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農業委員会委員一般選挙のお知らせ
第５１回クッチャロ湖湖水まつり
◆日 時 ７月１３日（日）午前１０時～午後９時
◆場 所 クッチャロ湖畔
◆内 容
☆オクラホマ・藤尾仁志さん出演
☆浜頓別太鼓「響」演奏、スワットン＆管内ゆるキャラ撮影会、
ストリートダンス（キッズダンス）、ブラスバンド演奏（浜中）、
大道芸パフォーマンス、PSVitaが当たる湖水宝さがし、水上丸
太渡りレース、よさこい・夢想漣えさし、バンド演奏、ビンゴ
大会、聖火祭、花火大会
☆クッチャロ湖でのカヌー体験
◆その他
・内容の一部は変更となる場合もあります。
・小雨決行。１３日が荒天の場合、プログラムは中止となり、
花火のみ１４日に順延。
◆問合せ 第５１回クッチャロ湖湖水まつり実行委員会
事務局（役場産業振興課商工観光係）℡２－２３４６

平成２６年度町民クリーン作戦を実施します
自然環境の保全と美化意識の高揚を図るた
め、町民の皆さんと協力して清掃活動に取り
組み、７月２７日に開催される「第４回北オ
ホーツク１００km マラソン大会」の成功に
向け、ランナーが気持ちよく完走され“きれ
いなまち浜頓別”の印象を持っていただくこ
とを目的としてクリーン作戦を実施します
ので皆さんの参加をお願いします。
◆日
時 ７月５日（土） 午前９時～１１時３０分
◆集合場所 役場庁舎前集合・解散
◆内
容 第４回北オホーツク１００ｋｍマラソン大会コース周
辺のごみ拾い
◆申 込 み
役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９
北オホーツク１００ｋｍマラソン大会事務局 ℡２－３１２３
※当日参加も歓迎致します。

滝の湯からのお願い
日頃より公衆浴場『滝の湯』をご利用いただき、ありがとうござ
います。
最近、
『滝の湯』駐車場に、ご利用の方以外の車両が駐車されてお
り、支障を来しています。ご入浴のお客様以外の方の駐車はおやめ
下さいますようお願い致します。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９（内線１１３）

◆告示日 ７月１日（火）
◆投票日 ７月６日（日）
※立候補者が定数を超えた場合は、７月２日（水）～５日（土）の
午前８時３０分～午後８時の時間帯で、期日前投票等を行うこと
ができます。詳しくは、選挙管理委員会まで問合せください。
◆立候補届出期日
◎日時 ７月１日（火） 午前８時３０分～午後５時
◎場所 役場１階町民相談室
※立候補届出書類等は選挙管理委員会にあります。
◆問合せ 町選挙管理委員会 ℡２－２３４５（内線２２１）

バードフェア２０１４

「ベニヤ原生花園早朝観察会」
７月は花や野鳥観察のベスト
シーズンです。特にベニヤ原生花
園は、ツメナガセキレイなどの草
原性の野鳥が観察できます。町観
光協会では、バードフェア２０１
４の企画の１つとして、ベニヤ原
生花園において、早朝観察会を開
催する事といたしました。下記の
日程で行いますので、ご参加お待
ちしております。
◆日 時 ７月５日（土） 午前５時～午前６時３０分
◆場 所 ベニヤ原生花園（花・花ハウス前集合）
◆主 催 浜頓別町観光協会
◆参加料 無料
◆持ち物 観察に適した服装・靴、虫よけスプレー、飲み物など
◆備 考 小雨決行・荒天中止
◆申込み ７月４日（金）までに町観光協会事務局（役場産業振興
課商工観光係又は水鳥観察館）へ申込み下さい。
◆問合せ 役場産業振興課商工観光係 ℡２－２３４６
水鳥観察館
℡２－２５３４

