（速報版）

スタンプラリー対象イベント

クッチャロ湖白鳥フェスタ２００８
◆日
時 ５月３日（土）〜５日（月） 午前１０時〜午後１時３０分
◆場
所 クッチャロ湖畔特設会場
◆内
容
☆浜頓別の味覚コーナー
・毛がに汁
１杯２００円（売り切れ次第終了）
☆給餌体験及び白鳥自然解説
湖で白鳥への給餌体験を行います。また、係員
が白鳥の生態及び浜頓別町の自然を解説します。
☆水鳥観察館では、白鳥名づけ親募集、白鳥折り
紙・クラフトコーナー・白鳥絵画コンテスト作
品展示をしています。
◆問 合 せ 白鳥フェスタ２００８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・１２８）

平成２０年４月２５日発行

第１３９７号

販売員 ・観 光ガ イド募 集の お知 らせ

不法投棄の防止について

『ウソタンナイ砂金採掘公園ゴールドハウス管理』
◆募集人数 １名
◆業務内容 受付及び売店販売員
◆雇用期間 ６月上旬〜９月下旬
◆勤務時間 午前９時〜午後５時
◆賃
金 時給７１０円
『ウソタンナイ砂金採掘公園インストラクター』
◆募集人数 １名
◆業務内容 砂金掘りインストラクター及びゴールドハウス管理業務
◆雇用期間 ６月上旬〜９月下旬
◆勤務時間 午前９時〜午後５時
◆賃
金 時給９５５円
『ベニヤ原生花園案内所』
◆募集人数 ２名
◆業務内容 観光フラワーガイド（園地内の花の説明を行う）
◆雇用期間 ６月１日〜９月下旬
◆勤務時間 午前１０時〜午後４時（変則勤務有）
◆賃
金 時給７１０円
☆申 込 み ５月２日（金）までに、町観光協会（役場産業振興課内）に
履歴書を提出してください。℡２−２３４５（内線２２３）

最近、ごみの不法投棄が発生しています。ごみの不法投棄で地域
住民の方も不快な思いをしています。不法投棄には厳しい罰則が設
けられていますので絶対にやめましょう。

ベニヤ原生花園展望塔を開放します
ベニヤ原生花園展望塔を４月２６日（土）午前９時３０分から開放
します。
◆利用時間 午前９時〜午後５時
◆問 合 せ 役場産業振興課商工観光係 ℡２−２３４５（内線２２３）

ウソタンナイ砂金採掘公園
仮オープンのお知らせ
ゴールデンウイーク期間中（５月３日〜５日）、ウソタンナイ砂金
採掘公園を仮オープンします。
《仮オープン期間はスタンプラリーの対象となります》
◆時 間 午前９時３０分〜午後４時３０分
◆問合せ 町観光協会（役場産業振興課商工観光係）
℡２−２３４５（内線２２３）

クマ出没注意！！
ヒグマの目撃情報が寄せられています。これからは、クマが冬眠
を終え、活動を始める時期です。事故を防ぐため、
出没箇所や出没を知らせる看板がある場所への
出入りは避けましょう
◆出没箇所 道道豊富浜頓別線、楓橋周辺
◆問 合 せ 役場産業振興課水産林務係
℡２−２３４５（内線１２６）

電話番号

役場２−２３４５

多目的アリーナ２−４６６６

第１回危険物取扱者試験のお知らせ
◆受 付
◆試験日
◆試験地
◆手数料

◆申込み

５月１日（木）まで
６月８日（日）
旭川市・名寄市・紋別市・稚内市ほか
・甲種５，０００円
・乙種３，４００円
・丙種２，７００円
浜頓別町消防支署にある申請書で申込みください。
浜頓別町消防支署予防係 ℡２−２１１９

第１回消防設備士試験のお知らせ
◆受 付
◆試験日
◆試験地
◆手数料
◆申込み

５月１日（木）まで
６月８日（日）
札幌市・旭川市ほか
・甲種５，０００円
・乙種３，４００円
浜頓別町消防支署にある申請書で申込みください。
浜頓別町消防支署予防係 ℡２−２１１９

ラジ オ体 操 ＆ウ ォ ーキ ング 開 始の お知 ら せ
◆期

間

◆場 所
◆問合せ

５月７日（水）〜１０月１０日（金）
午前６時３０分 ※雨天時中止
アメニティ公園内テニスコート
町教育委員会社会教育係 ℡２−４６６６

○不法投棄に関する罰則（法第２５条）
一般廃棄物…５年以下の懲役又は、１，０００万円以下の罰金、又
はこれを併科
産業廃棄物…５年以下の懲役又は、１，０００万円以下の罰金、又
はこれを併科
違反行為を罰する他、その法人には１億円以下の罰金（法第３２条）
◆問合せ

