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　国民年金保険料の納め忘れが続くと、老後に受ける
老齢基礎年金が減額されたり、最悪の場合、受け取る
ことができなくなります。また、万が一病気やケガで
障がいになったときの障害基礎年金や、一家の働き手
が家族を残して亡くなった場合の遺族基礎年金が受け
られない場合もあります。
　年度末を控え、社会保険庁から送付されている納付
書をお確かめのうえ、納め忘れがあった場合は大至急
お近くの金融機関などで納付してください。
　なお、納付書を紛失し、
納めたくても納められな
いという方は、再発行で
きますのでお気軽にお問
い合わせください。
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　留萌社会保険事務所　� 0164-43-7211

　羽幌町外2町村衛生施設組合の条例改正が行われ、
4月1日からし尿処理手数料(汲み取り料)と動物残滓処
理手数料を改定します。
　し尿処理手数料の改定は収集量の減少と燃料費等の
高騰によるもので、動物残滓処理手数料は、これまで
大・中・小の区分しかなかった動物死骸処理手数料に、
解体されたものは重量に応じた負担となるよう改定し
たものです。
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（市街地区）
　　20リットルあたり　131円 ⇒ 141円
（離島地区）
　　20リットルあたり　148円 ⇒ 158円
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�5キログラムごとに210円

※「動物残滓」とは、動物を解体した後の、頭や皮などの
残ったもののことです。
　処理については、直接きらりサイクル工房へ搬入し
ていただくことになります。
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　羽幌町外2町村衛生施設組合　� 68-1001
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　　　2件)(　　　1件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　2人)(　　　1人負 傷 者
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　　60件)(　　　26件救 急 出 動

　　59人)(　　　25人搬 送 人 員

　　　1件)(　　0件火 災 件 数

9千円)(　　0千円損 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月における各件数な
どのお知らせです。
　日中は雪も解けて路面が出ているところも多いです
が、夜間は再び凍結します。運転の際はご注意を！
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　3月は、冬型の気圧配置も長続きしなくなり春の訪れ
を実感できる日もありますが、日本海で低気圧が急速
に発達した後に冬型の気圧配置が強まって真冬に逆戻
りし、海や山は大荒れとなり日本海側を中心に大雪と
なることもあり注意が必要です。

　今月の気象台一口メモは「黄砂」についてのお話です。
黄砂は、春先に多く観測されることから「春の訪れ」
を象徴するものとして報道されることもありますが、
あまりありがたいものではありません。黄砂は、主に
大陸の乾燥地帯や黄土地帯の地表面の砂じん（微細な
砂粒）が強風によって大量に舞い上がり、西風によって
日本、中国、朝鮮半島など広い範囲に拡散し、ゆっくり
と降下する現象です。大陸に近い西日本や日本海側を
中心に3月から5月にかけて観測されることが多いです。

　旭川や留萌では2005年4月以来、黄砂は観測されてい
ませんが、2002年には旭川で9日（3、4月で８日）、留
萌で6日（3、4月で5日）も観測されています。気象台
では、交通機関や日常生活に大きな影響を及ぼすよう
な黄砂を観測したり、予想したときには「黄砂に関する
気象情報」を発表し注意を促します。
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　旭川地方気象台防災業務課　� 0166-32-7102
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　毎月老人福祉センターで実施している、納税出張窓
口の開設時間が変わります。近年、口座振替制度が広
く周知され、振替納付を利用されている方が増加して
いることに加え、納税出張窓口を利用される方の多く
が午前中であることから、つぎのとおり開設時間を変
更します。ご理解とご協力をお願いします。
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　3月開設分まで　午前9:00～午後1:00
　4月開設分から　午前9:00～正午

※4月の開設日程は下記をご覧下さい。
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　北海道労働局雇用均等室　� 011-709-2715
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　少子高齢化、労働力減少社会でパートタイム労働者
がその能力を一層有効に発揮することができる雇用環
境を整備するため、パートタイム労
働法が改正され、4月1日から施行さ
れます。
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　現在の子どもたちの生活実態を過去と比較すると、
就寝時間は遅くなり、朝食をとらないなど生活の乱れ
が指摘されています。こうした基本的生活習慣の乱れ
は、学力や体力低下をもたらすとともに、非行の一因
ともいわれています。子どもの望ましい基本的生活習
慣を育成し、生活リズムを向上させ、読書や外遊び、ス
ポーツなど様々な活動にいきいきと取り組めるよう 
「早寝早起き朝ごはん」を実践しましょう。
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　社会教育課社会教育係 � 62-5880



