日本で一番初めにコハクチョウの集まる湖です。
そこで、クッチャロ湖に白鳥が初飛来する日を予想してください。
正解者には、抽選で本町の地場産品の毛ガニが当たります。
◆応募方法
ハガキ又は応募用紙に予想飛来日、住所、氏名、電
話番号を記入し、水鳥観察館、役場などに設置してあ
る応募箱に投函してください。
※１人１回の予想で、複数回答は無効となります。
※初飛来の日は、役場産業振興課の職員が初確認した日とします。
◆応募期間 ９月３０日（水）まで ※当日消印有効
◆賞
品 正解者の中から抽選で、１０名の方に地場産品「毛ガ
ニ」２ハイが当たります
◆過去の初飛来 平成１５年１０月５日・平成１６年１０月 ８日
平成１７年１０月５日・平成１８年１０月１１日
平成１９年１０月３日・平成２０年１０月 ２日
◆問 合 せ クッチャロ湖白鳥フェスタ２００９実行委員会（役場
産業振興課商工観光係） ℡２−２３４５（内線２２３）

◆日
◆場
◆内

海から浜頓別町を見ませんか？

浜頓別町グリーン・ツーリズム
町民モニターツアーのご案内
普段触れることの少ない浜頓別町の グリーン・ツーリズム を町民
の方にも知っていただきたく、町民モニターツ
アーを開催します。
漁師がいつも見ている海の上からの浜頓別の
景色や、海の恵み、海で働く漁師のすばらしさ
を体験してみましょう！
モニターツアーの参加者にはアンケートへのご協力をお願いします。
◆日 時 ７月２６日（日）
正午に頓別漁港遊漁船乗り場集合、午後３時現地解散
※時化などにより、中止になる場合があります。
（当日の朝に連絡します）
◆参加費 ２，０００円（小学生以下５００円）
（昼食代込）
当日、お支払いください。
◆内 容
〜頓別の海を船に乗って体験し、おいしい魚介をいただきます。
☆頓別の海の話を聞き、船からの景色を堪能しながら釣りをします。
帰港してから貝むき体験も行います（山本漁業部）。
☆昼食は、頓別のおいしい魚介を使った料理を味わっていただきます
（浜頓ホテル）。
◆定 員 なし
◆申込み ７月１５日（水）までに、浜頓別町グリーン・ツーリズム推
進協議会（事務局：役場産業振興課）に申込みください。
℡２−２３４５（内線１２３）

時
所
容

◆参加料
◆問合せ

７月２５日（土）午後１時〜３時
福祉センター
辻井達一先生の記念講演、道内各地の活動報告
白鳥絵画コンテスト作品・白鳥写真の展示
無料
役場産業振興課商工観光係 ℡２−２３４５（内線２２３）
水鳥観察館 ℡２−２５３４

浜頓別町長寿健康づくり事業
体育施設使用料助成が始まりました
町では６月１２日より、高齢者の社会参加を促し、心身の健康保
持増進を図ることを目的に、浜頓別町体育施設の助成を開始してい
ます。
助成を希望される方は申請が必要となりますので、申込みくださ
い。
◆対 象 者 平成２１年４月１日を基準に…
①浜頓別町に住所を有する長寿医療（後期高齢者医療）
制度の被保険者
②浜頓別町に住所を有する７５歳以上の方
◆申請方法 多目的アリーナの窓口に備え付けの
用紙で申請できます。申請時に印鑑
（シャチハタ不可）と長寿医療（後
期高齢者医療）制度の被保険者は被
保険者証を持参してください。
◆助成方法 体育施設利用券に「浜頓別町長寿健
康づくり事業」を明記し、交付することで助成としま
す。申請時において既に使用料を納入している方は、
個別通知により、本人へ返還します。
◆利用施設 浜頓別町体育施設
多目的アリーナ・青少年会館・運動広場管理センター・
パークゴルフ場・白鳥公園パークゴルフ場・ゲートボ
ール場・水泳プール・町営野球場・運動広場・山村広
場・テニスコート
◆問 合 せ 役場保健福祉課保健係 ℡２−２３４５（内線４０９）
多目的アリーナ ℡２−４６６６