７月は『社会を明るくする運動』の強調月間です
「社会を明るくする運動」は、すべての国民が、犯罪の防止と罪
を犯した人たちの更正について理解を深め、それぞれの立場におい
て力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする法務省
が主唱する全国的な運動です。
「更生保護の日」である７月１日からの１か月を強調月間として、
下記の日程により街頭啓発を行います。
◆日 時 ７月 1 日（火）午後１時～
◆場 所 役場庁舎前
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９（内線１１3）

町民プール開放のお知らせ
７月 1２日（土）～９月 1５日（月）
一般開放 午前１０時～正午・午後１時～午後５時
※開放期間中、臨時休館を除き毎日開放いたします。
※低温により閉鎖することがあります。
◆使 用 料 １回２００円（中学生以下無料）
◆そ の 他 プール前と多目的アリーナに、使用で
きる日は「青旗」
、使用できない日は「赤
旗」をあげて開放をお知らせします。
◆注意事項 ・幼児の利用は保護者同伴とします。
・貴重品は持ち込まないでください。
・必ず水泳帽子をかぶって利用してください。
・飛び込み、潜水遊泳は禁止します。
◆問 合 せ 町教育委員会社会教育係 ℡２－４６６６
◆日
時
◆開放時間

浜頓別小学校水泳授業の
指導支援ボランティア募集のお知らせ
浜頓別小学校では、７・８・９月に行われる水泳授業の指導支援
補助をしてくれるボランティアを募集しています。
ボランティアをしてみたいと希望される方は、７月２日（水）ま
でに、町教育委員会社会教育係までご連絡下さい。
◆内 容 ①子どもたちの安全確保
②水泳の技術向上を図るための技術指導
※①、②どちらかだけでも可能です。
◆条 件 ・水泳ができること
・学校の授業時間に町民プールまで来ることができること
◆その他 傷害保険は、教育委員会にて加入の手続きをします。
◆問合せ 町教育委員会社会教育係 ℡２－４６６６

北海道宗谷総合振興局森林室

臨時職員を募集します
◆雇用人数
◆雇用期間
◆業務内容
◆賃
金
◆勤務時間
◆勤務条件
◆面 接 日
◆申 込 み
◆問 合 せ

地元のお店でお買い物！ 地域の活性化につなげよう！！

１名
８月１日（金）～９月３０日（火）
造林関係事務ほか、パソコンへのデータ入力など
日給 ６，４５０円
午前８時４５分から午後５時３０分
（正午～午後１時まで休憩時間）※土・日曜日、祝日は休み
町内に在住し、健康な方
７月１日（火）～８日（火）のうち、希望する日
応募者は専用の履歴書（用紙）を、６月２６日（木）～
７月２日（水）まで当森林室で受取り、申込みください。
北海道宗谷総合振興局森林室 〒０９８－５７０４
浜頓別町中央北３番地（浜頓別合同庁舎）
℡２－３８２１ ＦＡＸ２－３８７８

第２面
行事予定
月 日

行

【６月２５日～７月８日】
場
所
時
間

事

６/26（木） はくちょうサークル
無料法律相談
６/28（土） ふれあいスポーツ大会
６/29（日） 頓別小学校運動会
７/２（水） 訪問リハビリ相談
７/４（金） 乳児相談
７/５（土） べニヤ原生花園早朝観察会
町民クリーン作戦
７/６（日） 浜頓別町こども園運動会
農業委員会委員一般選挙
７/７（月） 巡回児童相談
７/８（火） 巡回児童相談

菅原町長の動向
６月２７日（金）
7 月 1 日（火）～3 日（木）
７月 ４日（金）

７月旭川医大出張診療日

ほけんセンター
役場２階Ｄ会議室
青少年会館
頓別小学校
町内
ほけんセンター
べニヤ原生花園
町内
浜頓別町こども園
浜頓別町役場 他
ほけんセンター
ほけんセンター

