平成２０年１２月２７日発行

第１４１３号

宗谷森づくりセンター

臨時職員を募集します
〜 浜頓別町公共施設 〜

年末年始業務のお知らせ

次のとおり新年交礼会を開催しますので、皆さんお誘いあわせの
うえ、お気軽にご参加ください。
◆日 時 平成２０年１月４日（日）
午前１１時より
◆場 所 福祉センター大ホール
◆会 費 １人１，５００円
※会券は実行委員会事務局（役場総務課総
務係）で購入願います。℡２−２３４５（内線２１４）
（当日、会場でも購入することができます）

出初式のお知らせ
浜頓別消防団では、次のとおり出初式及び登梯を行います。町内
各所を回りますので、どうぞ登梯の妙技をご覧ください。また、正
午には大通を中心に３分団合同の登梯式が行われます。
◆日 時 平成２１年１月５日（月）
各所登梯
７：３０〜１２：００
合同登梯 １２：００〜１２：３０
式
典 １２：３０〜１３：００
◆場 所 各所登梯 浜頓別・下頓別・頓別各市街
合同登梯 大通１〜７丁目
式
典 コミュニティ消防センター
◆サイレン吹鳴 １回目 午前７時 ２回目 午前７時３０分
◆問合せ 南宗谷消防組合浜頓別支署消防団係 ℡２−２１１９
電話番号

役場２−２３４５

多目的アリーナ２−４６６６

◆募集人数
◆勤務時間
◆勤務場所
◆業務内容
◆賃
金
◆各種保険
◆雇用期間
◆提出書類
◆採用方法
◆申 込 み

給食調理員 １名
８時間勤務（変則勤務有）
浜頓別町国民健康保険病院 給食科
給食調理及び配膳業務等
浜頓別町臨時職員取扱要綱による（時給８２０円）
社会保険及び雇用保険等加入あり
採用日から平成２１年３月３１日
履歴書、資格を有する場合は免許証の写し
面接又は書類選考
１月１４日（水）までに、町国保病院事務局に履歴書
を提出してください。詳細については問合せください。
℡２−２２０３

お正月用「門松短冊」の配布について
お正月用の「門松短冊」の配布は、市街地の方に
ついては役場出納室及び町内金融機関（北洋銀行、
稚内信用金庫、浜頓別郵便局、東宗谷農協）のカウ
ンターに１２月末日までご用意しておりますので、
ご利用の方はご自由にお持ち帰りください。
（２枚１
組）
なお、市街地以外の方は、広報に折込みしていますので、そちら
をご利用ください。
◆問合せ 役場総務課総務係 ℡２−２３４５（内線２１４）

◆場

所

◆主

催

◆問合せ

平成２１年２月７日（土） 午前１０時〜午後２時
※悪天候の場合は、８日（日）に開催します。
浜頓別運動公園（運動広場）
※老人保健施設ふれあいの里裏側
冬のちびっ子天国実行委員会
浜頓別町商工会青年部
浜頓別町商工会青年部 ℡２−２３６９

社会教育施設

年末年始の休館のお知らせ
◆休業期間

・多目的アリーナ、町立図書館
１２月２９日（月）〜１月５日（火）
・青少年会館
１２月２８日（日）〜１月５日（火）
◆問 合 せ 町教育委員会社会教育係 ℡２−４６６６

１

消火栓除雪に係るお願い
消防署では定期的に水利点検及び水利除雪を行っておりますが、
毎年冬期間になると各家庭、事業所等の除雪により、消防水利が埋
まっているという状況が見られます。各水利には標識が設置されて
おりますが、水利と標識が離れた位置にある場所では、タイヤショ
ベル等の排雪作業により消火栓が倒される恐れもありますので、消
防水利周辺には雪を捨てないようにご協力願います。
◆問合せ 南宗谷消防組合浜頓別支署警防係 ℡２−２１１９