役場住民課環境生活係

℡２−２３４５（内線１１３）

愛犬家の皆さんへ
散歩中などの糞の始末は、周りの人に迷惑にならないよう飼い主が
責任を持って行いましょう。糞を放置すると、悪臭やハエの発生源
になるだけでなく、糞中の寄生虫の卵や病原菌が
公園の砂場などの環境を汚染する原因にもなり、
また、そこで遊ぶ子ども達にも感染する恐れがあ
ります。
散歩中の糞は、必ず自宅に持ち帰り可燃ごみと
して処理してください。排尿も人家の玄関先などでさせないよう気
をつけましょう。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）

住民係からのお知らせ
○住民票・戸籍謄本等の請求の際の「本人確認」が 法律で義務付
けられました。
５月１日から「戸籍法の一部を改正する法律」「住民基本台帳
法の一部を改正する法律」が施行されます。これに伴い戸籍･住
民票の証明書を請求される時は、運転免許証などの写真付きの書
類をお持ちください。無い方は健康保険証等本人確認できる書類
２種類が必要です。忘れずにご持参ください。
また、第三者の方が請求される時は、委任状又は、必要とする
書類等をご持参ください。

○印鑑登録を代理申請する際のご注意！
本来、印鑑登録や改印、登録証の再交付は本人申請が原則ですが、
やむえずご本人が手続きに来られない場合は代理
申請も認められています。
５月１日からは代理人が印鑑登録の申請に来ら
れた場合は即日交付はできませんのでご注意くだ
さい。ご本人宛に照会書を郵送いたしますのでご本
人が来庁できないときは照会書兼回答書と登録印、
委任状及び代理人の印鑑をご持参ください。
◆問合せ 役場住民課住民係
℡２−２３４５（内線１１４）
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第２面
５月旭川医大出張診療日

行事予定
月

日

行

事

４/25（金）リハビリ教室
５/９（金）乳児相談

ほけんセンター
ほけんセンター

廣瀬町長の動向
４月２４日（木）〜２５日（金）
５月 ８日（木）〜１０日（土）

産婦人科

【４月２５日〜５月１２日】
場
所
時
間
９:45〜13:30
10:00〜15:00

【４月２５日〜５月１２日】

出張（札幌市）
出張（札幌市）

４月２６日（土）午後１時〜

パークゴルフ場オープンのお知らせ
◆開放施設

浜頓別パークゴルフ場・白鳥公園パークゴルフ場
下頓別パークゴルフ場
※残雪状況により延期する場合があります。
◆開放時間 午前５時から日没まで
（クラブハウスは午前９時〜午後５時）
◆使用料
施 設 名
一日券
シーズン券 レンタル用具
浜頓別パークゴルフ場
３００円 ６，０００円
２００円
白鳥公園パークゴルフ場
◆券の販売
券の種類
券売先
券売時間
クラブハウス
9:00〜17:00
ウイング
5:00〜18:00
一日券
多目的アリーナ
17:00〜日没（21:00 迄）
青少年会館
シーズン券
多目的アリーナ
8:30〜17:30
◆レンタル用具貸出
貸出場所
貸出時間
備
考
8:30〜18:00
最終返却時刻 18:50
多目的アリーナ
休館日は 8:30〜16:30
休館日は 17:30
15:00〜18:00
最終返却時刻 18:50
青少年会館
休館日は貸出していません
◆問合せ 町教育委員会社会教育係 ℡２−４６６６

老人農園の受付を開始します
◆場 所
◆期 間
◆使用料
◆申込み

旧老人憩の家の裏（クッチャロ湖畔）
５月〜１１月
１区画につき年間１，０００円
役場保健福祉課福祉係
℡２−２３４５（内線４０１）
※定数の２２区画になりしだい締
め切ります。

５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
未
定
眼
科
５月１４日 長岡医師（午前・予約制）
２８日 花田医師（午前・予約制）
小 児 科
５月３０日 医師未定（一日診療）
●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。

平成２０年度交通事故巡回相談を実施します
平成２０年度の交通事故巡回相談が次の日程で行われます。交通
事故で困っている方々のご相談を専門の相談員が受けています。予
約制ですので、ご希望の方は開催日３日前までに役場住民課環境生
活係に連絡してください。なお、相談料は無料です。
◆日 時 ７月２日（水）、１１月５日（水）、３月１８日（水）
◆場 所 稚内市役所
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）

