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� 0164-62-1211(代表)
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　日本政策金融金庫（国民生活事業）では、セーフティ
ネット貸付の更なる拡充により、中小企業のみなさん
への支援体制を一層強化します。お気軽にご相談くだ
さい。
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　日本政策金融公庫旭川支店 � 0166-23-5241
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融資額利用できる融資制度対象となる方

4,800万円以内経営環境変化資金
社会的・経済的環境の変化
等により、売上や収益が減
少した方

別枠4,000万円以内金融環境変化資金
金融機関の経営破たんなど
により、資金繰りに困難を
きたしている方
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�留萌労働基準監督署 � 0164-42-0463
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　平成21年度から、労働保険の年度更新時期が社会保
険の算定基礎届の提出期間と統一され、つぎのとおり
となります。
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�　6月1日～7月10日
※労働保険料の算定対象期間は、従来どおり4月1日から3月
　31日に変更ありません。
※年度更新申告書は、6月初旬に郵送します。
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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
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　昭和54年に在宅障がい者の就労と社会参加をめざし
て「希望の家」を開設し、30年にわたり、しめ縄や軒花
を販売させていただきましたが、諸般の事情から平成
21年3月末で販売を終了いたします。
　これまでご支援、ご協力を賜りました町内会、関係
団体、関係機関のみなさまに心から感謝申し上げます。

羽幌町身体障害者福祉協会
　小規模授産所「希望の家」
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　羽幌町社会福祉協議会　� 69-2311
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　長い冬も出口は目前ですね。今月は
気温が下がる要因の一つである放射冷
却についてお話しします。
　不思議に思われるかも知れませんが、
ほとんど全ての物体は赤外線を放射し
ています。赤外線を放射している物体は温度が下がり、
他から放射を受けた物体は温度が上がります。
　これを気象現象として見ると、昼間は太陽からの放
射を受けて地表面の温度は上昇します。逆に夜間は地
表面から宇宙空間へ向けての放射で地表面の温度は下
がりますが、大気中に雲があると地表面からの放射が
あっても雲からの放射を地表面が受けることにより、
温度はあまり下がりません。一方、大気中の水蒸気が
少なく雲のない晴れた夜間は、地表からの放射がその
まま宇宙空間へ放出されるため温度は下がりやすいの
です。これを放射冷却といいます。
　雲が少なく日差しも弱いモンゴルやシベリアの冬は
放射冷却が盛んに行われ、日本列島に影響を及ぼす寒
気が作られています。
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　旭川地方気象台防災業務課　� 0166-32-7102
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　　　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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　　39件)(　　　18件救 急 出 動

　　39人)(　　　19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！

　水道（下水道）使用料を口座振替でお支払いのみな
さんに対して、毎年4月に1年分の口座振替済通知書を
発送していましたが、経費削減や地球環境への配慮に
伴う省資源化推進といった理由により廃止することに
いたしました。
　なお、必要な方には無料で発行いたしますので、大
変お手数ですが水道係までご連絡願
います。ご理解とご協力をお願いい
たします。
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　建設水道課水道係 � 62-1211 (内線326・327)
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　総務課情報管理係 � 62-1211(内線216)
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　「裁判はどのように進むのだろう」と思う方もいらっ
しゃるのではないでしょうか。ここでは、裁判員裁判
の法廷で行われる審理についてお伝えします。
　なお、裁判員制度についての情報は、裁判員制度
ウェブサイト（http://www.saibanin.courts.go.jp）でもご確
認いただけます。
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　裁判長が被告人の氏名等を確認し、検察官が起訴状
を朗読します。次に裁判長が黙秘権等の告知をし、被
告人・弁護人が言い分を述べます。
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　検察官や弁護人が具体的な事実関係を主張し、事件
に関する証拠物、証拠書類などを取り調べます。被告
人からも話を聞きます。

����

　検察官が事件についての意見と被告人に与えるべき
と考える刑を述べ（論告・求刑）、弁護人や被告人も事件
についての意見を述べます（弁論・最終陳述）
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　北海道では、平成20年12月14日に、プルサーマル計
画に関する有識者検討会議から北海道電力㈱泊発電所
のプルサーマル計画について「安全性が確保される」
との提言を受け、その検討結果をより多くの道民の方
に知っていただくため、検討結果の「概要版パンフ
レット」を全道の各支庁や市町村に配置するとともに、
「プルサーマルQ&A」を北海道のホームページに掲載し
ています。プルサーマル計画の安全性に関する検討結
果についてご理解を深めていただくため、ぜひご覧く
ださい。

