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� 0164-62-1211(代表)
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　　　1件)(　　　1件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　1人)(　　　1人負 傷 者
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　　21件)(　　　21件救 急 出 動

　　20人)(　　　20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1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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　福祉課国保医療年金係 � 62-1211 (内線125)

　国民健康保険制度の改正により、平成21年1月1日以
降に出産された国民健康保険加入者の世帯主に支給さ
れる出産育児一時金の支給額が、38万円に引き上げら
れました。
　これは、通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性まひと
なった小児に補償金を支払う産科医療補償制度がス
タートし、保険料（掛金）相当額（3万円）が分娩費用に加
算されるため、現行の一時金に3万円を加算して負担を
軽減しようとするものです。
　出産育児一時金の申請は、事前
に受取代理の申請を行うのが一般
的です。分娩予定の医療機関が産
科医療補償制度の加入機関である
確認と、受取代理の申請を忘れず
に行ってください。詳しくはお問
い合わせください。
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・産科医療補償制度に加入する医療機関での分娩。
・在胎週数22週に達した日以降の出産であること。
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　平成21年4月1日より、液晶テレビ・プラズマテレビ・
衣類乾燥機の3品目が新たに家電リサイクル法の対象
品目に追加されるため、粗大ごみで収集することはで
きません。不要となる場合は、家電販売店に回収の申
込みをし、リサイクル料金などを支払い引き取っても
らうことになります。

�������	4月までに各メーカーが公表します
������　それぞれの申込先で確認してください

「分別のてびき」の乾燥機の分別区分が「粗大ごみ」となって
いましたが、4月からつぎのとおりとなります。
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　町民課環境衛生係 � 62-1211 (内線106)
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　福祉課国保医療年金係 � 62-1211 (内線127)

　国民年金には、特例免除制度があります。
　特例免除とは、通常であれば審査の対象となる本人
の前年所得を除外して審査を行い、保険料の納付が免
除されるものです。申請時に雇用保険受給資格者証や
離職票など公的機関の証明書の写しを添付すると、本
人の前年所得は審査対象外となります。
　申請する年度または前年度に失業（離職）、倒産、事
業の廃止、天災などが原因で国民年金保険料を納める
ことが困難な方が対象となります。
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　ハローワーク留萌 � 0164-42-0388
　雇用助成金さっぽろセンター � 011-709-2311

　国の「安心実現のための緊急総合対策」として、平成
20年12月1日より中小企業の雇用維持等創業支援を目
的に、助成金の制度創設及び助成内容の拡充が行われ
ています。詳しい内容はお問い合わせください。
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�企業収益の悪化などにより中小企業事業主が休業等
　を行った場合、休業手当相当額の5分の4を助成
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�新たに特定の事業で創業する事業主に対し、創業経
　費及び労働者雇い入れ経費の一部を助成
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�65歳以上の方を雇い入れた場合に賃金の一部を助成
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�中小企業が障がい者を雇い入れた場合の賃金助成
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�介護未経験者の職場定着のため、賃金の一部を助成
�����������

�中高年齢者、若年者の対象年齢の範囲を拡充
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　3月27日(金)  午前9:00～正午

　川北老人福祉センター �62-1424

国民健康保険税（第8期分）
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　ペットは、人の心を癒し心を豊かにする存在として
多くの人に飼われています。しかし、一部の心無い飼
い主のマナー違反による苦情やトラブルが見られます。
　飼い主の方は、他人に迷惑をかけないペットの飼い
方を心がけてください。

・犬を散歩させる場合は必ずリードをつけ、人に危害を
加えたり、犬が他人の敷地に入り込まないようにして
ください。
・排せつのための散歩はやめましょう。また、糞は必ず
自宅に持ち帰り処理してください。
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　町民課環境衛生係 � 62-1211 (内線106)

※福祉課または留萌社会保険事務所で申請することが
できます。必要書類などはお問い合わせください。

世帯主の
前年所得

配偶者の
前年所得

申請者（本人）
の前年所得

審査対象審査対象審査対象一般の免除申請

審査対象審査対象�����
申請者（本人）が失業し
たことによる特例申請

注）配偶者または世帯主が失業した場合にも、それぞれ所得審査対象外となります。



������

　はぼろ学講座実行委員会 � 62-2365（菊池）
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　あなたはどれだけ「はぼろ」の事を知っていますか。
町民でつくる実行委員会が企画し、羽幌の成り立ち、
自然・動植物、生活・文化を学びます。受講料は無料
でどなたでも参加いただけます。