父親との触れ合い交流会のお知らせ
◆日

時

◆場
◆対
◆内

所
象
容

◆定 員
◆参加料
◆持ち物
◆申込み

平成２１年１月２４日（土）
午前１０時〜午後１２時３０分
浜頓別町少子化対策センター（浜頓別保育所隣接）
１歳半から未就学児とその保護者
「お父さんと一緒に雪中レク」
☆レクの後は、おにぎりを作って食べます。
２０組程度
親１名につき２００円と米１合
エプロン、おしぼり、お子さんの飲み物、
上履き、外遊び用ウエアー
平成２１年１月１３日（火）までに、参加費等を添えて
町地域子育て支援センターに申込みください。
℡２−２４７７

年末年 始の 上下 水道の 修理 につ いて

冬道の運転には十分注意しましょう！！

次の期間中、水道が凍結したり水洗トイレが故障した場合、町の
指定する業者に修理を依頼してください。
１２月３１日（水）〜１月 5 日（月） ㈲武田燃料 ℡２−２１２５

冬は、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
よる交通事故が発生しやすくなります。また、吹雪や雪煙、道路脇の
雪山により視界が悪化します。交通事故には十分注意しましょう。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）

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

編集

総務課

２５

日です︒

新年交礼会開催のお知らせ

国保病 院で は臨 時職員 を募 集し ていま す

時

月

施 設 名
休業期間
備
考
役
場
電話は、警備会社に転送
ほけんセンター
されます
12/31〜1/5
教育委員会
国保病院
急患は受け付けます
多目的アリーナ
12/29〜1/5
２８日は館内整理日のた
め、休館となります
町立図書館
12/29〜1/5
青少年会館
12/28〜1/5
水鳥観察館
12/31〜1/5
滝 の 湯
1/1〜1/5
12/31 は午後３時〜６時
※１２月３１日（水）〜１月５日（月）までは、閉庁となりますの
で、住民票・印鑑証明書・戸籍謄本等が必要な方は１２月３０日
（火）までに、お取りください。なお、この期間中の役場への電
話は、警備会社を通じ関係各課長に連絡されます。

◆募集人数 １名
◆任用期間 平成２１年２月１日（日）〜３月３１日（火）
（５９日）
◆業務内容 森林計画関係事務、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
（午後０時１５分〜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 １月１４日（水）〜１６日（金）
※応募者は１月７日（水）〜９日（金）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

２００９ 冬のちびっ子天国
◆日

お知らせ⁝ 次回の広報︵速報版︶の発行日は︑

（速報版）

第２面
長寿医療制度のお知らせ

行事予定
月

日

行

事

１/３（土）成人式
１/４（日）新年交礼会
１/５（月）出初式
１/13（火）乳児相談
１/16（金）リハビリ教室
１/22（木）足腰げんき教室
１/23（金）乳児健診

廣瀬町長の動向
１月２６日（月）

【１２月２７日〜１月２７日】
場
所
時
間
福祉センター
福祉センター
町内各所
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

15:00〜17:00
11:00〜
７:30〜
10:00〜15:00
９:45〜14:00
９:45〜13:30
12:30〜15:00

【１２月２７日〜１月２７日】

宗谷町村会定期総会（稚内市）

１月旭川医大出張診療日
産婦人科

１月

７日 柳沼医師（午後診療）
８日 柳沼医師（一日診療）
９日 柳沼医師（午前診療）
２２日 片山医師（一日診療）
２３日 片山医師（一日診療）
整形外科
１月 ７日 医師未定（一日診療・予約制）
２１日 医師未定（一日診療・予約制）
眼
科
１月 ７日 長岡医師（午前診療・予約制）
２１日 花田医師（午前診療・予約制）
小 児 科
１月２３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。