小児救急電話相談の
実施曜日（土曜日）の拡大のお知らせ

資源 ごみ の 分別 に ご協 力く だ さい
浜頓別町の資源ごみは、資源物ストックヤードのリサイクル機器に
て圧縮、梱包作業後、出荷のため保管しておきます。
しかし、この資源ごみの中に生ごみ等の異物や別品
目の物が混入していると、選別作業に時間がかかるば
かりか、引き取り作業に出荷できなくなる可能性も出
てきます。中にはすすぎ洗いされていない物が多く含
まれており、選別に多くの時間を費やす状況となっております。こ
ういった理由から資源ごみについては、各品目別に資源物指定袋を
使用し、すすいでも汚れを取り除けない廃プラスチック等について
は燃やせるごみに入れて出してください。
ごみを排出される際は正しい分別を心がけましょう。
◆問 合 せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）

平成２０年度調理師試験のお知らせ
◆試 験 日 時
◆試 験 地
◆受 験 資 格
◆願書受付期間
◆受験手数料
◆願書配布場所
◆合 格 発 表

９月２日（火）午後１時３０分〜４時
稚内市
高等学校入学資格者で、２年以上調理の事務に従事した者
５月１２日（月）〜３０日（金）
６，７００円相当の北海道収入証紙
北海道稚内保健所、北海道稚内保健所浜頓別支所
１０月１７日（金）
受験者の住所を所管する保健所又は保健所支所に、
合格者の受験番号を提示するとともに、北海道庁の
ホームページに掲載します。
※テキストについては、浜頓別調理師会に置いてあります。
◆問合せ 北海道稚内保健所健康推進課健康増進係
℡０１６２−３３−２９９０

道では、これまでの平日（午後７時〜１１時）に加えて、土曜日（午
後７時〜１１時）も小児救急電話相談事業を行うこととしましたので、
お知らせします。
【小児救急電話相談事業】
現在、経済産業省には長期使用による経年劣化が原因と思われる
夜間における子供の急な病気やけがなどの際に、専任の看護師や医
重大事故が多数報告されています。昨年８月には、扇風機の長期使
師が保護者等からの相談に対し、電話により助言を行っています。
用（約３０年以上）による経年劣化が原因の火災で２名の方が亡く
なるという痛ましい事故が発生しております。
子どもが熱を出して、下痢をしています。
次のうち、１つでも当てはまる項目があった場合は使用を中止し、
子どもの咳が止まらなくて…
販売店・メーカー等に連絡してください。
子どもが誤って洗剤を飲んでしまって…
・モーターがうなるような異常な音はしていませんか？
など、小児救急に関する相談を受け付けています。
・スイッチを入れたら、ちゃんと羽根は動きますか？
・電源コードに触れたり折り曲げたりしたとき、動い
◆相談実施日 時 月曜日〜土曜日までの午後７時〜１１時
たり動かなかったりすることはありませんか？
※祝日及び年末年始は（１２／２９〜１／３）除きます。
・焦げ臭いにおいはしていませんか？
◆電話番号 ０１１−２３２−１５９９
・モーターが異常に熱くなったりしていませんか？
（プッシュ回線の固定電話及び携帯電話からは短縮ダ
・羽根は異常音を出しながら回っていませんか？
イヤル「＃８０００番」も利用できます）
・羽根の回転が遅くなったりしていませんか？
◆ご利用にあたっての注意事項
◆問合せ 経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室
医師が直接診察して治療を行うものではなく、あくまで電話による
℡０３−３５０１−１７０７
家庭での一般的対処などに関する助言を行うものです。

長年ご使用の扇風機にご注意ください！
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浜頓別町教育推進計画策定委員を公募します
「第９次教育推進計画」をより開かれた町民主体の計画を目指し、一層の目標の達成の推
進を図るため、策定委員を募集します。心の豊かさや自己実現を目指すまちづくり推進をす
るために教育機関関係等による協働による取組を行います。
まなびプランとは・・・
町民のまなびをとおして、よりよい地域づくりを推進するための計画
◆応募資格
◆開催期間
◆募集人員
◆応募方法
◆問 合 せ

町内在住で１８歳以上の方
平成２０年６月〜平成２１年２月までの平日の夜間など
３名（申込多数の場合は抽選）
５月１４日（水）までに社会教育係へ
町教育委員会社会教育係 ℡２−４６６６