��　2月25日(水)　午後7:00
��　北海道海鳥センター
���山崎 永尋氏（中留萌地区農業改良普及センター）
※申込はいりません。直接会場へお越しください。
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　寒いとどうしても家に閉じこもりがちになってしま
いますが、元気に外へ飛び出しませんか？スキーやス
ノーボードに乗る人はもちろん、乗らない人も雪山で
冬のひと時を過ごしましょう。

��　2月22日(日)　午前9:45
��　町民スキー場びゅー
�������

�ゲーム
�リフト無料開放、歩くスキーコース開放
�ぶた汁提供
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　町民スキー場びゅー � 62-6800
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　この運動は、住民一人ひとりに火災の恐ろしさにつ
いて認識していただくとともに、出火の絶無と火災に
よる死傷者の発生を未然に防止することを目的として
います。特に今年は複数の死者を伴う火災が多発して
おり、住宅用火災警報器が設置されていれば多くの人
命が救われた可能性が指摘されています。
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�火災発生の絶無　　　�火災による死亡事故の絶無
�危険物等の事故防止　�防災家族会議の推進
�防火機器（住宅用火災警報器など）の普及推進
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�寝たばこは、絶対にしない。
�ストーブの周りには燃えやすい物は置かない。
�ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。
�逃げ遅れを防ぐために住宅用火災報知器を設置する。
�寝具や衣類からの火災を防ぐため防炎品を使用する。
�火災を小さいうちに消すため住宅用消火器を備える。
�お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所
の協力体制をつくる。
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　北留萌消防組合消防署予防課 � 62-1246
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一部電気部品の劣化により事故に至る危険性がありま
す。直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してくだ
さい。品番をご確認のうえ、購入店または下記お申し
出窓口までご連絡いただきますようお願いいたします。
すでに廃棄されたお客様も連絡をお願いします。
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　町民スキー場びゅー � 62-6800

　3月からつぎのとおり開設時間が変更になりますの
で、お間違えのないようご注意ください！

�火・木・金曜日 午後6:00～午後8:30
�土曜日 午後1:00～午後5:00、午後6:00～午後8:30
�日曜日 午後1:00～午後5:00
�月・水曜日 休場
※3月1日(日)は午前10:00から開場しますが、スキー大
会開催のため、コースに一部制限があります。
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　道内では、路面凍結による車両スリップが原因と見
られる交通事故が多発しています。冬道の安全運転の
ため、次の場所では特に注意しましょう。
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�日陰が多く、ブラックアイスバーンになっている。
����

�吹きっさらしの路面は凍結している可能性が高い。
������

�車から発生する熱で路面が滑りやすい。
�������	

�わだちにハンドルがとられ、横滑りしやすくなる。
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　羽幌警察署 � 62-1110
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受付時間：午前9:00～午後6:00（携帯電話・PHSからもご利用いただけます)
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　町民課環境衛生係 � 62-1211 (内線106)

　昨年10月1日より、留萌市内の大型店4店舗でレジ袋
の無料配布が中止され、羽幌町内でもマイバックを利
用する姿を多く目にするようになりました。また、3月
からは町内の一部のスーパーでもレジ袋削減に向けた
活動を始めるそうです。
　この活動は、使用後にごみとなることが多いレジ袋
の使用を減少させ、ごみ処理に係る経費を削減すると
ともに、石油製品であるレジ袋を減らして環境・資源の
保護を行おうとする活動の一
環です。
　未来へ環境・資源を引き継ぐ
ため、ごみの減量化やマイ
バック・マイふろしきの利用に
ご協力ください。
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　今年は例年に比べ降雪量が減っておりますが、天候
の変化で気温が高い状態が続くと、落雪事故の発生が
予想されます。特に、落雪の危険を理解していない子
どもたちについては十分な注意が必要です。
　通学途中や遊んでいる時など落雪事故が予想される
場所には近づかないよう子どもたちに注意するととも
に、危険な場所や行為を見かけたときはご連絡をお願
いします。
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　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　10月1日以降に引き渡される新築住宅には、法律によ
り事業者に保険か供託が義務付けられます。住宅を購
入する際は、その住宅にきちんと保険加入や供託の措
置がとられているか忘れずに確認しましょう。
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　10月1日以降に引き渡す新築住宅には、瑕疵担保責任
の履行のための保険加入か保証金の供託が必要です。
特に保険は工事中に検査を行うので、着工前にお申込
みください。また、制度の概要やパンフレットも配布
しておりますのでお問い合わせください。
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　建設水道課管理係 � 62-1211 (内線314)
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　この度、羽幌母子友の会から「カラオケ機器」「移動式
放送機器」「会議用ホワイトボード」が中央公民館に寄
贈されました。
　カラオケ機器については、1月に開催されたいちい大
学の「新年の集い」が初めての使用となり、大学生が
楽しく歌い音響の良さに驚い
ていました。
　これからの公民館サークル
などでも有効に使わせていた
だきます。ありがとうござい
ました。
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　社会教育課社会教育係 � 62-5880