〜「年金差し引き」か「口座振替」を選択できます〜
長寿医療制度の保険料を年金差し引きで納めている方またはこれ
から年金差し引きになる方は、口座振替に切り替えることができま
す。切り替えを希望される方は、申し出が必要です。
◆申し出に必要なもの
本人の保険証、振替口座の預金通帳とお届け印、申出書
◆申し出先
役場保健福祉課国保係 ℡２−２３４５（内線４０５）
※１月２３日までに申し出をすると、平成２１年４月分の年金か
らの差し引きが中止され、７月から口座振替でお支払いいただ
くことになります（年間の保険料は変わりませんが、１
回当たりの納付額が変わることがあります）。
申し出は随時受け付けていますが、年金差し引きから口
座振替に切り替わる時期は、申し出の時期によって異な
ります。
なお、これまでの国保の納付実績などにより口座振替へ
の変更が認められないことや、口座振替に切り替えた後
に滞納が続いた場合は年金差し引きに戻ることがあり
ますので、ご了承願います。
☆保険料は税金の控除の対象になります
保険料は、所得税や個人住民税の社会保険料控除の対象となりま
す。保険料を「年金差し引き」または「本人の口座から納めている
場合」は、本人の控除の対象となります。
また、本人以外の口座振替に変更した場合、口座振替によって支
払った方の控除の対象となります。
◆問合せ
役場保健福祉課国保係 ℡２−２３４５（内線４０５）
北海道後期高齢者医療広域連合 ℡０１１−２９０−５６０１

平成２１年度農業委員会委員選挙人名簿
登載申請のお知らせ

はまとんべつ温泉ウイング

１月１日現在で実施している農業委員会委員選挙人名簿登載申請
の届出期限は、「農業委員会等に関する法律」により１月９日（金）
までとなっております。
名簿登載予定者には申請書を送付していますので、期限までに必
ず提出してください。
◆選挙権を有する者の条件は…
①３０アール以上の農地につき耕作の業務を営む者。
②上記の者と同居の親族又は配偶者（年間６０日以上の従事日数
がある者）
③上記の者で平成２１年３月３１日で満２０歳以上の者
（平成元年４月１日以前出生）
※不明な点は、町農業委員会事務局にご連絡ください。
◆問合せ 町農業委員会事務局 ℡２−２３４５（内線２５１）

年末年始も休まず営業いたしますので、ご利用いただきますよう
よろしくお願いいたします。
◆問合せ はまとんべつ温泉ウイング ℡２−４１４１

年末年始の通常営業のお知らせ

町税の納付はお済みですか？
町税の納期は１２月２５日ですべて終了しましたが、納め忘れは
ありませんか。
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）

ノーレジ袋・マイバック運動にご協力をお願いします！

滝の湯年末年始業務のお知らせ
◎１２月３１日（水）午後３時から午後６時まで営業
◎１月１日（木）〜１月５日（月）まで年始休業
◎１月６日（火）から通常どおり営業
◆問合せ 役場住民課環境生活係
℡２−２３４５（内線１１３）

年末年始のごみ収集のお知らせ
■ごみ収集車の運行
年末…１２月３０日（火）まで通常運行
運休…１２月３１日（水）〜１月４日（日）まで運休
年始…１月５日（月）から通常運行
※吹雪・大雪等悪天候のときは、ごみ収集車の運行が遅れたり、
運休することがありますので、ご協力をお願いします。
■生ごみ収集車の運行
年末…１２月３０日（火）まで通常運行
運休…１２月３１日（水）〜１月４日（日）まで運休
年始…１月５日（月）から通常運行
■処理場へ直接搬入する場合
☆燃やせるごみ・燃やせないごみ（南宗谷衛生施設組合）
年末…１２月３０日（火）午後５時まで受入
休み…１２月３１日（水）〜１月４日（日）
年始…１月５日（月）から通常どおり受入
☆危険ごみ（金ヶ丘一般廃棄物埋立処分地施設）
年末…１２月３０日（火）午後４時まで受入
休み…１２月３１日（水）〜１月５日（月）
年始…１月６日（火）から通常どおり受入
☆資源物（金ヶ丘ストックヤード）
年末…１２月３０日（火）午後５時まで受入
休み…１２月３１日（水）〜１月４日（日）
年始…１月５日（月）から通常どおり受入
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）