平成２１年度

裁判所事務官採用Ⅲ種試験のお知らせ
◆第１次試験日
◆受 付 期 間
◆受 験 資 格
◆問 合 せ

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

９月１３日（日）
７月１４日（火）〜７月２２日（水）
昭和６３年４月２日〜平成４年４月１日生まれの方
旭川地方裁判所事務局総務課人事係
℡０１６６−５１−６２６７（直通）
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浜頓別町役場

編集

総務課

第２面
喉頭がん・甲状腺がん・耳鼻咽喉科検診のお知らせ

行事予定
月

日

行

事

６/26（金）１歳６ヶ月児健診
６/30（火）はくちょうサークル
７/６（月）マタニティ学級Ⅰ−④
７/８（水）乳児相談
７/９（木）献血

廣瀬町長の動向
７月

４日（土）

◆日

【６月２５日〜７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
町内各所

13:00〜14:00
９:50〜12:00
13:15〜16:00
10:00〜15:00
９:00〜16:00

【６月２５日〜７月１２日】

自衛隊旭川地方協力本部創立３周年記念行事協賛会（旭川市）

７月旭川医大出張診療日
産婦人科

７月

８日 柳沼医師（午後診療）
９日 柳沼医師（一日診療）
１０日 柳沼医師（午前診療）
２３日 片山医師（一日診療）
２４日 片山医師（一日診療）
整形外科
７月 ８日 医師未定（一日診療・予約制）
２２日 医師未定（一日診療・予約制）
眼
科
７月 ８日 花田医師（午前・予約制）
２２日 佐藤医師（午前・予約制）
小 児 科
７月２４日 浅井医師（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。

移動献血車が来町します
◆７月９日（木）
場

所

浜頓別町役場
天北運送株式会社
頓別漁業協同組合研修センター
東宗谷農業協同組合 （裏の駐車場）
浜頓別高校

時

間

９:00〜11:00
11:10〜11:50
13:00〜13:30
13:45〜14:45
15:00〜16:00

住

所

中央南１番地
大通７丁目
頓別１町内
大通２丁目
緑ケ丘５丁目

◆献血ができる人
・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歳以上の方は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）

時

６月２９日（月）受付…午前９時３０分〜
検診…午前１０時〜１１時
ほけんセンター多目的ホール

◆場 所
◆対 象
・喉頭がん・甲状腺がん検診
声のかすれ、首のしこりが不安な方
・耳鼻咽喉科検診
鼻水、鼻閉、舌、口腔、耳痛、難聴等が気
になっている方（お子様も利用できます）
◆検診機関 吉田病院（名寄市）
◆料 金 無料
◆申込み 役場保健福祉課保健係に申込みください。
℡２−２３４５（内線４０８）

食生活改善推進員養成講座を開講します
食生活改善推進員養成講座は、日々の生活に密着している「食」と
「健康」の知識を楽しみながら学べる講座内
容となっております。家庭ですぐに生かせる
情報や町の特産物を最大限に活かした調理
実習等も企画しておりますので、たくさんの
方の参加をお待ちしています。
また、本講座を所定の時間、受講された方
の中で食生活改善推進員として地域の健康
づくりのボランティア活動をしていただけ
る方も募集しています。
【食生活改善推進員養成講座日程】 場所…ほけんセンター
①７月２８日（火） 午後１時〜３時３０分
「食生活改善推進員の活動を知ろう」 開講式、講義・話合い
②８月 ４日（火） 午前１１時〜午後３時
「浜頓別町民の健康状態を知ろう」
講義・話合い、レクリエーション
③８月２０日（木） 午後１時〜４時
「生活習慣病と食事・運動の関係とは？」
講義・話合い、レクリエーション
④８月２７日（木） 午前１０時３０分〜午後１時３０分
「今の子どもの食生活を知ろう」 講義・話合い、給食試食
⑤９月 １日（火） 午後１時〜３時３０分
「おいしくバランスのとれた食事とは？」 講義・話合い
⑥９月１７日（木） 午前１０時〜午後２時３０分
「体にやさしい食事を作ろう」 調理実習・話合い
⑦９月２９日（火） 午後１時〜４時
「安心・安全 食品表示の見方を知ろう」 講義・話合い、実習
⑧１０月 ８日（木） 午前１０時〜午後２時３０分
「浜頓別のおいしい食材を知ろう」 調理実習・話合い、閉講式
◆問合せ・申込み 役場保健福祉課保健係
℡２−２３４５（内線４１４）

