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平成２１年８月２５日発行

第１４２８号

定 額 給 付 金
申請期限が迫っています！
第４５回衆議院議員総選挙及び
第２１回最高裁判所裁判官国民審査
投票日は８月３０日（日）です

「定額給付金」の支給申請締め切りは９月９日（水）
（消印有効）
です。期日を過ぎますと受給できなくなりますので、まだ申請手続
きをされていない方はお早めに申請をお願いします。
また、お手元に申請書が届いていない方、紛失された方はお早め
にご連絡をお願いいたします。
◆問合せ 役場総務課 ℡２−２３４５（内線２２０）

〜若い人も、積極的に投票しましょう〜
◆投票時間
投票区
第１投票所
第２投票所

投票所
ほけんセンター
頓別コミュニティセンター

第３投票所

豊牛生活館

第４投票所

斜内小学校

第５投票所

開明コミュニティセンター

第６投票所

仁達内コミュニティセンター

第７投票所

宇曽丹生活改善センター

投票時間
午前７時〜午後８時

午前７時〜午後６時

第８投票所 下頓別生活改善センター
◆投票方法
＊小選挙区選出議員選挙：候補者の氏名を記載し投票
＊比例代表選出議員選挙：政党等の名称を記載し投票
＊国民審査：罷免を可とする裁判官に対し、×の記号を記載し投票
◆開
票
＊日 時：８月３０日（日）午後８時３０分〜
＊場 所：ほけんセンター（多目的ホール）
◆期日前投票
＊期 間：８月２９日（土）まで
＊時 間：午前８時３０分〜午後８時
＊場 所：役場１階町民相談室

☆期 日 前投 票 及び 不 在 者投 票 制度 をご 利 用く だ さ い！☆
選挙当日に、旅行や冠婚葬祭などの事由により投票できない方は、
期日前投票をすることができます。また、浜頓別町の選挙人名簿登
録者で町外へ転出された方などは、不在者投票をすることができま
すので、町選挙管理委員会へお問合せください。
◆問合せ 浜頓別町選挙管理委員会事務局
代表
℡
２−２３４５（内線１７０）
直通 ℡・Fax ２−２８１１

広報はまとんべつ８月号（８月１０日発行）の「はまとんべ
つカレンダー」の第４５回衆議院議員総選挙の日時に誤りがあ
りましたので、お詫び申し上げます。日時については、上記の
とおりですのでお間違えのないようお願いいたします。

電話番号

役場２−２３４５

多目的アリーナ２−４６６６

浜頓別町敬老会のお知らせ
多年にわたり浜頓別町及び社会の発展に寄与
されてきた労苦に報い、その長寿を祝福するとと
もに、町民の敬老思想の高揚と高齢者の福祉増進
をはかるため、次のとおり敬老会を開催します。
対象者にはすでにご案内していますが、出席さ
れますようお願いします。
◆日 時 ９月１１日（金） 午前１１時３０分〜
◆場 所 福祉センター大ホール
◆対象者 満７５歳以上の町民
※９月１５日現在
◆問合せ 役場保健福祉課福祉係 ℡２−２３４５（内線４０１）

第２１回夏祭りふれあい広場
◆日

時

◆場

所

◆日

程

８月３０日（日）
午前９時〜午後２時３０分
多目的アリーナ駐車場
（雨天時は多目的アリーナ内）

９：００〜 オープニングセレモニー
９：４０〜 学校発表
１０：２０〜 町長杯争奪長縄跳び大会
１１：４０〜 町長杯争奪長縄跳び大会閉会式
１２：００〜 ふれあい広場（出店）
１３：３０〜 最終イベント・閉会式
◆主 催 夏祭りふれあい広場実行委員会
◆問合せ 町教育委員会社会教育係 ℡２−４６６６
（事務局）浜頓別中学校 ℡２−２０５０

プレ ミア ム 付商 品 券の 利用 期 限の お知 ら せ
プレミアム付商品券の利用期限が９月３０日までとなっています。
利用期限を過ぎてからの利用は無効となりますので、期限内に利用
してください。
◆問合せ 浜頓別町商工会 ℡２−２３６９

