（速報版）

平成２１年７月１０日発行

第１４２５号

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
浜頓別町人事異動発令（７月１日付）
【浜頓別町発令】
所属課
職名
氏 名
事務分掌発令
建設課
技 師 工藤 直樹 土木係主査を命ずる（土木係を解く）
【新規採用】
所属課
職名
氏 名
事務分掌発令
介護支援専門員を命ずる
介護支援
清水 理士
病
院
専門員
国民健康保険病院介護相談室勤務を命ずる

臨時職員募集のお知らせ
緊急雇用創出推進事業として砂金掘り道具「ゆり板」製作にかかる
臨時職員を募集します。
◆募集人数 ２名
◆業務内容 「ゆり板」製作
◆雇用期間 ８月上旬〜９月下旬
◆勤務時間 午前８時３０分〜午後５時３０分
◆賃
金 時給９５５円
◆申 込 み ７月２３日（木）までに、役場産業振興課に履歴書を
提出してください。℡２−２３４５（内線２２３）

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
【白鳥写真展】…松井繁・山内昇写真展
◆日 時 ７月１４日（火）〜２３日（木）
◆場 所 水鳥観察館レクチャールーム
【ＫＯＤＯＭＯバイオダイバシティ ｉｎクッチャロ湖】
◆日 時 ７月２５日（土）〜２６日（日）
◆場 所 クッチャロ湖畔・水鳥観察館
◆対 象 湿地に関心のある小学生（高学年）〜高校生
◆条 件 参加後のレポート提出他
◆参加費 １，０００円
◆申込み 水鳥観察館 ℡２−２５３４

７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 ７月２２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 ７月２３日・２４日 片山医師（一日診療）
↓
７月３０日・３１日 片山医師（一日診療）
電話番号

役場２−２３４５

多目的アリーナ２−４６６６

【海浜教室】
◆日

７月２５日（土）午前４時５０分までに集合
※天候が悪い場合は、２７日（月）、２８日（火）、２９
日（水）、３０日（木）に順延します。
◆場 所 頓別沖（集合・解散は荷捌き場前）
◆対 象 小学校４年生〜６年生・中学生（親子でも可）他
◆募集人数 １５名
◆参加料 無料
◆持ち物 雨具、暖かい服装、釣り道具（さお、しかけなど）
◆内 容 ほたて漁の見学、船釣り
◆その他
・船は山本賢一さんに協力をいただきます。
・天候が不順な場合は、前日の午後５時までに連絡します。
・集合場所までの交通手段のない方、道具がない方は連絡ください。
◆日 時
◆場 所
◆対 象
◆募集人数
◆参加料
◆講 師
◆持ち物
◆その他
☆申込み

２００９ウソタン砂金フェスティバル

公 営住 宅 に お け る暴 力 団 員 の入 居 制 限 に つい て
公営住宅への暴力団員の入居を制限するため、条例を改正しました。
対象は、７月１日より新しく公営住宅に入居する方からとなりま
す。また、同居、承継される方も対象になります。
※承継とは入居者が死亡又は退去され、名義を変えて引き続き入居
しようとすること。
◆問合せ 役場建設課管理係 ℡２−２３４５（内線１３３）

時

【陶芸体験教室】

観光地・イベントスタンプラリー対象イベント
かつてのゴールドラッシュをしのび、ウソタンナイ砂金採掘公園
で開催されます。砂金地の史跡を巡るカルチャースクールや一攫千
金を夢みる宝探しと、砂金掘りの速さと正確さを競う砂金掘り大会
を行います。
◆日 時 ８月８日（土） 砂金カルチャースクール・宝探しゲーム
９日（日） 砂金掘り大会・黄金まき（もちまき）
◆場 所 ウソタンナイ砂金採掘公園
◆問合せ ウソタン砂金フェスティバル実行委員会事務局（役場産
業振興課商工観光係）に申込みください。
℡２−２３４５（内線２２３）