ノーレジ袋・マイバック運動にご協力をお願いします！

経済センサス‑基礎調査のお知らせ
経済センサス‑基礎調査は、商店や工場、営業所、事務所、学校、
旅館、寺院など、すべての事業所が対象となる大規模な統計調査で
す。
統計調査の結果は、国や都道府県、市区町村などがこれからの行
政を考える重要な基礎資料として活用されます。
調査票が届きましたらご記入をお願いします。
◆問合せ 役場総務課企画広報係 ℡２−２３４５（内線２２２）

６月は町道民税と国民健康保険税
（第１期）の納期です！
６月３０日は町道民税と国民健康保険税の第１期の納期限です。
納期内に必ず納めましょう。
何らかの理由により、納期限までに納められない場合は、必ず納
税相談をお願いします。
また、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、町内の金融機関また
は役場住民課税務係までお越しください。
◆問合せ 役場住民課税務係 ℡２−２３４５（内線１１５・１１６）

後期 高齢 者 医療 被 保険 者証 更 新の お知 ら せ
平成２０年４月より「後期高齢者医療制度」が始ま
り、現在お持ちの被保険者証については平成２１年７
月３１日が有効期限となっています。新しい被保険者
証を７月上旬に郵送いたしますので、届きましたら新
しい被保険者証をご使用ください。また、お手数です
が古い被保険者証については使用せず、確実な方法（破
断等）で処分をお願いします。
※後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証についても平
成２１年７月３１日が有効期限となっております。現在認定証を
お持ちの方については、新しい認定証を同封いたします。古い認
定証については使用せず、確実な方法（破断等）で処分をお願い
します。
また、現在認定証をお持ちでない対象者の方には認定申請書を同
封いたしますので、捺印のうえ、役場保健福祉課国保係にて手続
きくださいますようお願いします。
◆問合せ 役場保健福祉課国保係 ℡２−２３４５（内線４０５）

クマ出没注意！！
ヒグマの目撃情報が寄せられています。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 サイクリングロード
◆問合せ 役場産業振興課水産林務係
℡２−２３４５（内線１２６）

〜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
乳がん・子宮がん検診のお知らせ
〜２年に１度の検診を利用して、健やかに過ごしましょう〜
◆日

時

８月９日（日）
午前の部 ８時３０分〜９時、９時３０分〜１０時、
１０時３０分〜１１時
午後の部 １時〜１時３０分、２時〜２時３０分、
３時〜３時３０分
※予約制のため、希望受付時間をお知らせください。
◆場 所 ほけんセンター
◆乳がん検診（医師による視触診、問診、マンモグラフィ）
・対 象 ４０歳以上の町民の方
・料 金 ５０歳未満…２，０００円
５０歳以上…１，７００円（７０歳以上無料）
・定 員 各受付時間に７〜８名
※必要に応じて当日、精密検査があります。
（費用は保険診療扱いになります）
※予約で一杯になった場合はキャンセル待ちとなります。
◆子宮がん検診（子宮頸部細胞診、超音波検査）
・対 象 ２０歳以上の町民の方
・料 金 １，７００円（７０歳以上は無料）
・定 員 各受付時間に１２〜１３名
◆申込み ７月２４日（金）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４０８）
※２年に１度の検診となったため、昨年度受診された方
は対象となりませんのでご了承ください。
≪注意事項≫
※子宮がん検診（頚部がん、体部がん）に限って、町立病院でも受診できます。
希望の方には受診券を交付していますので、役場保健福祉課保健
係に問合せください。