10:00〜12:00
13:00〜16:00
９:30〜12:00
９:00〜
10:00〜16:00
10:00〜15:00
５:00〜６:30
９:00〜11:30
９:00〜
９:00〜17:00
10:00〜16:00
９:00〜16:00

【６月２５日〜７月８日】

宗谷総合振興局要望書提出（稚内市）
懸案事項協議（札幌市）
宗谷地域総合開発期成会（稚内市）

議会のうごき
７月
７月
７月

２日（水）～３日（木）
４日（金）
８日（火）

広報特別委員会
全道議員研修会（札幌市）
道北議員研修会（稚内市）

喉頭がん検診のお知らせ
吉田病院（名寄市）による無料検診を行いますので、気になる症
状がある方、定期健診をご希望の方は申込みください。
★喉頭がん・甲状腺がん…むせ、喉のつまり、声
のかすれ、首のしこり
が不安な方
★耳 鼻 咽 喉 科 検 診…鼻水、鼻閉、耳だれ、
耳痛、難聴が気にな
る方
◆日
時 ７月１４日（月）
◆受
付 午前９時３０分～１１時
（検診は午前１０時から始めます）
◆場
所 ほけんセンター 多目的ホール
◆対
象 町民の方（お子様も利用できます）
◆料
金 無料
◆締 切 り ７月７日（月）一次締め切り ※前日まで申込み可能
◆注意事項 ・申込まれた方には、事前に検診案内と予診票を送付
しますので、検診当日に予診票を提出してください。
・直前に申込まれた方は、予診票を当日記入して頂き
ます。
◆申 込 み 役場保健福祉課保健係 ℡２－２５５１
電話番号

役場２−２３４５

７日 柳沼医師（一日診療・ワクチン接種）
８日 柳沼医師（一日診療）
２４日 片山医師（一日診療・ワクチン接種）
２５日 片山医師（一日診療）
整 形 外 科 ※整形外科の出張診療日は現在未定になっております。
月末には確定しますので、ご予約の際は病院へお問合
せ下さい。
眼
科
７月 ２日 花田医師（午前診療・予約制）
７月２３日 長岡医師（午前診療・予約制）
小 児 科
７月１８日 医師未定（午前診療）
●出張診療の日程等については、変更になる場合があります。
変更後の日程等については、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。
◆問合せ 町国保病院 ℡２－２２０３
産婦人科

７月

平成２５年度中山間地域等直接支払交付金
実施状況の公表について
平成２５年度中山間地域等直接支払交付金の事業実施状況につき
ましては、浜頓別町公式ホームページ及び役場産業振興課窓口にて
公表を行っております。
◆問合せ 役場産業振興課農業振興係 ℡２－２３４６

