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宗谷森づくりセンター

臨時職員を募集します

第４５回衆議院議員総選挙開票結果
ふるさとまつり in 浜頓別２００９
◆日

時 ９月２７日(日)
※荒天中止
午前９時３０分〜午後２時
◆場 所 頓別漁港
◆内 容 ・浜頓別町、東川町の特産物の展示即売会(売切御免)
・ホタテ釣りゲーム
・鮭つかみどり
・釣り船体験試乗
◆問合せ ふるさとまつり実行委員会事務局
役場産業振興課商工観光係
TEL２−２３４５(内線２２３)

平成 2１年度(冬期)除排雪機械運転
臨時職員を募集します
◆採用人員
◆採用期間
◆業務内容
◆募集条件

１５名
１２月１日〜平成２２年３月３１日
除排雪機械運転業務及び凍結防止剤(砂)散布業務
次の①〜③の条件を全て満たしている方
①大型及び大型特殊自動車免許取得者
②車両系建設機械(整地、運搬、積込及び掘削)運転技
能講習終了者
③１２月１日現在で６５歳以下の方
◆申 込 み ９月３０日(水)までに、履歴書(写真不
要)に運転免許証・車両系建設機械運転技
能講習終了証(写し)と６ヶ月以内に受診
した健康診断書を添付して、役場総務課
総務係に申込みください。
◆問合せ先 役場建設課管理係 TEL２−２３４５(内線１３６)

８月３０日（日）に、第４５回衆議院議員総選挙が執行され、即
日開票されました。浜頓別町の開票結果は次のとおりです。
☆当日の有権者数☆
【小選挙区選出議員選挙】
男性…１，７１５人 女性…１，８２０人 計…３，５３５人
投票率…８６．９３％
【比例代表選出議員選挙】
男性…１，７１５人 女性…１，８２０人 計…３，５３５人
投票率…８６．８７％
◆小選挙区選出議員選挙開票結果（届出順）
たけべ つとむ
１，３２９票
松木 けんこう
１，６４３票
笠松 ながまろ
３０票
◆比例代表選出議員選挙開票結果（届出順）
幸福実現党
１３票
公 明 党
４１３票
新党大地
４５３票
自由民主党
８００票
日本共産党
１０７票
新党本質
６票
社会民主党
９０票
民 主 党
１，０８８票

１名
平成２１年１０月１日（木）〜１１月３０日（月）
（６１日間）
◆業務内容 造林関係事務ほか、パソコンへのデータ入力など
◆賃
金 日給 ６，１２０円
◆勤務時間 午前８時４５分から午後５時３０分まで
（正午〜午後１時まで休憩時間）
※土・日曜日、祝日は休み
◆雇用条件 町内に在住し、健康な方
◆募集期間 ９月１４日（月）〜１５日（火）
※応募者は９月１０日（木）〜１４日（月）の間に宗谷
森づくりセンターに履歴書を受取りに来てくだ さ い。
〒０９８−５７２２ 浜頓別町南２条２丁目８番地
℡２−３８２１ FAX２−３８７８

人権啓発講演会のお知らせ

国の仕事などについて、苦情や困ったこと、苦情を申し出たが説明
や措置などに納得がいかない、苦情や困っていることをどこで相談し
たらいいかわからない、手続きやサービスなどの関係で制度や仕組み
が分からない場合など、気軽に行政相談委員までご相談ください。

◆日
◆場
◆内

時
所
容

◆主 催
◆申込み

１０月８日（木）午後６時３０分〜
ほけんセンター
演題 「暮らしの中で『いのち』を考える」
講師 佐々木 政憲 氏（稚内北星学園大学学長）
浜頓別町・旭川地方法務局名寄支局
１０月１日（木）までに、役場住民課住民係に申込みください。

９月は固定資産税の納期です！
国民健康保険被保険者証更新のお知らせ
国民健康保険の被保険者証の更新手続きを行います。現在お持ち
の被保険者証の有効期限は９月３０日（水）までとなっております
ので、必ず手続きを行ってください。更新の際は、世帯全員分の被
保険者証（カード）を持参するようお願いします。
◆日 時 ９月１４日(月)〜９月３０日(水) ※土・日・祝日を除く
午前８時３０分〜午後５時３０分(昼休み中も可)
◆場 所 役場１階保健福祉課国保係窓口
◆持ち物 現在使用している被保険者証とシャチハタ以外の印鑑
◆問合せ 役場保健福祉課国保係 TEL２−２３４５(内線４０５)
被保険者証の更新を行わない場合は、１０月以降使えなくなります
ので、必ず更新されますようお願いします。