国保病院からのお知らせ

・

◆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〜
水上丸太渡りレース・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）も予定しています。
※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）

夏休み教室のお知らせ

７月３０日（木）午前１０時〜１１時３０分
浜頓別中学校美術室
小学校４年生〜６年生・中学生（親子でも可）
２０名（親子でも可）
５００円（材料費）※当日徴収します。
遊土里釜 窯元 宮崎 民雄 氏
上靴、古新聞、作業のしやすい服装
電動ロクロでも体験できます。
７月１７日（金）までに町教育委員会社会教育係に申込
みください。℡２−４６６６
※申込み多数の場合は抽選とし、５人以下の場合は中止とします。

建設課からのお知らせ
現在、町では地域特性に応じた、計画的な住宅の整備・充実を図
るために、
「浜頓別町住宅マスタープラン」と、公営住宅を有効的に
活用するために「浜頓別町公営住宅ストック総合活用計画」の策定
に向けて取組みを進めています。
これらの計画は、社会情勢が大きく変化する中で公営住宅だけで
なく、民家、民間借家等を含む総合的な住宅施策を展開するととも
に、子どもから高齢者、障がい者まですべての人が、安全に安心し
て暮らすことができる住まい・環境づくりを進めるためのものです。
すでに６月２５日発行の広報でアンケートを配布しておりますの
で、ご協力をお願いいたします。
◆提出先 ７月１５日（水）までに、郵送または役場建設課窓口に
提出してください。
◆問合せ 役場建設課管理係 ℡２−２３４５（内線１３３）

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

☆定額給付金☆
申請受付中！お忘れなく！
発行

浜頓別町役場

編集

総務課

第２面
各認定証の更新・申請のお知らせ

行事予定
月

日

行

【７月１０日〜７月２７日】
場
所
時
間

事

７/12（日）第 ４ ６ 回 ク ッ チ ャ ロ 湖 湖 水 ま つ り クッチャロ湖畔
７/14（火）はくちょうサークル
ほけんセンター
７/23（木）健康回復セミナー

ほけんセンター

７/24（金）乳児健診
ほけんセンター
クッチャロ湖ラムサール条約登
７/25（土）
福祉センター
録湿地指定２０周年記念式典
グリーン・ツーリズム町民
７/26（日）
頓別遊漁船乗り場
モニターツアー

廣瀬町長の動向
７月２３日（木）〜２４日（金）
２７日（月）〜３１日（金）

それぞれの認定証について平成２１年度分の更新・申請手続きを受
付けております。更新・申請手続きを行う方は、役場保健福祉課国保
係まで印鑑を持参の上、お越しください。

10:30〜
10:00〜12:00
13:00〜15:00
18:30〜20:30
12:30〜14:00
13:00〜15:30

☆国民健康保険標準負担額減額認定証☆
☆国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証☆
☆国民健康保険限度額適用認定証☆
●入院時の食費の負担額
① 一般世帯の人

12:00〜15:00

②
【７月１０日〜７月３１日】

市町村長交流セミナー（札幌市）
宗谷地域総合開発期成会要望
（稚内市・札幌市・旭川市・東京都）

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 ７月２１日（火）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４１４）

住民税非課税世帯
の方（区分Ⅱ）

２６０円
過去１年の入院期間が９０日
までの方
過去１年の入院期間が９１日
以上の方

２１０円

②のうち、所得が一定基準に満たない７０歳以上
１００円
の方（区分Ⅰ）
※②、③に該当する方は、「標準負担額減額認定証」が必要です。
●７０歳未満の限度額
区分
自己負担限度額
上位所得者
150,000 円＋(医療費−500,000 円)×１％【83,400 円】
一
般
80,100 円＋（医療費−267,000 円）×１％【44,400 円】
低所得者（住民
35,400 円 【24,600 円】
税非課税世帯）
※【
】内の額は、多数該当の場合（年４回目以降）
●７０歳以上の限度額
自己負担限度額
区
分
外来（個人毎）
80,100 円＋（医療費−
現役並み所得者
44,400 円
267,000 円）×１％
【44,400 円】
一
般
12,000 円
44,400 円
低所得者
区分Ⅱ
24,600 円
8,000 円
（住民税非
区分Ⅰ
15,000 円
課税世帯）
※【
】内の額は、多数該当の場合（年４回目以降）
◆問合せ 役場保健福祉課国保係 ℡２−２３４５（内線４０５）

