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　行政サービスコーナーは、平成１７年６月よりハート
タウンはぼろ内に開設し、住民票発行などの業務を
行ってきたところですが、この度、３月３１日(月)をもち
まして業務を終了させていただくこととなりました。
　ご利用のみなさまには大変ご不便をおかけしますが、
ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
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　町民課総合受付係 � 68-7003 (課直通)
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　全国健康保険協会北海道支部 � 011-726-0352

　自動車などの運転に支障を及ぼすおそれのある一定
の病気(てんかんや認知症など）に該当する運転者対策
として、次のとおり道路交通法が改正されます。
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�免許証の更新時等に病状に関する「質問票」の提出を
義務付け
→虚偽記載した場合、罰則が設けられています。
�診察した医師からの任意の届出制度
→医師は、一定の病気等に該当すると診察した場合、
その診察結果を届出ることができます。
�免許の効力の暫定停止制度
→一定の病気等の疑いがある方の運転免許が暫定的に
停止されます。
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　羽幌警察署 � 62-1110
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　羽幌町では、地域の医療を守るため、将来、羽幌町内
の医療機関に看護師または助産師として勤務しようと
する人に、修学資金の貸付をしています。
　詳しくはお問い合わせください。
　

�����学校若しくは養成所に在学中又は入学が決
定している者で、卒業後、看護師または助産師の資格
を取得し、羽幌町内の医療機関に勤務しようとする者。
�����月額　50,000円以内　無利子（毎月交付）
�����6年以内(学校または養成所の正規の修学年 
数の範囲内)
���羽幌町内の医療機関に勤務した期間が、修学資
金の貸付を受けた期間に達した時(全額免除)など
���資格取得後、羽幌町内の医療機関に勤務しな
かった場合など返還する期間は、貸付を受けた期間を
上限とします。
�����随時受付しています。
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�すこやか健康センター内
　福祉課保健係 � 62-6020
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　町では、お風呂のないご家庭に「いきいき交流セン
ター（はぼろ温泉サンセットプラザ）｣の入浴割引券を
お渡しします。忘れずに申請してください。

���　羽幌町に住所があり、お住まいにお風呂がな
　　　い方(間借り・アパート・借家を含みます)
�������	

・健康保険証などの身分を証明できるもの
・印鑑(シャチハタ印は不可)
���　役場1階 総合窓口
���������※乳幼児(3歳以下)は無料です。

・大人(中学生以上)　�����※割引額 130円�

・小人(小学生以下)　 �����※割引額 210円�
����　平成26年4月1日～平成27年3月31日
���������	
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住民の健康を増進する場として町が「はぼろ温泉サン
セットプラザ」内に設置している公の施設です。
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　　　1件)(　　　0件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　1人)(　　　0人負 傷 者
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　　60件)(　　　31件救 急 出 動

　　58人)(　　　30人搬 送 人 員

　　　0件)(　　0件火 災 件 数

0円)(　　0円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者

　羽幌警察署並びに消防署から2月の各件数などのお
知らせです。
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　町民課町民生活係 � 68-7003 (課直通)
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　平成２5～２7年度実施の個人住宅のリフォーム、修繕、
除去工事に対する助成について、新年度の申込み受付
期間などをお知らせします。助成対象に該当する工事
をお考えの方は、ぜひ、ご活用ください。

�����一律 20万円（助成は同一世帯につき1回限り）
�������	
������������

※設計費や外構工事費（通路舗装、庭園、車庫など）、消
費税などは助成対象外です。

�������	
��35件(改修)・5件(解体)
※解体工事申込件数により改修工事件数を調整します。
※申込者が多数の場合は、抽選により助成対象者を決定します。

�������4月1日（火）～4月14日（月）
����

�原則、改修・解体工事に着手する前に申請が必要です。
該当する工事内容や手続きなどの詳しい内容は、町民
課または町内業者へお問い合わせください。
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　町民課住宅係 � 68-7003 (課直通)

・羽幌町に住民登録がある方
・町税及び使用料を滞納していない方
　※Ｈ22～Ｈ25に助成を受けた世帯は対象外

対象者

・本人または親族が所有している住宅
・現在、本人が居住している住宅
　※解体工事は現在居住していなくても対象

対象住宅

・増築工事
・改修工事
・除去工事
・修繕および模様替え工事

対象工事

・町内の業者
 (町内に主たる事業所等のある業者、建設・解体工事
を業としている町内の個人事業主）

施工業者

・100万円を超える工事であること
 (他から補助を受ける場合、その額は工事費用に含ま
ない場合があります）

工事費用

　平成26年度の健康保険料率は、準備金を取り崩して
据え置くこととしましたが、介護保険料率については、
介護給付費が年々増加しているため、1.72％に引き上
げざるを得ない状況となっております。
　ご理解をいただきますようお願い申し上げます。

��������������(据置き）
�������������(平成25年度1.55％）
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　平成26年5月～10月の期間中に町内の各体育施設の
定期利用を予定しているサークル・団体は、使用団体登
録票を提出してください。
※平成25年度使用団体には個別にお知らせしています。
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�総合体育館アリーナ　�羽幌中学校体育館
�スポーツ公園　　　　�南町グラウンド
�テニスコート　　　　�武道館　 