電話番号

役場２−２３４５

多目的アリーナ２−４６６６

◆募集人数
◆任用期間

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

行政 相談 週 間は １ ０月 １９ 日 〜２ ５日 で す

【行政１日相談のお知らせ】
◆日
◆場

時
所

◆相談員

１０月２２日（木）午前１０時〜午後４時
役場１階町民相談室
上記日時のほかにも随時相談に応じています。
総務省委嘱 行政相談委員 阿部 富夫 氏
浜頓別町北３条２丁目 ℡２−３１０６

９月３０日は固定資産税の第３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。
第３回浜頓別町議会定例会が９月１５日（火）から開催されます。
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
◆問合せ 役場議会事務局 ℡２−２３４５（内線３０１）
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）
◆日 時 ９月１２日（土） 午後２時〜
◆場 所 図書館視聴覚室
◆内 容 ・絵本「つきからおちたうさぎ」
９月３０日（水）は「簡単エアロビクス」から「健美操、パンチ
「どうするどうするあなのなか」
＆キック」に変更になります。
・紙しばい「パピンとサッカー」
◆問合せ 町教育委員会社会教育係 ℡２−４６６６
・ゲーム「１本づり！？」

議会を傍聴してみませんか？

なかよし童話会のお知らせ

健 康回 復 セ ミ ナ ーの プ ロ グ ラム 変 更 の お 知ら せ

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

事

９/11（金）敬老会
９/15（火）第３回町議会定例会（〜１６日）
９/17（木）食生活改善推進員養成講座⑥
９/18（金）１歳６ヶ月児健診
９/25（金）リハビリ教室
浜頓まるかじり〜はまツ
９/26（土）
ーオープンデー
ふるさとまつりｉｎ浜頓
９/27（日）
別２００９

【９月１０日〜９月２７日】
場
所
時
間
福祉センター
役場３階議場
ほけんセンター
ほけんセンター
ほけんセンター

11:00〜13:00
10:00〜
10:00〜14:30
13:00〜14:30
９:45〜14:00

町内各所

９:30〜

頓別漁港特設会場

９:30〜14:00

国保病院からのお知らせ
管内でも、インフルエンザが流行の兆しにあります。
国保病院では、事故など急を要する患者さんに対応するため、時
間外や休日の診察も受け入れておりますが、発熱や咳など感染症の
疑いのある症状でやむを得ず時間外・休日の受診を希望される場合
は、入院患者さんへの感染を防ぐため、予め電話で申込みの上、来
院される際はマスクを着用されるようお願いします。
なお、感染症の予防対策として、帰宅した際は手洗いを励行しましょ
う。また、発熱、咳などの症状がある方は、マスクの着用をお勧めする
とともに、できるだけ平日時間内で早めに受診されるようお願いします。
◆申込み 町国保病院 ℡２−２２０３
※申込みの際には、住所・氏名・性別・年齢 ・
症状・電話番号などをお知らせください。

旭川医大出張診療のお知らせ
９月旭川医大出張診療で、整形外科・小児科医師が決まりました
のでお知らせします。
◆整形外科 ９月１７日 類家医師（一日診療・予約制）
◆小 児 科 ９月１８日 松尾医師（午前診療）

２０１１年に向けて

地デジ改修助成金制度が始まっています
共同住宅（アパート、マンション）内の共同受信施設や建造物等
による受信障害対策として設置された共同受信施設の地デジ化に対
して、助成金制度がスタートしています。
共同受信施設の地デジ化改修において費用負担が過大となる場合
（世帯当たり３万５千円以上）、国の助成金が受けられる制度です。
助成を受けようとする場合は、改修工事を実施する前に申請を行
う必要があります。
対象となる施設や申請手続きなどについては、デジサポのホーム
ページ（http://digisuppo.jp）をご覧ください。
◆問合せ デジサポ助成金相談専用窓口
℡０５７０−０９３−７２４（平日午前９時〜午後６時）

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

能力開発セミナー受講者募集のお知らせ
◆募集期間
◆対 象 者
◆募集定員
◆訓練場所
◆訓練科目
◆訓練期間

９月１８日（金）〜１０月９日（金）
現在、働いている方
１０名
役場２階大会議室
ＯＡ事務科（ホームページ作成）
１０月２４日（土）〜１１月８日（日）
※開講日は土曜日（夜間）と日曜日（昼間）です。
◆訓練時間 土曜日…午後６時〜８時５０分（３時限） ３回
日曜日…午前９時〜午後３時４０分（６時限） ３回
【６日間、計２７時間】
◆問 合 せ 旭川高等技術専門学院稚内分校 ℡０１６２−３３−２６３６