海上保安大学校・海上保安学校学生募集のお知らせ

海上保安庁は、平成２７年４月採用の職員（大学・学校学生）を
募集します。
◆採用予定人員（※は平成２５年度のものです。
）
◎海上保安大学校
※約 ４５名
◎海 上 保 安 学 校
・船舶運航システム課程 ※約１９０名
・情報システム課程
※約 ４０名
・海洋科学課程
※約 １０名
・航空課程
※約 １０名
☆採用後は職員となり給与を受給しながら学生として教育を受けます。
◎海上保安大学校 ４年間（卒業後の国際航海及び研修を含め５
年間の教育）
マラソン大会前日及び大会当日に全国各地から来てくれたランナ
◎海
上
保
安
学
校
１年間（情報システム課程のみ２年間）
ーや関係者に思い出に残る浜頓別町のお土産を売るために出店しま
◆平成２６年度採用試験日程
せんか？
☆第一次試験日
◆出店期間 ７月２６日（土）～２７日（日）
◎海上保安大学校
１１月１日（土）
、１１月２日（日）
◆出店条件 ・土産品を販売している業者
◎海
上
保
安
学
校
９月２８日（日）
・当日、責任を持って販売・発送できる業者
☆受付期間
◆出店場所 多目的アリーナ内
◎海上保安大学校
◆申 込 み ７月２日（水）までに町観光協会事務局（役場産業振
・インターネット ８月２８日（木）～９月８日（月）
興課商工観光係）へ申込みください。
・郵 送 ・ 持 参 ８月２８日（木）～９月１日（月）
◆問 合 せ 役場産業振興課商工観光係 ℡２－２３４６
◎海 上 保 安 学 校
・インターネット ７月２２日（火）～７月３１日（木）
・郵 送 ・ 持 参 ７月２２日（火）～７月２５日（金）
◆受験資格
〜海や川 危険もいっぱい ご用心〜
◎海上保安大学校…平成２６年４月１日において高等学校又は中
短い夏を満喫するために、海や川に出かける機会が多くなります。
等教育学校を卒業した日の翌日から起算して
水難事故を防ぐために、次の点に注意しましょう。
２年を経過していない者及び平成２７年３月
◆波の力で倒されたり、沖に流される危険があります。水辺で遊ん
までに高等学校又は中等教育学校を卒業する
でいる子供の近くにいて、目を離さないようにしましょう。
見込みの者等
◆海水浴場などの指定された場所で、自分の技量や体力に応じて泳
◎海
上
保
安
学
校…平成２６年４月１日において高等学校又は中
ぎましょう。
等教育学校を卒業した日の翌日から起算して
◆体調不良時や飲酒しての遊泳は事故のもとです。無理をしたり、
５年を経過していない者及び平成２７年３月
お酒を飲んで泳がないようにしましょう。
までに高等学校又は中等教育学校を卒業する
◆釣りをするときには、救命胴衣を着用して安全な場所を選び、高波
見込みの者等
時の防波堤、流れの速い岸辺や滑りやすい岩場などはやめましょう。
☆詳細は、
海上保安庁のホームページをご覧いただくか、
下記に問合せください。
◆水上オートバイは、遊泳区域に入らないことと、遊泳者などに注
◆問 合 せ 稚内海上保安部管理課 稚内市開運２丁目２番１号
意するなどの安全航行に努め、救命胴衣を必ず着用しましょう。
℡０１６２－２２―０１１８
◆問合せ 北海道警察本部地域企画課 ℡０１１－２５１－０１１０
ホームページアドレス http://www.kaiho.mlit.go.jp/

北オホーツク１００km マラソン大会で
出店しませんか？

多目的アリーナ２−４６６６

水難事故を防ぐため

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
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第３面
特定健康診査を受けましょう！
町民健康ドックのお知らせ
浜頓別町国保病院で健診が受けられます。今年度より日数が増えました。特に、国保にご
加入の方は特定健康診査受診をお勧めします。
☆改正点 ①日程が月 3 日に増えました！
②胃がん検診が胃カメラ検査・胃バリウム検査の２種類になりました！
③外科・内科、皆さんのかかりつけ医を選択する事が出来ます！
◆日 程 ７月１１日（金） 胃バリウム検査の日 締切：７月 ２日（火）
７月２５日（金） 胃バリウム検査の日 締切：７月１５日（火）
７月３０日（水） 胃カメラ検査の日
締切：７月２２日（火）
◆時 間 午前８時１５分～８時３０分
◆場 所 浜頓別町国民健康保険病院
◆対 象 ３０歳以上の町民（一部条件あり）
◆内 容・料 金
①基本健康診査（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）
２，９００円
…４０～７４歳（特定健康診査）は国保のみ
①－１（オプション）腹部超音波検査 １，５００円
②胃がん検診（胃バリウム検査）
２，８００円
（胃カメラ検査）
３，６００円
…経鼻カメラ（定員１名）も選択できますので、希望の方は申込み時にお知らせください。
③肺がん検診（胸部Ｘ線検査）
６００円
④大腸がん検診（便潜血検査）
３００円
⑤前立腺がん検診（血液検査）
８００円…男性のみ
⑥骨粗しょう症検診（踵部超音波検査）
２００円…女性のみ
⑦肝炎検診（血液検査）
８００円
…４０～７０歳で検査をしたことがない方
⑧エキノコックス症検診（血液検査）
２００円
…５年以上受けていない方
※①～⑧は選択できますが、①を受診しない場合診察料９００円が加算されます。
■お得ポイント１
国保加入者でセット受診（①－１を除き、①～④全て受診）の場合２，９００円の補助が
あります。
■お得ポイント２ ７０歳以上、生活保護世帯は無料です。
■お得ポイント３ 大腸がん検診・肝炎検診は、対象年齢の方は無料になります。
大腸がん検診：平成２７年３月末に４１、４６、５１、５６、６１歳の方
肝 炎 検 診：平成２７年３月末に４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０歳の方
■お得ポイント４
厄年健診：数え年で本厄の方は２，９００円の助成があります。
男性 ４２歳（昭和４８年生まれ）、６１歳（昭和２９年生まれ）
女性 ３３歳（昭和５７年生まれ）、３７歳（昭和５３年生まれ）
、
６１歳（昭和２９年生まれ）
◆定 員 各日程２名
◆申込み・問合せ
役場保健福祉課保健係