�����4月4日（金）
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　（総合体育館アリーナ） 総合体育館 � 62-6030
　（その他の施設） 社会教育課社会教育係 � 62-5880

　春は、引っ越しや、片付けなどで、一度に多量のごみが出ることの多い季節でもあり
ます。　ごみステーションに、1軒で一度に多量のごみを出すと、共同で使用している他
のご家庭の迷惑となります。また、粗大ごみは、1回に回収する量は3個までです。
　一時的に多量のごみが出た場合は、廃棄物の収集運搬許可業者へ連絡し適正な取り扱
いをされますよう、ご協力をお願いします。
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� 町民課環境衛生係 � ６8-7003（課直通）

電話番号(住   所)一般廃棄物収集運搬許可業者名

62-2018(南大通4)（有）広栄重機 

62-4654(朝日)（有）工藤清掃事業所

62-1491(寿町)（有）竹内重機運輸

62-1338(港町3)（有）苫前砂利

62-2668(北大通2) 大黒運輸（株）

62-2081(北大通2) 羽幌機材工業（有）☆

(天売)       01648-3-5116 天売小型運輸（有）

(焼尻)  　 01648-2-3560（株）焼尻小型

☆発泡スチロールのみ収集
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　町では、公共下水道区域以外で合併処理浄化槽を設
置する方に対し、その工事費の一部を補助しています。
申請方法など詳しくはお問い合わせください。
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　台所や洗濯、風呂などから出る生活雑排水をし尿と
あわせて処理する浄化槽のこと
������

　天売・焼尻・築別・曙・朝日の一部・寿町の一部・
中央・平・上羽幌・高台・汐見地区
�����
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　町民課環境衛生係 � 68-7003(課直通)
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411,000円352,000円5人槽

514,000円441,000円6～7人槽

686,000円588,000円8～10人槽
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　北海道も4月に入るとだんだんと暖かくなり、長かっ
た冬に終わりを告げ春本番を迎えます。上川・留萌管
内のアメダス観測所の平年値をみると、4月中に冬日(
日最低気温が0℃ 未満)を脱し、市街地の積雪も日ごと
に減ってきます。
　一方、山間部にはまだ多くの積雪が残っていますが
徐々に融雪が進み、沢の増水や雪崩の危険性が高くな
ります。登山や川釣り、春スキーなど楽しまれる方は、
危険なところには近づかないようにしましょう。
　また、小さな川や用水路であっても油断は禁物です。
子どもが川辺で遊んでいるときは、注意を呼びかけま
しょう。
　気象台では、雨が降る量や雪の解ける量を考慮し、
「融雪注意報」、「洪水注意報・警報」、「なだれ注意報」
を発表して注意を呼びかけます。お出かけの際には、
最新の気象情報の確認を！
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　旭川地方気象台 � 0166-32-7102
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　自衛隊留萌地域事務所 � 0164-42-4650

　6月4～8日に札幌市で開催されるYOSAKOIソーラン
祭りの審査員を募集しています。希望される方はご応
募ください。
　

��　平成26年6月4日(水)～8日(日)
��　札幌市 大通公園ほか
����　120名
����　
・真剣に演舞を審査していただける方
・平成26年6月時点で中学生以上の方
・チーム関係者以外の方
・6月7・8日の指定された時間(いずれか1日)に審査可能
な方
����　4月25日(金)必着
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　YOSAKOIソーラン祭り実行委員会 � 011-231-4351

　次のとおり予備自衛官補を募集しています。詳しく
はお問い合わせください。
　
����

�一般公募�18歳以上34歳未満の者
�技能公募�18歳以上であって下記の国家免許資格等
　　　　　を有する者
��������[衛生・語学・整備・情報処理・通信・電気・建設]
��������	

�第1回　4月2日(水）/ 4月11日(金)～15日(火)
�第2回　9月19日(金) / 10月3日(金)～6日(月)
�����筆記試験、口述試験、適性検査、身体検査
�������	
�

　一般社会人や学生の方を予備自衛官補として採用し、
教育訓練修了後、予備自衛官として任用する制度です。
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左同
給与収入金額×5％+170万円

1,000万円超～
1,500万円以下

�����1,500万円超

�先月号に続き、平成26年度から適用される個人住民
税の税制改正についてお知らせします。

��������	
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�公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者
が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の町・道民税
の申告書の提出が不要となりました。
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�その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える
場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設け
られました。

������

　財務課税務係 � 68-7002 (係直通)

※ご注意　年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(夫
)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書の提出をしなかった方
は「寡婦(夫)」の控除が適用されません。控除の適用に当たっ
ては、確定申告または住民税申告が必要となります。
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　�バラ園、朝日公園　
　産業課観光振興係 � 68-7007 (課直通)
　�スポーツ施設　
　中央公民館内　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　次のとおり臨時職員を募集します。希望される方は
ご応募ください。