幼稚園開放のお知らせ
地元幼稚園への理解と施設の活用を図るため幼稚園の開放を行ってきましたが、参加者が
多く大好評でした。
今年度もまた、幼稚園ならではの園舎開放を木曜日としますが、都合により他の曜日に変
更になることがありますのでご注意ください。
◆対象者 小学校入学前の乳幼児とその保護者（未就園児…０歳児〜５歳児）
◆園舎内
☆開放日時
５/２２(木)、５/２９(木)、６/１９(木)、７/１０(木)、８/７(木)、８/２８(木)、
９/４(木)、９/１１(木)、１０/３０(木)、１１/６(木)、１１/２０(木)、１２/１１(木)、
１/８(木)、１/１５（木）
午前９時〜１０時３０分
☆内
容 幼稚園児との交流、集団遊び、リズム遊び、絵本、
紙芝居、エプロンシアター、ゲーム、製作等
☆そ の 他 必ず保護者同伴とし、親子分の上靴を持参してくだ
さい。
◆園舎外（園地内）
☆期 間 ６月１日〜１０月２８日までの火〜金曜日
☆時 間 午後１時〜４時
☆内 容 園庭や遊具を園児と仲良くご使用ください
◆体験入園（平成１４年４月２日生まれ〜平成１９年４月１日生まれ）
・１２月１８日（木） 午前９時〜１１時３０分（幼稚園に入園していない幼児）
・ １月２９日（木） 午前９時〜正午
午後１２時３０分〜１時（幼稚園教育についての説明）
◆一日入園（平成２１年度幼稚園入園決定幼児）
２月１０日（火） 午前９時〜１１時３０分
◆その他
①入園を希望される方は、随時受け入れています。（３・４・５歳児）
※満３歳児入園は誕生日から入園できます。
②育児について、どんなことでも結構ですのでご相談ください。
③事故等については、保護者の責任の下でお願いいたします。
◆問合せ 浜頓別幼稚園 ℡２−３２３１

第４面

都市間バスの運賃改定について
５月１日より都市間バスの運賃が改定されますので、お知らせいたします。
上段…新運賃、下段…旧運賃
札幌⇔浜頓別
旭川⇔浜頓別
士別⇔浜頓別
名寄⇔浜頓別
(新) ５，６００円 (新) ４，０００円 (新) ３，３００円 (新) ２，９００円
片
道
(旧) ５，１００円 (旧) ３，７００円 (旧) ３，０００円 (旧) ２，６００円
(新)１０，１００円 (新) ７，２００円 (新) ５，９００円 (新) ５，２００円
往
復
(旧) ９，１８０円 (旧) ６，６６０円 (旧) ５，４００円 (旧) ４，６８０円
(新) ９，９００円
(新)１９，３００円 (新)１３，７００円
‑
回
数
(旧) ８，９００円
(旧)１７，５００円 (旧)１２，７００円
◆問合せ 宗谷バス㈱浜頓別ターミナル ℡２−２２９８

国家公務員採用試験のお知らせ
国家公務員Ⅲ種
◆試験の区分
◆受験資格
◆受付期間
◆試 験 日

行政事務、税務、電気・情報、機械、土木、林業
昭和６２年４月２日〜平成３年４月１日生まれ
６月２４日（火）〜７月１日（火） ※受験案内等配付開始日…５月１２日（月）
第１次試験 ９月７日（日）
教養試験、適性試験、作文試験、専門試験
第２次試験 １０月１６日（木）〜２３日（木）
人物試験、身体検査（税務のみ）
◆合格発表 第１次試験 １０月９日（木）
第２次試験 １１月１３日（木）
◆受験案内等請求先・問合せ 人事院北海道事務局 ℡０１１−２４１−１２４８

国家公務員中途採用者選考試験
（再チャレンジ試験）のお知らせ
◆試験の区分等（申込むことができる試験の区分は１つに限ります）
試験日程Ａ…行政事務、税務、機械、土木、林業
試験日程Ｂ…皇宮護衛官、刑務官（刑務Ａ…男子、刑務Ｂ…女子）、入国警備官
◆受験資格 昭和４３年４月２日〜昭和５４年４月１日生まれ
◆受付期間 ６月２４日（火）〜７月１日（火）
◆採用予定者数 各区分合計で１５０名程度
◆試 験 日 試験日程Ａ…１次選考 ９月７日（日）
教養試験、適性試験、作文試験、専門試験
合格発表 １０月２９日（水）
２次選考 １１月上旬から
採用面接、身体検査
合格発表 １１月下旬
試験日程Ｂ…１次選考 ９月７日（日）
教養試験、作文試験
合格発表 １０月９日（木）
２次試験 １０月中下旬
採用面接、身体検査、身体測定、体力検査
合格発表 １１月下旬
◆受験案内等請求先・問合せ 人事院北海道事務局 ℡０１１−２４１−１２４８

