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国保病院からのお知らせ

５月２０日は「浜頓別町防災の日」
昭和３３年５月２０日に発生した浜頓別町の大火から５０年が経
過しようとしています。
町では、５月２０日を「防災の日」として、防災の意識を高め、
認識していただくために、サイレンの吹鳴、広報活動等を行います。
◆サイレン吹鳴 ５月２０日（火） 午前８時〜（１分間）
吹鳴地区…浜頓別、頓別、下頓別
◆問 合 せ 役場総務課総務係
℡２−２３４５
浜頓別消防支署警防係
℡２−２１１９

浜頓別消防団春季消防演習のお知らせ
◆日
◆場

時
所

５月１８日（日）午前８時３５分〜正午
①通常点検 アメニティ公園（テニスコート）
②模擬演習 浜頓別町南１条線（１〜３丁目）
◆サイレン吹鳴
☆１ 回 目 午前７時３０分
☆２ 回 目 午前８時
☆模擬演習 午前１１時３０分から正午の間で１回
（近火サイレン）
◆問合せ 南宗谷消防組合浜頓別支署警防係 ℡２−２１１９

消費者協会からのお知らせ
高額な寝具販売や不要な工事を迫るなどの悪質商法は手口が巧妙
化し、高齢者や若者への被害が増加傾向にあります。
そこで、浜頓別消費者協会では毎年５月を「悪質商
法追放運動強調月間」とし、消費者意識の向上と消費
者被害の未然防止に努めています。悪質商法の被害に
遭わないためには悪質業者を玄関に入れないことが最良の方法です。
「悪質商法お断り！」ステッカーを玄関に貼り、悪質業者を撃退し
ましょう。
◆問合せ 浜頓別消費者協会（役場産業振興課商工観光係）
℡２−２３４５（内線１２８）

なかよし童話会のお知らせ
◆日
◆場
◆内

時
所
容

電話番号

５月２４日（土） 午後２時〜
図書館視聴覚室
・絵本「ポンペリポワサ」
「ねずみくん おおきくなったら
なにになる？」
・紙芝居「もりのねむりひめ」
・遊び「ふうせんリレー」

役場２−２３４５

多目的アリーナ２−４６６６

５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 ５月１４日 青野医師（一日・予約制）
２８日 佐藤医師（一日・予約制）
◆小児科
５月３０日 松尾医師（午前診療）

ご迷惑をおかけしています
現在、抑揚ポンプの故障により、温泉が供給できなくなっていま
す。町内の温泉施設では温泉を利用できなくなり、真水を沸かして
の営業となっています。しばらくの間ご不便おかけしますが、ご理
解願います。
なお、修理完了は５月１３日（火）を予定しています。
○対象箇所…ウイング、公衆浴場滝の湯、町内温泉宿泊施設
◆問合せ 役場産業振興課 ℡２−２３４５

ごみの分別にご協力ください
●町の資源ごみは、資源ごみストックヤードのリサイクル機器にて圧
縮、梱包作業後、出荷しています。しかし、この資源ごみの中に異
物が混入していたり、１枚の袋に数品目の資
源ごみを選別しないで入れると、選別に時間
を要したり、資源の質が低下し引き取り業者
に出荷できなくなります。
資源ごみは各品目別に資源物指定袋を使用
していますが、洗っても汚れのとれない廃プ
ラスチック（白色トレイ・プラスチック類）等については燃やせる
ごみに入れて出してください。
●最近では、生ごみや燃やせるごみの中に金属類の混入が見られます。
これら燃えないごみが混入すると、南宗谷衛生施設組合の破砕機や
焼却炉の故障原因となります。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

市民公開講座・医療相談会のお知らせ
脳神経外科専門医の少ない南宗谷地域を対象に「脳の病気とその予
防･治療について」というテーマで市民公開講座と医療相談会が開催
されます。
医療相談会は定員がありますので希望される方は申込みください。
◆日 時 ６月２１日（土） 午後１時〜５時
◆場 所 枝幸町中央コミュニティセンター
◆内 容
「脳の病気とその予防・治療について」〜あなたの脳を守るために〜
【第１部】講演会 午後１時〜３時
「なぜ脳卒中になるのか？〜その予防と治療」
北海道大学病院神経外科助教 中山 若樹 氏
「気になりませんか？手足のしびれ」
札幌麻生脳神経外科病院長 秋野 実 氏
「頭痛のはなし」
北海道大学病院神経外科助教 寺坂 俊介 氏
【第２部】医療相談会 午後３時１５分〜５時
脳神経外科専門医による個別医療相談を実施します。
相談は定員があり、事前予約制です。脳や脊髄の疾患に
ついて疑問や不安を感じている方は申込みください。
◆問合せ 役場保健福祉課保健係 ℡２−２３４５（内線４０９）
５月３１日（土）まで

林野火災予防強調期間です
山菜採りや釣りなどで山に入る際は、火の取り
扱いには十分注意し、みんなで豊かな森の緑を山
火事から守りましょう。
◆問合せ 役場産業振興課水産林務係
℡２−２３４５（内線１２６）

巡回教育相談のお知らせ
巡回教育相談では、障害やその疑いのあるお子さんの保護者を対
象に、就学に関する教育相談を行います。相談は無料です。
◆日 時 ７月１０日（木）午前８時４０分〜午後４時３０分
１１日（金）午前８時４０分〜午後１２時３０分
◆場 所 稚内市旧教育庁舎２階適応指導教室会議室
◆相談員 北海道立特別支援教育センターの職員
◆対象者
・次年度、小学校へ就学予定のお子さんの就学に関する相談を希
望の方
・学校へ就学後、教育の場の変更について相談を希望の方
◆申込み ５月１９日（月）までに、町教育委員会総務学校係に申
込みください。℡２−２３４５（内線２４６）