町民プール開放のお知らせ
◆日 時
◆開放時間

７月１１日（土）〜９月１３日（日）
一般開放 午前１０時〜正午
午後 １時〜午後 ５時
金 曜 日 午前１０時〜正午
の
み 午後 １時〜午後 ７時
※開放期間中、臨時休館を除き毎日開放することとします。
※低温により閉鎖することがあります。
◆使用料 １回２００円（中学生以下無料）
◆利用対象 幼児から一般町民までの利用とします。ただし、幼児の
利用並びに午後５時以降は保護者同伴とします。
◆その他 使用できる日は、プール前と多目的アリーナに「青旗」、使
用できない日は「赤旗」をあげて開放をお知らせします。
◆注意事項 ・貴重品は持ち込まないでください。
・必ず水泳帽子をかぶって利用してください。飛び込み、
潜水遊泳を禁止します。
◆問合せ 町教育委員会社会教育係 ℡２−４６６６

『地上デジタル放送』準備説明会のお知らせ
地上デジタル放送を楽しむための、総務省による説明会(無料)を
開催します。地上デジタル放送の目的や魅力・受信方法･地デジの悪
質商法などやさしく、丁寧にご説明いたします。
地デジ説明会の会場と開催日時は次のとおりです。
◆日 時 ７月７日（火）
・午前１０時３０分〜 浜頓別町役場
・午後 １時３０分〜 下頓別生活改善センター
・午後 ５時３０分〜 浜頓別町役場
※説明時間は３０分です。
※事前の申込みは必要ありません。
ご都合の良い時間に会場にお越しください。
◆問合せ 総務省 北海道北テレビ受信者支援センター（デジサポ）
説明会事務局
℡０１６６−２１−６４５０（平日…午前１０時〜午後６時）

海上保安学校・海上保安大学校学生
募集のお知らせ
海上保安庁は、平成２２年４月採用の職員を募集します
海上保安学校（所在地…京都府舞鶴市）
過程に応じ１〜２年の教育期間により、卒業後、各分野のエキス
パートとなる海上保安官を養成する教育機関です。
◆採用人数 船舶運航システム課程 約１００名
情報システム課程
約 ４０名
海洋科学課程
約 １０名
航空課程
約 １０名
◆受付期間 ７月２１日（火）〜８月４日（火）
※インターネットによる受付期間
７月２１日（火）〜７月２８日（火）
海上保安大学校（所在地…広島県呉市）
４年半の教育により、卒業後、幹部職員となる海上保安官を養成
する教育機関です。
◆採用人数 約４５名
◆受付期間 ８月２７日（木）〜９月８日（火）
※インターネットによる受付期間
８月２７日（木）〜９月２日（水）
◆問 合 せ 稚内海上保安部管理課 ℡０１６２−２２−０１１８
海上保安庁ホームページ http://www.kaiho.mlit.go.jp

特定 疾 患医 療 受給 者 証及 び ウイ ルス 性 肝炎
進行 防 止対 策 ・橋 本 病重 症 患者 対策 医 療受
給者 証の 更 新（ 継 続） 申請 の お知 らせ
現在お使いの「医療受給者証」は、有効期間が平成２１年９月３
０日までとなっていますので、１０月１日以降も「医療受給者証」
の交付を希望される方は更新申請を行ってください。
◆受
付 ７月３日（金）〜８月２４日（月）
◆必要な書類 病気や加入する医療保険などにより必要な書類が異
なりますので、現在お使いの「医療受給者証」と一
緒に送付している「更新申請のお知らせ」により提
出書類を確認の上、手続きを行ってください。
◆申 請 先 宗谷保健福祉事務所（稚内保健所）浜頓別支所調整
係 ℡２−０１９０

第１２回町民ゴルフ大会のお知らせ
◆日
時
◆場
所
◆参加資格
◆参 加 料
◆プレー料金

◆競技方法
◆表 彰 式
◆申 込 み

７月５日（日）午前８時３分〜
ノースバレーカントリークラブ（稚内市）
浜頓別町民及び町内事業所勤務者
１，０００円
※表彰式会場の浜頓ホテルでの食事、飲み物含む
各自負担
※メンバー以外の方は、法人メンバー扱いの料金
とします。
１８ホールストロークプレー・ダブルペリア方式
男子レギュラーティ・女子レギュラーティ使用
当日、午後４時から浜頓ホテルで行います。
６月３０日（火）までに、山崎商店（山崎）に電話及
びＦＡＸで申込みください。組合せに希望のある場合
は、３人１組ないし４人１組で申込みください。
℡２−３３８８ FAX２−３３７７

