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元気アップ親子セミナーのお知らせ
◆日

福祉灯油購入助成について

対 象 世 帯 の 範 囲

町では、灯油価格の高騰を踏まえ高齢者等の低所得者に対し、灯
油購入費用の一部を助成することになりました。対象となる方は、
次のとおりとなっています。
なお、助成を受けるためには申請が必要となりますので、対象に
なると思われる方は、期日までに申請手続きをお願いします。
◆対象となる世帯
区
分
条
件
所得条件
ひとり暮らし高齢者世 世帯全員が非課税でか
帯及び世帯員のいずれ つ前年の収入が８０万
も６５歳以上の高齢者 円以下の世帯（世帯員
高齢者世帯
のみで構成された世帯 １名につき８０万円を
加算する）
１８歳未満の児童とそ 親が非課税でかつ前年
の父または母のいずれ の収入が、８０万円以
ひとり親
か一方により構成され 下の世帯（扶養１名に
世帯
つき８０万円を加算）
た世帯
世帯主が、重度障害者 世帯全員が非課税で世
（身体障害者手帳２級 帯主の収入が、８０万
重度障害者
以上、療育手帳Ａ判定、 円以下の世帯（世帯員
世帯
精神障害者福祉手帳１ １名につき８０万円を
加算する）
級）である世帯
※対象外世帯…福祉施設入所者、長期入院者、生活保護受給者、及
び冬期間不在等町内に生活実態のない世帯は、助成
対象から除外する。
◆支 給 額 １世帯あたり １０，０００円
◆申請の方法 １２月１５日（月）までに、役場保健福祉
課福祉係へ申請してください。
※申請書は役場のほか、病院介護相談室に置いてあり
ます。なお、申請には印鑑が必要です。
※ご自分で申請手続きが困難な方は、連絡いただけれ
ばお手伝いします。
◆問 合 せ 役場保健福祉課福祉係 ℡２−２３４５（内線４０１）

年末調整説明会
◆日
◆場

時
所

１１月２７日（木）午後１時３０分〜
役場２階大会議室

青色決算説明会
◆日 時
◆場 所
◆問合せ

電話番号

１１月２７日（木）午後２時３０分〜
役場２階大会議室
役場住民課税務係 ℡２−２３４５（内線１１５）

役場２−２３４５

多目的アリーナ２−４６６６

時

◆場 所
◆対象者
◆内 容
◆講 師
◆持ち物
◆申込み

１２月７日（日）午前９時〜午後１２時３０分
受付…午前８時３０分〜
多目的アリーナ
親子４０組
※幼稚園・保育所の平成１５年４月２日生まれ〜小学３年生
親子で元気アッププログラム
北海道レクリエーション協会公認指導者・健康運動指導士ほか
運動靴、タオル、飲み物等
１１月１４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
※申込み用紙は多目的アリーナにあります。

消防設備士講習のお知らせ
◆受付期間
◆実施機関
◆場
所
◆手 数 料
◆申 込 み

１２月１９日（金）まで
平成２１年１月１４日（水）〜３月１７日（火）
札幌市・旭川市・北見市ほか
講習区分ごとに７，０００円（北海道収入証紙）
浜頓別消防支署にある申請書で申込みください。
℡２−２１１９

高齢 者等 除 雪サ ー ビス 事業 の 申請 につ い て
町では、高齢者等の冬期間における生活の安全確保と健康維持に
資するため、社会福祉協議会に除雪サービスを委託しています。希
望する方は、次のとおり申請してください。
◆対象者 高齢又は身体上の理由により自力で除雪することが困難
な世帯で、かつ親族等の援助を得ることができない世帯
◆内 容 生活道路、屋根等必要最低限の範囲の除雪
◆料 金 無料
◆申込み １１月２５日（火）までに、役場保健福祉課福祉係に申
込みください。℡２−２３４５（内線４０１）
※必要時は随時受付します。

冬の交通安全運動のお知らせ
ストップ・ザ・交通事故死
〜めざせ安全で安心な車社会北海道〜
１１月１２日（水）〜１１月２１日（金）
これからの季節は、降雪や凍結等により路面状況が著しく変化し、
スリップ等による事故が発生しやすくなります。
次のことに注意して交通事故ゼロを目指しましょう。
・夕暮れ時の歩行者と自転車乗用中の交通事故防止
・路面状況に応じたスピードダウンとスリップ事故の防止
・後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの
正しい着用の徹底
・飲酒運転の根絶
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）