　一人乗り小型漁船での船外転落事故が多発している
ことから、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則が
改正され、平成20年4月1日から携帯電話等連絡手段の
確保の有無にかかわらず、航行中かつ漁ろう中の小型
漁船に1人で乗船される方には、ライフジャケットの着
用が義務付けとなります。これに違反した場合、6カ月
以内の免許停止等の処分の対象となり、再教育講習を
受講していただくことになります。
　不慮の事故に備え、漁ろう中に
限らず日頃からライフジャケット
の着用を心がけてください。
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�������北海道運輸局�
　船員労働環境・海技資格課　� 0134-27-7189
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　http:// www.mlit.go.jp/maritime/lifejacket/index.html
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　毎月、役場を会場に年金相談を開催していますが、
相談者が一度に集中すると長い時間お待たせする場合
があります。そこで、利用する方は事前に予約するこ
とをおすすめします。予約されますと優先して相談を
お受けしますので待ち時間がありません。
　予約方法は直接社会保険事務所に電話するか、役場
窓口にある「相談予約票」で申し込んでください。

���4月10日(木)　午前10:00～午後4:00
��　役場4階 大会議室
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　留萌社会保険事務所 � 0164-43-7211

　行政についてわからないことなどがあれば、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8日(火)　午前9:00～正午
��　老人福祉センター
������　弓庭 登 氏
������

・苦情がある、困っていることがある
・苦情を申し出たが、説明や措置に納得がいかない
・手続き、サービスなどで制度や仕組みがわからない
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　町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)
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　自衛隊留萌地域事務所　� 0164-42-4650
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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りだすための学習と交
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
����無料(但し、学生自治会費など若干必要です)
�����3月31日(月)まで

�������	
�

　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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　自衛官としての経験がなくても予備自衛官になれる
予備自衛官補を募集。詳細はお問い合わせください。
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(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、次の国家免許資格等
を　　　　　  有する者
                  �����������	
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�����4月19日(土)・20日(日)・21日(月)のうちいず
　　　　　れか1日
�����筆記試験、口述試験、適性検査、身体検査
�����4月14日(月)
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　あいあいサークルの参加を希望される方は、事前に
お電話でお申し込みください。
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　道立羽幌病院保健医療連携室　� 62-6060
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健康センター午前9：45～あいあいサ～クル  9日(水)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル23日(水)

�������	　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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　外出する機会の少ない高齢者のための健康教室です。
今回は「頭の体操」と題して、すこやか健康センター
の保健師による講話と軽い運動を行います。気軽に楽
しみながらご参加ください。送迎バスも運行しますの
で、ご利用の方は申し込みの際にお知らせください。

��　4月22日(火)　午後1:30から
��　はぼろ温泉サンセットプラザ
���　入浴料 550円（回数券・割引券使用可）
����65歳以上で温泉入浴に支障の無い方
����　4月15日(火)まで
�������	
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　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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栄町南団地バス停前　午後1：０５

栄町団地バス停前（旧道立病院）　午後1：０8

東出商店前（幸町）　午後1：10

沿岸バス羽幌ターミナル前（旧駅）　午後1：15

喫茶店イフ前（南大通3）　午後1：17

朝日生命前（南大通1）　午後1：20

　道立羽幌病院については土・日曜日及び祝祭日を含
め、救急診療を行っています。

������　加藤病院(南6条5丁目)
　　　　   � 62-1005
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　道立羽幌病院では、羽幌町および近隣にお住まいの
妊婦さんの負担軽減を目的として、留萌市立病院の協
力をいただき、助産師による妊婦健診（ミルキー外来）
をスタートさせました。

����　血圧･体重測定、尿検査、腹囲･子宮底計測、
　　　　　胎児心拍の確認、保健指導、個別相談など
����　留萌市立病院での出産を予定している妊婦
　　　　　さんで、道立羽幌病院の助産師が行う妊婦
　　　　　健診を希望する方の、妊娠週数16･24･28･
　　　　　32週を目安とした4回の健診を対象。
���　毎週火曜日の午前中(予約制)
��　1回30分程度の予定
��　1回3,500円(税込)
����　留萌市立病院での妊婦健診の受付時に、外
　　　　　来窓口にお申し出ください。

������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

　保健師と栄養士による健康相談です。町内在住の方
なら誰でも利用できます。毎回軽い運動と体重・体脂
肪測定、血圧測定、健康の話をしています。

��　4月25日(金)
��　川北老人福祉センター (午前10:00～午前11:30)
　　　すこやか健康センター (午後1:00～午後3:00)
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　羽幌町社会福祉協議会では、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。どうぞお気軽にご利用ください。

��　4月21日(月)　午後1:３０～午後4:00
��　勤労青少年ホーム
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　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311