第４ ５３ 回 ほく で んフ ァミ リ ーコ ンサ ー ト
◆日

時

７月３１日（金）

◆場
◆主
◆出

所
催
演

◆曲
◆配

目
券

多目的アリーナ
北海道電力
指 揮…デリック・イノウエ
管弦楽…札幌交響楽団
ベートーヴェン、ハイドン、エルガー、メンデルスゾーン
入場無料
※入場整理券は、６月２９日（月）より、町教育委員会・
多目的アリーナにおいて、配布します。
お一人様２枚まで、なくなり次第終了となります。
ＨＢＣラジオ営業推進担当
℡０１１−２３２−５８５１

☆定額給付金☆
申請受付中！お忘れなく！
◆問合せ

開場…午後５時３０分
開演…午後６時３０分

第４面
ヒグマ対策研修会のお知らせ
◆日 時 ７月１６日（木）午前１０時３０分〜午後２時
◆場 所 役場２階大会議室（午前）、クッチャロ湖畔（午後）
◆入場料 無料
◆問合せ 宗谷支庁地域振興部環境生活課自然環境係
℡０１６２−３３−２９２２

「ほくでん」の名をかたる
不審な電話や訪問にご注意ください！！
〜不審に思われた場合はお近くのほくでんまで〜
訪問事例
①「ほくでんの社員」または「ほくでんから委託されている調査員」
と偽ってお客さま宅に上がり込み、すきを見て金品を盗む。
「ほくでん」または「ほくでんの委託」を装い、１人または２人
１組となり、電気設備の点検や漏電調査などを名目に訪問し、言
葉巧みにお客さま宅に上がり込み、すきを見て金品を盗む。
↓
「ほくでん」や「ほくでんが業務を委託している会社」
の社員がお客さま宅にお伺いする際には、必ず身分証
明書を携行しています。
②漏電調査や分電盤の取替工事を行い、その場で代金の請求をする。
「ほくでん」または「ほくでんの委託」を装い、１人または２人
１組となり、電気設備の点検や漏電調査などを名目に訪問し、「ご
近所の○○宅も工事を行った」、または「当社で実施すれば安くな
る」などと言って、言葉巧みに信用させ金銭をだましとる。
↓
「ほくでん」や「ほくでんが業務を委託している会社」では、お
客さま宅を突然訪問し、漏電検査や分電盤の取替工事を行って、
その場で代金を請求することは一切ありません。
電話事例
①動力設備の点検や契約内容の見直しを勧誘する。
工場・商店・事務所を経営されているお客さまに「ほくでん」や
「ほくでんの委託」をかたって動力設備の調査・点検や契約内容
の見直しを勧める。
↓
「ほくでん」や「ほくでんが業務を委託している会社」では、契
約の見直しと称して動力設備の調査や機器を売り込む勧誘を行う
ことは一切ありません。
※この他、次のような事例もご注意ください。
「ほくでん」の集金員と偽ってお客さま宅を訪問し、偽りの電気
料金を集金しようとする。
◆問合せ 北海道電力㈱浜頓別営業所 ℡２−２００８

北海道苦情審査委員制度のお知らせ

平成２１年度

〜「北海道苦情審査委員制度」のご利用を！〜

入国警備官採用試験のお知らせ

道の仕事に関して、皆さん自身の利害に関わる苦情は、「苦情審査
委員」に申立ててください。
苦情の解決に向けて、簡易な手続きで、苦情審
査委員が中立的な立場から、道の業務や制度の内
容を調査するなど、迅速に処理します。
なお、個人情報の保護には十分配慮します。
○苦情の窓口は、道庁の「道政相談センター」の
ほか、各支庁の「道政相談室」です。
○制度の概要と苦情申立書をセットにしたリーフレットを用意して
います。苦情の窓口へ連絡してください。
○道のホームページでも苦情審査委員制度をお知らせしています。
トップページの相談窓口→道政一般からご覧ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp
○苦情の申立て方法は、所定の「苦情申立書」により、郵送、ファ
ックス、メールでも申立てができます。
◆問合せ 北海道総合政策部知事室道政相談センター
TEL０１１−２０４−５０２２（直通）
FAX０１１−２４１−８１８１
E‑mail kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp
宗谷支庁地域振興部総務課道政相談室
℡０１６２−３３−２９０３（直通）