９月１０日は「下水道の日」です
〜下水道

地球を守る

リサイクル〜

下水道は住民に安全で快適な生活を確保し、河川や湖沼、海など
の水域の水質汚濁防止のための重要な役割を果たすとともに、良好
な水環境を創造するために必要不可欠な生活基盤施設です。

貸金業のルールが変わります
来年６月からの予定ですが、個人が貸金業者から借りられる額が年
収の３分の１までに制限されるなど、貸金業法
のルールが大きく変わります（銀行や信金はこ
れとは別の扱いになります）。
容易に借りられるとの広告を出したりダイレ
クトメールを送る業者の中には、違法なヤミ金
業者も多いことから、不安がある場合は、お問
合せください。
◆問合せ 宗谷支庁商工労働観光課 ℡０１６２−３３−２９２５
道庁経済部商工局商工金融課 ℡０１１−２０４−５３４５

工事にご協力ください
①浜頓別東２号線道路改良舗装工事
◆工 期 １２月１０日まで
◆交通規制 車両通行止め
◆施 行 ㈱伊藤組

②常盤宇曽丹線防雪柵設置工事
◆工 期 １２月１１日まで
◆交通規制 片側交互通行
◆施 行 中田建設㈱

貸金苦情相談専用フリーダイヤルのお知らせ
〜専門の相談員が対応しています〜
北海道では、フリーダイヤルを設置し、貸金業者を利用している
方からの苦情相談を受け付けています。
◆受 付 日 毎週月曜日と金曜日の２回
※祝・祭日、１２月２９日〜１月３日を除く
◆受付時間 午前１０時〜正午、午後１時〜４時
◆受付内容 貸金業に関する苦情の申し立て
または相談
◆電話番号 ０１２０−１−７８３７２
※その他の時間帯については、次の番号で受付け
ています（通話料有料）。
☆道庁経済部商工局商工金融課
℡０１１−２０４−５３４５

ノーレジ袋・マイバック運動にご協力をお願いします！

〜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

秋の町民ミニドックのお知らせ
◆日

時

１０月２５日（日）、２６日（月）、２７日（火）
午前６時３０分〜１１時
◆場 所 ほけんセンター
◆対 象 ３０歳以上の町民
※基本健康診査については内容をご覧ください。
◆内 容
①基本健康診査（※特定健康診査）
（身体計測、尿検査、血圧測定、血液検査、眼底検査、心電図検査、腹囲測定、診察）
２，１００円
☆対 象（※に該当する方は、それぞれの保険者が決めた検診内容となります）
３０〜３９歳…医療保険にかかわらず全ての町民
４０〜７４歳…国保の方のみ受診可
※協会けんぽ（政管健保）、船員保険の被扶養者の方に限り、特定健診
受診券をお持ちの方は受診できます（受診券をお持ちでない方は、
各事業所にお問合せください）。
７５歳以上…生活習慣病の治療を受けていない方
※特定健康診査とは、メタボリックシンドロームに着目し、その該当者及び予備群の方
を判定します。４０〜７４歳の方が対象です。
②胃がん検診（バリウムを飲んでＸ線撮影） １，３００円
③肺がん検診（胸部Ｘ線撮影） ２００円
④大腸がん検診（便潜血検査・２日分） ５００円
⑤前立腺がん検診（血液検査）…男性のみ ５００円
⑥骨粗しょう症検診（上腕Ｘ線撮影）…女性のみ ７００円
⑦肝炎検診（血液検査） ５００円
…平成２２年３月末に４０〜７０歳でこれまでに検査をしたことがない方
※①〜⑦の健（検）診は自由に選択できます。
※国保加入者で①〜④全て受ける場合は２，１００円の補助があります。７０歳以上の方は無料です。
◆申込み ９月３０日（水）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４０７）

エキノコックス症検診のお知らせ
エキノコックス症検診とは、キツネや野ネズミに寄生しているエキノコックスという寄生
虫に感染していないかを調べるための検診です。採血（血液検査）だけの簡単な検査で、町
民ミニドックの中で行っています。
◆日 時 １０月２５日（日）、２６日（月）、２７日（火）午前６時３０分〜１１時
◆場 所 ほけんセンター
◆対 象 ①小学校３年生以上の方
②以前受診したエキノコックス症検診の結果、異常なしとされた方でその後５年
以上検診を受けていない方
※北海道エキノコックス症対策実施要領に準ずる
◆料 金 １９歳〜６９歳…２００円 １８歳以下、７０歳以上…無料
◆申込み ９月３０日（水）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４０７）