親子わくわく体操教室のお知らせ
◆日
◆場
◆内

◆対 象
◆定 員
◆持ち物
◆参加料
◆その他
◆申込み

９月３０日（水）午前１０時〜１１時１５分
浜頓別保育所遊戯室
講 義・実 技
「家庭でも手軽にできる運動機能の伸ばしかた」
講 師 北海道教育大学旭川校
教授 古川 善夫 氏
幼児・小学生をもつ保護者等
２０組程度
運動しやすい服装、運動靴、筆記用具
無料
託児も準備します。
９月２５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

第１４回北海道排水設備工事
責任技術者試験のお知らせ
町では、排水設備指定工事店の資格要件に排水設備工事責任技術
者制度を導入しており、次のとおり全道統一試験が行われます。
なお、既に登録している方は、受験の必要はありません。
◆日 時 １１月５日（木）午後１時３０分〜３時３０分
◆場 所 旭川市民文化会館２階第２会議室
◆試験講習 １０月１４日（水）午前１０時〜午後５時
旭川市民文化会館２階第２会議室
◆手数料 受験料 ４，０００円
受講料（テキスト代込） ３，０００円
◆受付期間 ９月１日（火）〜１０日（木）※土・日曜日は除く
午前９時〜正午、午後１時〜５時
◆問合せ 役場建設課管理係
℡２−２３４５（内線１３３・１３６）

清風苑からのお知らせ

クマ出没注意！！
次の箇所でヒグマの出没情報が寄せられていま
す。付近にお住まいの方や付近を訪れる方は十分
注意してください。
◆出没箇所 豊寒別地区・ベニヤ原生花園付近
◆問合せ 役場産業振興課水産林務係
℡２−２３４５（内線１２６）

時
所
容

８月５日（水）に行われた清風苑夏祭りで落し物がありましたの
で、心当たりのある方はお問合せください。
☆ピンクのコサージュ
☆プーさんが傘をさしているぬいぐるみ（マジックテープ付き）
◆問合せ 特別養護老人ホーム ℡２−３７３７

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

総務課

第２面
ハローワーク稚内からのお知らせ

行事予定
月

日

行

【８月２５日〜９月１２日】
場
所
時
間

事

８/25（火）離乳食教室
８/26（水）にこにこ教室
８/27（木）食生活改善推進員養成講座④
８/28（金）リハビリ教室
夏祭りふれあい広場
８/30（日）第４５回衆議院議員選挙
及び第２１回最高裁判所
裁判官国民審査
９/１（火）食生活改善推進員養成講座⑤
９/２（水）第６回町議会臨時会
９/４（金）乳児相談
９/11（金）浜頓別町敬老会

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
多目的アリーナ駐車場

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

各投票所

７:00〜

ほけんセンター
役場３階議場
ほけんセンター
福祉センター

13:00〜15:30
10:00〜
10:00〜15:00
11:00〜

９月旭川医大出張診療日
産婦人科

９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）
２４日 片山医師（一日診療）
２５日 片山医師（一日診療）
整形外科
９月 ３日 医師未定（一日診療・予約制）
１７日 医師未定（一日診療・予約制）
眼
科
９月 ２日 花田医師（午前診療・予約制）
１６日 花田医師（午前診療・予約制）
小 児 科
９月１８日 松尾医師（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。

８月から整形外科は木曜日に変更となりました。

８ 月は 町 道 民 税 と国 民 健 康 保険 税 の 納 期 です ！
８月３１日は町道民税と国民健康保険税の第２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。
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）

平成９年から当所枝幸分室の廃止に伴う激変緩和措置として運営
してきました「枝幸職業相談室」は、９月３０日をもって業務終了
となります。
これに伴う行政区域の管轄見直しにより、１０月１日（予定）か
らは枝幸町・浜頓別町・中頓別町の公共職業安定所（ハローワーク）
の管轄が「名寄公共職業安定所」に変更となります。
このため、枝幸町・浜頓別町・中頓別町にお住まいの方の雇用保
険の受給手続き及び当該３町に所在地がある事業主の方の求人申込
み、雇用保険の各種届出、各種助成金等の手続きは、１０月１日以
降は名寄公共職業安定所で行うこととなります。
なお、季節労働者の方の特例一時金受給手続きの利便性を図るた
め、冬季間（１２月及び１月）には、枝幸町内で巡回職業相談所を
開設する予定となっていますが、開設会場・日時等の詳細について
は改めてお知らせいたします。
◆問合せ 稚内公共職業安定所 ℡０１６２−３４−１１２０