年内のし尿汲取りのお知らせ
１２月１０日までの申込み分は年内に汲取りします
年末を控え、例年し尿の汲取りは混雑します。１２月１０日（水）
まで申込みされたところは、年内（１２月３０日まで）
に汲取りしますが、この期間を過ぎて申込まれた時は、
１月６日以降になる場合がありますので、早めに委託
業者まで申込んでください。
●汲取り手数料は、委託業者の収入ではありません。
南宗谷衛生施設組合へ納入される公金ですので、汲取りの際は必
ず現金でお支払い願います。なお、お支払いの時は組合発行の領
収書を受け取り、記入事項を確認してください。
●汲取りに伺ったとき留守にされる方は、必ず近隣の方へ手数料を
お預け願います。
●汲取り作業能率と安全のため、汲取り口に物を置かないでくださ
い。なお、降雪期になりますので汲取り口等の除雪をしておいて
ください。
●便槽に紙おむつ（大便だけは便槽に捨ててください）・衛生用品・
下着類・スリッパ・容器類（空き缶）などを入れないでください。
処理場の作業上大変困っていますので、分別してごみとして出し
てください。
●汲取り作業は１２月３１日から１月５日まで、年末年始の休みに
なります。
◆委託業者 吉野衛生㈲ ℡２−３４１７
※し尿汲取りについてお気づきの点は、南宗谷衛生施設組合に連絡
してください。℡２−２４１５

金融セミナー

一日公庫（日本政策金融公庫）のお知らせ
日本政策金融公庫旭川支店の協力により、年末等の資金需要期を
迎える時期となり、次のとおり融資制度等の説明と融資相談会を開
催します。
◆日 時 １１月１０日（月）午後３時〜
◆場 所 浜頓別町商工会館２階大会議室
◆内 容 「融資制度等の説明会」 午後３時〜
「融資相談会」 午後４時３０分〜
※一般の方でも国の教育ローンの相談を受付けます。
◎こんなときは…◎
☆原材料の仕入、買掛金決済などに
☆ボーナスの支払資金に
☆店舗の改装に・機械の導入に
☆パソコン導入等の情報化投資に
☆車両や什器・備品の購入に
◆申込み

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

融資相談を希望される方は、商工会に申込みください。
℡２−２３６９
※相談希望者数により時間の調整をします。
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稚内土木現業所からのお知らせ