平成２１年度北海道介護支援専門員
実務研修受講試験案内の配布のお知らせ

ノーレジ袋・マイバック運動にご協力をお願いします！

夏の交通安全運動期間が実施されます
交通安全を自らのことと捉え交通ルールの
遵守や思いやりのある交通マナーの実践が主
体的に行われるよう、町民一人ひとりの交通
安全意識の高揚を図ることを目的とします。
また、子どもたちも夏休みに入り、外出の
機会が増えます。疲れや暑さから注意力が低
下し、交通事故が起こりやすい状態になりま
す。
楽しい夏を過ごすためにも交通ルールとマナーを守り「交通事故ゼ
ロ」を目指しましょう。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）

１６０円

③

◆配布期間
◆配布場所
◆試験日時
◆受 験 料
◆問 合 せ

７月１７日（金）〜２６日（日）

７月２９日（水）まで
各保健福祉事務所、保健福祉課窓口
１０月２５日（日）
８，７００円（専門の振込用紙により振込み願います）
北海道社会福祉協議会福祉人材部研修教務課
℡０１１−２４１−３９７６

犬の糞の始末は飼い主の責任です
散歩中の犬の糞の始末は飼い主としての最低限のマナー
です。散歩をする時は必ず糞を入れる袋を持って、糞の始末
をしてください。
犬の糞や尿は寄生虫の卵や、いろいろな菌を持っているこ
とがあり、大変不衛生です。最近「家の前で糞をされる」
「公
園が糞だらけ」などといった苦情が寄せられています。快適な環境
をみんなで作りましょう。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）

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、町教育委員会・多目的アリーナにおい
て、配布しています。
ＨＢＣラジオ営業推進担当
℡０１１−２３２−５８５１

◆問合せ

開場…午後５時３０分
開演…午後６時３０分

なかよし童話会のお知らせ
◆日
◆場

時
所

◆内

容

７月１１日（土）午後２時〜
アメニティ公園
※雨天の場合は図書館視聴覚室
絵 本「ミーシャとくま」「ちょっとだけ」
大型紙芝居「ないたあかおに」
ゲーム「カーレース」

〜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。

工事にご協力ください
平成２１年度地下凍結解消工事
◆工
期 １０月２７日まで
◆交通規制 一部通行止め
※工期中４日程度
◆施
工 （株）高橋組

第４面
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
◆そ の 他 体育施設利用時には利用券を携帯してください。また、利用券の種類を途中で
変更することはできませんので注意してください。
◆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

知っていますか？建退共制度
建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営
む中小企業の振興を目的として設立された退職金制度です。
この制度は、事業主の方々が、労働者の働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を共済手
帳に貼り、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに建退共から退職金を支払うとい
う、いわば業界全体での退職金制度です。
◆加入できる事業主 建設業を営む方
◆対象となる労働者 建設業の現場で働く人
◆掛 金 日額３１０円
◆特 長 ・国の制度なので安全、確実、申込み手続きは簡単です。
・経営事項審査で加点評価の対象となります。
・掛金の一部を国が助成します。
・掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では必要経費として扱われ、
税法上全額非課税となります。
・事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算されます。
◆その他 ・共済証紙は、労働者の就労日数に応じて適正に貼付してください。
・「建設業退職金共済手帳」を所持している労働者が、建設業界を引退する時は、
忘れずに退職金を請求するよう指導してください。
◆問合せ 独立行政法人 勤労者退職金共済機構
建設業退職金共済事業本部 事業推進室
℡０３−５４００−４３１６