◆申込み受付期間
☆郵送又は持参
７月２１日（火）〜８月４日（火）
法務省札幌入国管理局において、郵送（簡易書留）又は持参（土
日祝日を除く午前９時から午後５時まで）にて受付けます。
☆インターネット
７月２１日（火）午前９時〜７月２８日（火）午後５時
人事院インターネット専用申込みアドレス
http://www.jinji‑shiken.jp/moushikomi‑s34.html
◆試験実施日
☆第１次試験…９月２７日（日） ・教養試験、作文試験
☆第２次試験…１０月２０日（火）、２１日（水）
※第１次試験合格通知書で指定する日時
・人物試験、身体試験、身体測定、体力検査
◆合格者発表
☆第１次試験…１０月１４日（水）
☆第２次試験…１１月１１日（水） ※最終合格者発表日
◆受 験 資 格 昭和６１年４月２日〜平成４年４月１日生まれの方
◆採用予定数 約５０名
◆受験申込用紙請求方法
受験申込用紙の請求は、往信用封筒の表に赤字で「入警請求」と
書き、１４０円切手（１部の場合）を貼付したあて先明記の返信
用封筒（角形２号：長さ３３．５㎝、幅２４．０㎝程度）を同封
の上、次の請求先へ請求してください。
◆問合せ・受験申込み用紙請求先
人 事院 北海道 事務 局 ℡０１１−２４１−１２４８
法務省札幌入国管理局 ℡０１１−２６１−７５０２
〒０６０−００４２ 札幌市中央区大通西１２丁目 札幌第３合同庁舎

遭難事故を防ぐために
これからの時期、登山やハイキングなどで山に出かける機会が多
くなります。
遭難事故を防ぐために、次の点に注意しましょう。
■家族等に行き先と帰宅時間を知らせましょう
誰にも知らせずに来た場合、万一の時に捜索が遅れることになり
ます。
行き先、帰宅時間等を必ず家族等に知らせてから出かけましょう。
■単独での入山を避けましょう
万一迷ったら、１人では救助を求めることもできません。
■服装は目立つ色にしましょう
白や黄色、蛍光色の服装が良く目立ち、万一の場合には救助隊や
ヘリコプターに発見されやすくなります。
■携帯電話や非常食、熊よけのための鈴やラジオ等を携行しましょう
鈴や笛、ラジオ等の音の出るものは、熊除けや自分の位置を知ら
せるのに役立ちます。
アメ玉やチョコレート、ビスケット等は非常食になります。
また、非常の場合の連絡用として携帯電話を持ちましょう。
■迷ったときは無理をせず、落ち着いて行
動しましょう
迷った時は、むやみに歩き回らず、体力の
消耗を抑え、落ち着いて捜索隊を待つなど慎
重な行動が必要です。

「中退共」で退職金の準備を！
中退共制度は中小企業で働く従業員のための外部積立型の国の退
職金制度です。
●掛金の一部を国が助成します
新しく加入する事業主に、掛金月額の２分の１（従業員ごと上限
５千円）を加入後４か月目から１年間助成します。
●掛金は全額非課税です
掛金は、法人企業の場合は損金、個人企業の場合は必要経費とな
ります。事務手数料・管理費等は一切不用です。
●管理が簡単です
従業員ごとの納付状況等を事業主にお知らせいたします。
●適格退職年金制度から中退共制度に移行できます
適年解約事業所の約半数が中退共に移行しています。
適格退職年金契約における従業員持分額の全額を引渡金額とする
ことができます。
◆問合せ 中小企業退職金共済事業本部 ℡０３（３４３６）０１５１