行事予定
月

日

行

事

11/11（火）はくちょうサークル
11/13（木）離乳食教室
11/16（日）浜頓別町女性の集い
11/17（月）うつ病講演会
11/21（金）３歳児健診

廣瀬町長の動向

【１１月１０日〜１１月２７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

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

【１１月１０日〜１１月２８日】

１１月１９日（水） 出張（稚内市）
１１月２５日（火）〜２８日（金） 出張（東京都）

インフルエンザ予防接種のお知らせ

国保病院からのお知らせ
現在、北海道財政は危機的な状況にあり、「財政立て直しプラン」
のもと、道道の除雪につきましても作業内容の一部見直しやコスト
インフルエンザの予防接種を行っていますので、予防接種を希望
縮減に取り組んでいるところです。
される方は国保病院受付に申し出てください。
限られた予算の中、経費の縮減など一層効率的な除雪に努めてい
なお、今年も十分な量のワクチンが確保できましたので、
きます。道民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご
予約は必要ありませんが、外来の混雑を避けるためにも、
協力をよろしくお願いいたします。
かかりつけの患者さんは受診の際に申し出てくださるよう
特に沿道住民の方へのお願いですが、車道・歩道に雪を出してし
お願いいたします。
まうと交通の障害となり、それが事故の原因にもなりかねません。
また、予防接種は診療時間内であればいつでも受けるこ
道路上への投雪は絶対にやめるようお願いします。
とができますが、毎週木曜日の午後からは定期予防接種の
◆問合せ 稚内土木現業所歌登出張所 ℡０１６３−６８−２０２１
ため、全科午後２時３０分から３時３０分までの実施とな
りますのでご了承ください。
◆料 金 初回 ３，５００円 ２回目 １，７５０円
◆問合せ 浜頓別町国民健康保険病院 ℡２−２２０３
◆日 時 １１月１５日（土） 午後２時〜
費用助成のお知らせ
◆場 所 町立図書館視聴覚室
町では１８年度から高齢者及び小学生以下のお子さんのインフル
◆内 容 ・絵 本「いぬとねことふしぎな玉」
エンザ予防接種費用の一部を助成しています。助成期間は平成２１
「こりすのトトのゆきのいえ」
年１月３０日までとなっていますので、助成対象者の方はこの期間
・紙芝居「ピノキオ」
内に予防接種を受けてください。予防接種の効果からもできる限り
・遊 び「パンダちゃん玉入れ」
年内に受けられることをお勧めします。
◆助成対象者 当町に住民登録をしており、予防接種時に次の年齢に該
１１月は
当する方
①満６５歳以上の方
②満６０歳以上６４歳までの方で心臓・腎臓･呼吸器の
機能障害により１級の身体障害者手帳を所持してい
る方
乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）とは、それまで元気だった赤ち
③生後６ヶ月以上、小学生以下（小学校６年生以下）
ゃんが、事故や窒息ではなく眠っている間に突然死亡してしまう病
の方
気です。生後２ヶ月から６ヶ月に多く、まれに１歳以上でも発症す
◆接種料金
①・②の方は２，０００円、③の方は１回目の接種は
ることがあります。発症は年々減少傾向にありますが、平成１９年
１，５００円、２回目の接種は１，０００円です。た
においては全国で１５８人の赤ちゃんがこの病気で亡くなっており、
だし、助成対象者で生活保護世帯の方は無料です。
１歳未満の乳児の死亡原因の第３位となっています。
◆実施機関
町国保病院（通常の診療時間で行います）
発症原因はまだ分かっていませんが、次のことを留意することに
午前８時１５分〜１１時３０分
より、この病気の発症率が低下することが研究により明らかになっ
午後１時３０分〜３時３０分（火曜日は午後１時３０
ています。
分〜３時、木曜日は午後２時３０分〜３時３０分）
①赤ちゃんを寝かせる時は、仰向けにしましょう。
夜間診療（火曜日）午後５時３０分〜７時
うつぶせ寝が乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）を引き起こすもので
※毎週火曜日、夜間診療の時間帯は大変込み合います
はありませんが、医学上の理由でうつぶせ寝を勧められている以外
ので、予防接種を希望される方はできるだけ日中の
は、赤ちゃんの顔が見える仰向けに寝かせるようにしましょう。
診療時間帯での接種をお願いします。
②できるだけ母乳で育てましょう。
◆問 合 せ 役場保健福祉課保健係 ℡２−２３４５（内線４０８）
母乳による育児が赤ちゃんにとって最適です。人工乳が乳幼児突
然死症候群（ＳＩＤＳ）を引き起こすものではありませんが、で
きるだけ母乳で育てるようにしましょう。
③妊娠中や赤ちゃんの周囲で、たばこを吸わないようにしましょう。
たばこは、乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）発症の大きな危険因
１１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
子です。妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそ
知らせします。
ばでの喫煙もよくありません。妊娠したらたばこはやめましょう。 ◆整形外科 １１月１２日 類家医師（一日・予約制）
身近な人にも禁煙をお願いしてください。
２６日 青野医師（一日・予約制）
◆問合せ 役場保健福祉課保健係 ℡２−２３４５（内線４１０）

なかよし童話会のお知らせ

足腰げんき教室のお知らせ
今年度も高齢者の健康づくり、介護予防を目的とした運動の教室
を行います。ぜひ参加してみませんか？
◆日 時 ①１２月１１日（木）ミニ講話・体力テスト
②１２月２５日（木）体操・レクリエーション
③ １月２２日（木）体操・レクリエーション
④ ２月１２日（木）体操・レクリエーション
⑤ ２月２６日（木）体力テスト・体操
⑥ ３月 ５日 (木) 講話・レクリエーション
午後１時〜３時３０分（受付…午後１２時３０分〜）
◆場 所 ほけんセンター
◆講 師 北海道総合在宅ケア事業団
理学療法士 岡田 しげひこ 氏
◆持ち物 動きやすい服装・上靴
◆定 員 ２０名程度
◆対象者 おおむね６５歳以上の方で原則として全日程参加できる
方（最低でも１回目と５回目の参加ができる方）
①寝たきりになりたくない方
②老化に伴う膝、腰の痛みのある方（医師から運動を禁
止されている方は除く）
③運動したいがどんな運動をしたら良いかわ
からない方
④冬の運動不足を解消したい方
⑤健康づくりに関心のある方
※介護の認定で要支援以上の方はご相談の上、
決定させていただきます。
※スポーツ傷害保険に加入されていない方の
ケガ等について主催者側は責任を負うこと
ができませんので各自で対応してください。
◆申込み １２月１日（月）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４０９・４１０）
※準備の都合がありますので必ず申込みをしてください。

乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）
対策強化月間です

ノーレジ袋・マイバック運動にご協力をお願いします！

国保病院からのお知らせ

〜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〜