除雪にご協力をお願いします
町道の除雪は、町内全域で２６６路線約１１９km に及び、この他
に公共施設４２箇所余りを１０cm の積雪を目安に早朝より行ってい
ます。除雪の際に車道に駐車している車があれば除雪が困難になり、
除雪車両はもとより住民、道路利用者に多大な迷惑をかけることに
なります。
また、歩道は通学や通勤などに支障のないように、
最低限片側の歩道除雪を行っていますが、この除雪し
た歩道に家庭などの雪を投げ入れる行為が見られま
す。児童生徒や高齢者など、歩行者の安全を確保する
ため、このような行為は絶対に行わないようにお願い
します。
◆問合せ 役場建設課管理係 ℡２−２３４５（内線１３１）

〜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

冬の町民ミニドックのお知らせ
◆日 時 平成２１年１月３０日（金）午前７時〜１１時
◆場 所 ほけんセンター
◆対 象 ３０歳以上の町民
◆内 容
①基本健康診査（特定健康診査） ２，１００円
（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）
●３０〜３９歳 医療保険に係わらず全ての町民
●４０〜７４歳 国保の方
※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）。
また、検査内容についてはそれぞれの保険者が決めたものとなるため、国保の方
とは異なる場合があります。
●７ ５ 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２１年３月末に４０〜７０歳の方でこれまで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。
※広報普通版１２月号の「健康らいふ」も必ずご覧ください。
◆申込み 平成２１年１月７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 平成２１年１月３０日（金）
午前７時〜１１時
◆場 所 ほけんセンター
◆対 象 ①小学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
◆検 査 血液検査
※北海道エキノコックス症対策実施要領に準ずる
◆料 金 １９歳以上…２００円、１８歳以下・７０歳以上…無料
◆申込み 平成２１年１月７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）

第４面
乳がん・子宮がん検診のお知らせ
◆日

時

平成２１年１月３１日（土）
午前 ８：３０、９：３０、１０：３０
午後 １３：００、１４：００、１５：００
※時間予約制ですので、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
・料 金 ５０歳未満…２，０００円
５０歳以上…１，７００円（７０歳以上無料）
・定 員 １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
・料 金 １，７００円（７０歳以上の方は無料）
・定 員 １時間に１２〜１３名
◆申込み 平成２１年１月７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４０８）
≪注意事項≫
※子宮がん検診は、２年に１回の検診となったため、昨年度（平成１９年８月・平成２０年２
月）受診された方は対象になりませんのでご了承ください。
※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。更年期で気
になる症状がある方、ほけんセンターの検診日に都合が悪い方は、毎月行っている産婦人
科診療日に合わせての検診をお勧めします。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お問合せください。

浜頓別町優良特産品を募集します
浜頓別町優良特産品認定審査会では「浜頓別町優良特産品認定推奨規則」に基づき、平成
２０年度第２回目となる優良特産品を募集します。
◆優良特産品募集要件
①主として町内産の原材料を用い製造又は加工された製品
②既に市販されているもの
③製品が食品衛生法、不当景品類及び不当表示防止法等に定める基準に適合していること
◆推奨証の交付と推奨シール
推奨製品として認定された優良特産品に対し「推奨証」を交付します。ま
た、推奨製品には、推奨シール（有料）を使用することができます。
◆優良特産品認定の有効期間
優良特産品の認定有効期間は、認定した日から３年間です。ただし、継続
して認定を受けようとする場合は、延長の申請をすることができます。
◆募集期間と申請方法
☆申 請 書 役場産業振興課及び浜頓別町商工会に備え置きます。
また、浜頓別町公式ホームページからもダウンロードできます。
☆申請方法 平成２１年１月６日（火）〜１月３０日（金）に、申請書に必要事項を記入
し、製品と製品の写真データを添えて役場産業振興課商工観光係に申請して
ください（申請製品は、審査会当日に提出してもらうことがあります）。
☆問 合 せ 役場産業振興課商工観光係 ℡２−２３４５（内線２２３）