火葬場修繕のお知らせ
５月１５日（木）から５月２２日（木）まで火葬場修繕（台車張
替え）のため、火葬場が使用できませんのでお知らせします。
なお、修繕中の火葬場使用は中頓別町になりますので、ご了承願
います。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）

ダンスサークルの会員を募集します
◆活動内容
◆活 動 日
◆活動場所
◆会 費 等

社交ダンス
第３火曜日
多目的アリーナ会議室
年会費１０，０００円
※別途活動により経費が必要となります。
◆問 合 せ 浜頓別町大通５丁目
松尾 義幸 ℡２−２６０１
浜頓別町北２条１丁目 河原 俊子 ℡２−２２３１

浜頓別町ホームページ http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/
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第２面
頓別住宅団地の宅地を分譲しています

行事予定
月

日

行

事

５/15（木）離乳食教室
５/20（火）第１回町議会臨時会

廣瀬町長の動向

【５月１０日〜５月２７日】
場
所
時
間
ほけんセンター
役場３階議場

10:00〜13:00
10:00〜

【５月１０日〜５月２７日】

５月

８日（木）〜１０日（土） 出張（札幌市）
１４日（水） 出張（稚内市）
１９日（月） 出張（稚内市）
２０日（火）〜２１日（水） 出張（札幌市）

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、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

◆面積・分譲価格
①４４４．９４㎡ ２７０万円（坪２０，０００円）
②４４０．３４㎡ ２６０万円（坪１９，５００円）
③４２６．６６㎡ ２５２万円（坪１９，５００円）
④３５２．００㎡ １８５万円（坪１７，４００円）
◆申込み条件
・分譲地は都市計画の第１住居地域につき、建築物の制限があり
ます。
・近く自己の居宅を建設すること。
・税、公共料金を滞納していないこと。
・転売は基本的に認めません。
◆申込み・問合せ 役場総務課管財係
℡２−２３４５（内線２１７）

自動車税の納期限は６月２日（月）です
自動車税の納期内納税は、道が取組んでいる様々な施策を進める
上で欠くことのできないものです。皆さんには、納期内納税にご理
解をいただき、期限までに納税いただきますようお願いします。
●自動車税は、次の場所で納税できます。
・道内の金融機関・郵便局・お近くの支庁・道税事務所
・コンビニエンスストア （サークルＫ、サンクス、スパー、セイ
コーマート、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン）
◆問合せ 宗谷支庁地域振興部税務課納税係
℡０１６２（３３）２５２０

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）

福祉のまちづくりを推進します
北海道では、平成１０年４月施行の「北海道福祉のまちづくり条
例」に基づき、障がいのある人やお年寄り、赤ちゃんを連れた人な
ど、誰もが気軽に町に出かけ、建物や道路、公園などを安心して快
適に利用することができる「福祉のまちづくり」を進めてきました。
平成２０年度も道では、「北海道福祉のまちづくりコンクール」、
「福祉環境アドバイザー派遣事業」、「北海道福祉のまちづくり資金
貸付制度」を実施し、福祉のまちづくりを推進していきます。
北海道福祉のまちづくりコンクール
バリアフリー化された建物や障がい者・高齢者を支援する活動等を
大募集！自薦・他薦は問いません。
○応募対象
・公共的施設部門…飲食店、スーパー、ホテル、病院、図書館、
学校などの公共的施設で平成１８年４月１日
〜平成２０年６月２０日までに完成したもの。
・活動部門…障がい者や高齢者の自立・社会参加を支援する活動
・福祉用具部門…障がい者や高齢者等の自立支援や介助者の負担
軽減を図るための用具
○募集期間 平成２０年５月１日（木）〜６月２０日（金）
※当日消印有効
○応募方法 所定の応募用紙に必要事項を記載し、写真、図面など
を添付のうえ、郵送又は持参してください。
福祉環境アドバイザー派遣事業
建物のバリアフリー整備や人材の養成などのまちづくり、福祉に対
する関心を高める授業の専門家を派遣します。
○建築物の整備、福祉を担う人材の養成、福祉に関する教育の推進
等に係る相談等に対して、アドバイザーを派遣し、専門的な指導・
助言等を行います。
○アドバイザーの派遣に係る費用は、北海道が負担します。
北海道福祉のまちづくり資金貸付制度
建物のバリアフリー整備に低利で融資します
○公共的な施設を新築･増改築する民間事業者の方に低利で融資します。
○北海道福祉のまちづくり条例の整備基準に適合するよう出入口の
段差解消や自動ドア、エレベーター、車いす使用者用トイレなど
の整備を行うことが必要です。
○融資金額…１億円以内（新築は工事費の７０％以内、一部改修は
整備に要する工事費）
○融資期間及び利率
３年以内…１．７％
５年以内…１．９％
７年以内…２．１％
１５年以内…２．３％
変動金利…１．７％
（融資利率…平成１９年１０月１日現在の利率）
◆問合せ・応募先
〒０６０−８５８８ 札幌市中央区北３条西６丁目
北海道保健福祉部福祉局福祉援護課福祉基盤グループ
ＴＥＬ ０１１−２３１−４１１１（内線２５−６１７）
ＦＡＸ ０１１−２３２−４０７０
E‑mail hofuku.fukushi2@pref.hokkaido.lg.jp