℡２－２５５１

第４面
ゆとりを持って、ゆっくり走ろう夏のドライブ
〜夏の交通安全運動〜
夏本番を迎え、各地で様々なイベントなどがあり、行楽に車で出掛ける機会も増えること
から、例年この時期は、スピードの出し過ぎや疲労による居眠り・脇見等による事故が増加
する傾向にあります。
また、子どもをはじめとした歩行者や自転車利用者の活動も活発となり、歩行者事故・自
転車事故の発生も懸念されます。
車でお出掛けの際は、ゆとりのある運転計画を立てるほか、一人ひとりが交通ルールの遵
守や思いやりのあるマナーの実践に心がけ、交通事故を防ぎましょう。
なお、北海道では、関係機関や団体と連携して、次のとおり『夏の交通安全運動』を実施
します。交通安全を願う道民の輪を広げ、安全で安心な交通事故のない社会を目指しましょ
う。
◆期
間 ７月１１日（金）から２０日（日）までの１０日間
◆重点項目 ・子どもと高齢者の交通事故防止
・速度の出し過ぎ、居眠りなど観光・レジャー型の交通事故防止
・自転車・二輪車の交通事故防止
☆毎月１５日は「道民交通安全の日」です。
ご家庭や職場などで交通安全の大切さを考える機会としましょう。
◆ドライバー、同乗者の皆さんへ
・「疲れ」を感じた時は、運転を中止して休憩し、居眠り運転やうっかりぼんやり運転に
よる交通事故を防止しましょう。
・速度の抑制、車間距離の十分な確保を心がけ、常に危険に対応できる運転をしましょう。
・シートベルトはもしもの時の命綱です。「近所までだから」、「慣れている道だから」
と油断せず、後部座席を含めたすべての座席でシートベルトを必ず着用しましょう。
また、６歳未満の幼児を乗車させるときは、必ずお子様の体格にあったチャイルドシー
トをしっかりと取り付け、ゆるみなどが生じないよう着用させましょう。
・デイ・ライト（昼間点灯）は自らの車の存在を他の車両や歩行者、自転車の利用者に目
立たせることにより、交通事故の防止に効果が期待できることから率先して実践しまし
ょう。
・飲酒運転は重大な交通事故につながります。飲酒が予想される場所には車で出掛けない
ようにしましょう。
また、周りの皆さんも運転者が飲酒することのないよう注意しましょう。
◆問 合 せ
北海道環境生活部くらし安全局道民生活課交通安全グループ
℡
０１１－２０４－５２１９（直通）
ＦＡＸ ０１１－２３２－４８２０
北海道警察本部交通部交通企画課
℡
０１１－２５１－０１１０（内線５０６２）