������はぼろバラ園、朝日公園（4名）
　　　　　�スポーツ公園ほかスポーツ施設 (4名)
����　施設・設備の維持管理
����

・羽幌町に住所を有し、通勤可能な方（在住予定者含む）
・普通自動車免許を有する方
・刈払機の取扱い経験がある方
����　午前8:45～午後5:30（休憩1時間）
����　平成26年5月1日～平成26年10月31日
　　　　　※土曜・日曜・祝日を除きます。
��　日額 7,000円
����社会保険、雇用保険、非常勤公務災害に加入
����

　市販の履歴書(顔写真貼付)に必要事項を記入し、期限
までに下記の応募先まで持参してください。※郵送不可
����

��バラ園、朝日公園→随時面接を行いますので応募
受付は平日の午前9:00～午後5:00(正午～午後1:00を除
く)とします。
��スポーツ施設→後日、面接日を文書にて通知します。
���

��バラ園、朝日公園→役場内産業課観光振興係(3Ｆ)
��スポーツ施設→中央公民館内社会教育課
�����平成26年4月4日(金) 正午まで
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　年金の加入状況の確認、納付書や年金手帳の再発行
依頼など年金に係る相談を受け付けています。
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　希望される方は、相談日の一週間前までにご予約く
ださい。（定員になり次第、締め切る場合があります）

���4月10日(木)　午前10:00～午後4:00
��　役場4階 大会議室
�������	
　
　日本年金機構留萌年金事務所 � 0164-43-7211
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　行政に関することでわからないことがあれば、お気
軽にご相談ください。相談内容の秘密は厳守されます。

��　4月9日(水) 　午前10:00～正午
��　役場1階 相談室
�������町民課総合受付係 � 68-7003 (課直通)
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　住民のみなさんの心配ごとへの対応として、心配ご
と相談所を毎月1回開催しています。

��　4月21日(月) 　午後1:３０～午後4:00
��　勤労青少年ホーム

������　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311
�������	
　中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　羽幌町在住の60歳以上の方のための大学です。生き
がいのある充実した生活をつくるための学習と交流の
場です。あなたもいちい大学に入学しませんか。

���町内の60歳以上の方
���月2回程度の学習のほか修学旅行や運動会など
����無料（ただし、学生自治会費など若干必要です)
�����3月31日(月)まで

　次のとおり国家公務員の採用試験の申込受付をしま
す。詳しくはお問い合わせください。
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インターネット申込期間：4月1日(火)～8日(火)
�������	
��

インターネット申込期間：4月9日(水)～21日(月)
�������	
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インターネット申込期間：6月23日(月)～7月2日(水)

������

　人事院北海道事務局第二課試験係 � 011-241-1248
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　福祉課社会福祉係 � 68-7004 (課直通)

　���������	
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　ママさんがいろいろなことを学ぶ事ができる講座
を開催しています。興味のある講座に参加してみて
ください。詳しくは、ホームページ等でご覧ください。

������　
和田 � 090-1542-5432 � �������	���
���������	��　
土屋 � 090-2870-6929

��������

羽幌ままなびHP　http://www.c-sqr.net/c/cs32357/
Facebookページ　「羽幌ままなび」

　町内で行われる保健事業や子育て教室などの日程を
お知らせしていますが、現在、関係機関と調整中のた
め、日程が決まっていません。決定後は、羽幌町ホーム
ページのイベント・行事カレンダー、羽幌町保健事業予
定表（別途配付）でお知らせします。

������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020
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　親子で参加できる子育て教室です。楽しい子育ての
輪、お友だちの輪を広げましょう。

��　毎週火・金曜日 　午前9:３０～午前11:00
　　　���������	
����
��　すこやか健康センター
��　幼稚園・保育園に未入園のお子さんと保護者
��　自由遊び、保育士による手遊びほか

　年齢や障がいの種類、障害者手帳の有無は問いませ
ん。無料で相談できますので気軽にご利用ください。

��　毎週 水曜日　午前9:0０～午後5:00
��　川北老人福祉センター
�������	


　NPO法人　ウェルアナザーデザイン
　� 0164-56-1662/080-5723-9264(携帯電話)
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　道立羽幌病院については、土・日曜日及び祝日を含め
救急診療に対応しています。

������　加藤病院
                (南6条5丁目)
　　　　   � 62-1005
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�旧NTT羽幌営業所前　　　　　午前9:0０～午前１0:2０

�留萌信用金庫羽幌支店駐車場　午前１０:40～正午

�すこやか健康センター前　　　午後1:15～午後2:30

�羽幌町役場前　　　　　　　　午後2:50～午後4:30
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�北海道銀行羽幌支店前　　　　午前9:0０～午前１0:2０

�北るもい漁業協同組合前　　　午前１０:40～正午

�（株）道北土木前　　　　　　　午後1:15～午後2:30

�道立羽幌病院駐車場　　　　　午後2:50～午後4:30
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8月5、6日 / 平成27年1月27、28日

　平成26年度巡回移動献血車の日程は次のとおり3回
の予定です。みなさんのご協力をお願いします。
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������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020

�����

　保健師と栄養士による健康相談です。毎月開催して
います。現在、日程調整中です。決定後は、羽幌町
ホームページのイベント・行事カレンダー、羽幌町保健
事業予定表（別途配付）でお知らせします。