　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。

��　3月19日(木)　午後1:３０～午後4:00
��　勤労青少年ホーム
���　秋山 俊一 氏
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　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311
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健康センター午前9：30～苺くらぶ  2日(月)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル  4日(水)

健康センター午後1：00～乳児健診  4日(水)

健康センター未定特定健診結果説明会  5日(木)

健康センター未定特定健診結果説明会  6日(金)

健康センター未定特定健診結果説明会  9日(月)

健康センター午後12：30～3歳児健診11日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ12日(木)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル18日(水)

健康センター午後12：30～1歳6カ月児健診18日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ19日(木)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ30日(月)

　あいあいサークルを除き、対象となる方にはお手紙
で通知しています。あいあいサークルの参加を希望さ
れる方は、事前に電話でお申し込みください。

�������	　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

　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。

��　3月10日(火)　午前9:00～正午
��　役場 会議室
������　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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　北海道海鳥センター � 69-2080
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　町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)

　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。
　請求の際には、印鑑や通帳等必要なものがあります
ので事前にお問い合わせすることをおすすめします。

���3月12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
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　糖尿病の予防及び治療に関する知識の普及を目的に
開催します。ぜひご参加ください。

���3月7日(土)　午後2:00～午後4:00
���留萌市中央公民館（留萌市見晴町2丁目27）
���講演
・メタボや糖尿病はどうしてなるか？
・メタボや糖尿病は本当に怖いのか？
・メタボや糖尿病の予防のためおすすめの食事とは？
・今日からの運動や生活習慣をどうしていくべきか？
���無料
���100名
���北海道糖尿病対策推進会議・北海道医師会ほか
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　留萌市はーとふる � 0164-42-2558
　留萌保健福祉事務所 � 0164-42-8326

������　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。

��　3月23日(月)
��　ストレッチ体操
��　動きやすい服装でお越しください。
��　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)
　　　※健康手帳をお持ちの方は、ご持参ください。
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　今年も海鳥デザインコンテストを行います。今回は
海鳥保護や海洋環境保全のメッセージが伝わるように
デザインされた「海鳥切手」のデザインを募集します。
部門名は呼称ですので、自由なデザインをお待ちして
います。ふるってご応募ください。

�����オロロン鳥部門（高校生以上）
　　　　　ケイマフリ部門（中学生以下）
����　
　イラストやコンピューターグラフィックなど自由な
形式で、正方形枠内（最大15cm×15cm）に描画してく
ださい。(切手サイズに縮小されることを考慮してデザ
インしてください。)
����　郵送による。（Eメールでの応募は受け付け
ません。画像データの場合、住所・氏名等必要事項を添
付しメディアに保存のうえ郵送してください。）
����　3月10日まで（必着）

※1人3点まで応募可とします。詳しくはお問い合わせ
ください。

　羽幌町近郊の旬の自然をゆるゆると楽しむ観察会。
豊かな自然とのんびり向き合ってみませんか？

��　3月15日(日)　午前9:00～正午
��　北海道海鳥センター
���どなたでも参加いただけます。
���　100円（保険代）
������　双眼鏡（あれば）
����　3月12日(木)
※暖かい服装でご参加ください。
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　北海道海鳥センター � 69-2080
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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、
今回は北留萌消防組合消防署による講話を行います。
健康相談も行いますので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。

��　3月24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
����　3月17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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　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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