年齢が９ ３歳以 上（大 正５年 ４月 １日以 前生ま れ）の みなさ まへ

老齢福祉年金のお知らせです！
老齢福祉年金は、国民年金制度が発足した当
時（昭和３６年４月）、すでにご高齢であったた
めに、老齢年金の受給資格期間を満たすことが
できない方に対して支給される年金です。
●次の①または②に該当する方に支給されます。
①生年月日が明治４４年４月１日以前の方
②生年月日が明治４４年４月２日から大正５年４月１日までの方
で、保険料納付済期間が１年未満であり、保険料納付済期間と
保険料免除期間を合算した期間が生年月日に応じて次の表の期
間を超えている方
生 年 月 日
期 間
明治４５年４月１日以前
４年
明治４５年４月２日〜大正２年４月１日
５年
大正２年４月２日〜大正３年４月１日
６年
大正３年４月２日〜大正５年４月１日
７年
●次のいずれかに該当する場合は、年金の支給が全部または一部停
止されます。
①受給者（受給するご本人）が、恩給法による年金、労災保険法
による年金または被用者年金各法による年金などを受給してい
る場合
※恩給法による年金などの額が７１２，０００円より少ないとき
には、７１２，０００円と恩給法による年金などの額の差額分
の老齢福祉年金が支給されます。
②受給者の前年の所得が限度額を超える場合
③受給者の配偶者または扶養義務者（受給者の生計を維持してい
る方）の前年の所得が限度額以上の場合
④海外に居住している場合 等
◆問合せ 役場住民課住民係 ℡２−２３４５（内線１１４）

ノーレジ袋・マイバック運動にご協力をお願いします！

相談は安心ダイヤル

♯９１１０

９月１１日は「警察相談の日」
緊急事件・事故以外の相談は、「♯９１１０」警察相談専用電話へ
警察では、身の回りにおける不安な出来事など生活の安全に関する
幅広い相談を随時お受けしています。秘密は厳守されますので、安
心してご相談ください。
○ストーカーの被害に関すること
○男女（夫婦）間暴力に関すること
○少年非行に関すること
○金融犯罪に関すること
○悪徳商法に関すること
○暴力団犯罪に関すること
○覚せい剤、薬物に関すること
その他、警察業務に関するご意見・ご要望も受けております。
◆相談センター
旭川方面枝幸警察署 専用電話 ♯９１１０
ダイヤル回線 ０１６３−６２−０１１０
◆問合せ 枝幸警察署 ℡０１６３−６２−０１１０

河川にゴミを流すのはやめましょう
ビニールなどのゴミを河川に流すと川や海が汚れます。川や海は
みんなの宝物です。環境の保護や美化にご協力願います。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）

自賠責保険・共済の有効期限は
切れていませんか？
自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本的な対人賠償を
目的として、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務づ
けられており（自動車損害賠償保障法）、自賠責保険・共済なしでの
運行は法令違反ですのでご注意ください！
四輪車ももちろんですが、特に、車検制度のない
２５０ｃｃ以下のバイク（原動機付自転車・軽二輪
自動車）は、有効期限切れ、かけ忘れにご注意くだ
さい。
なお、自賠責制度のくわしい内容は、http://www.jibai.jp でご覧
になれます。
◆問合せ 旭川運輸局 ℡０１６６−５１−５２７２（直通）

自動車点検整備推進運動実施中
〜強化実施期間

平成２１年９月・１０月の２ヶ月間〜

「知ってた？
日常点検って実はとっても
簡単なんだよ。」
北海道運輸局旭川運輸支局（http://www.tenken‑seibi.com）

〜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〜