※詳しくは北海道のホームページをご覧ください。
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　北海道総務部危機対策局　� 011-204-5012
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　名寄、留萌及び稚内の各検察審査会は、平成21年4月
1日に旭川検察審査会に統合されることになりました。
4月以降に申立てを行う際は、旭川検察審査会宛に申立
てください。なお、検察審査員または補充員に選定さ
れる場合には、旭川検察審査会の検察審査員、補充員
として選定されることになります。
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　選挙権を持つ国民の中からくじで選ばれた11人の検
察審査員が、国民を代表して検察官が被疑者を裁判に
かけなかったこと（不起訴処分）のよしあしを審査する
ところ。
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　旭川地方裁判所事務局総務課 � 0166-51-6252
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　平成7年3月に発生した地下鉄サリン事件から14年が
経過しようとしています。いまだ事件の悪夢に苦しむ
多数の被害者がおり、一連のオウム真理教関連事件の
全容解明は終わっていません。特に、逃走犯の一人で
ある平田 信 は、北海道出身で土地鑑があり、あなたの

まこと

すぐそばに潜伏している可能性もあります。
　捜査にはみなさんの協力が不可欠です。 些細 な情報

ささい

でも構いません、「似ているかな」と
思ったら、ためらわず警察署まで通
報をお願いします。
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　羽幌警察署 � 62-1110
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　平成21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20年度の利用団体には
個別でおしらせしています。）
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�総合体育館アリーナ
�羽幌中学校体育館
�武道館
�スポーツ公園
�南町グラウンド
�テニスコート

�����4月10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） 社会教育課体育振興係 � 62-5880
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　羽幌郵便局に設置されたFAXによる登記事項証明書
（登記簿謄本）等の請求手続は、3月31日をもって廃止す
ることになりました。長年にわたりご利用いただきあ
りがとうございました。
　4月1日以降は、お手数ですが旭川地方法務局留萌支
局までお越しいただくか、郵送による請求手続となり
ますので、ご理解をお願いします。
　なお、不動産や会社法人に関する登記申請・登記事項
証明書等の請求ができる登記オンライン申請や登記内
容を確認できるインターネット登記情報提供サービス
もご利用ください。
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　旭川地方法務局留萌支局　� 0164-42-0492
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　社会教育課社会教育係 � 62-5880

　羽幌フォークダンスサークル創立30周年を迎える今
年、道北地区のフォークダンス愛好者が羽幌に集い、
相互の研修と親睦を深めます。民族衣装が華麗に舞う
フォークダンス、みなさんもぜひご覧ください。入場
は無料です。

��　4月19日(日)　午前9:30
��　総合体育館
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　出納室 � 62-1211 (内線152)

　羽幌町では、口座振込により支払いをした場合、口
座振替済通知書を発送していましたが、事務合理化・経
費削減のため4月から個人への通知を廃止することに
しました。4月以降は、担当課より振込予定日をお知ら
せしますのでご了承願います。
　なお、振込結果は預貯金通帳への記帳によりご確認
いただきますようご理解とご協
力をお願いいたします。
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　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？

��　4月19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）
���　双眼鏡があればお持ちください。
����　4月16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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　国税専門官の採用試験が次のとおり実施されますの
で、受験希望者は申し込みください。
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(1)昭和55年4月2日から昭和63年4月1日生まれの者
(2)昭和63年4月2日以降生まれの者で次に掲げる者
　①大学を卒業した者及び平成22年3月までに大学を
　　卒業する見込みの者
　②人事院が①に掲げる者と同等の資格があると認め
　　る者
�����

(試験日)　6月14日(日)
(試験種目)　教養試験、専門試験(多肢選択式、記述式)
�����

(試験日)　7月21日(火)～28日(火)のうち指定する日
(試験種目)　人物試験、身体検査
�����4月1日(水)～14日(火)※郵送は14日消印有効
�������	
8月21日(金)
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　札幌国税局人事第二課 � 011-231-5011
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　自衛隊留萌地域事務所　� 0164-42-4650

�������	
�����

　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
                  �����������	
�����������
�����4月18日(土)・19日(日)・20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13日(月)
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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(火)まで

�������	
�

　社会教育課社会教育係　� 62-5880

　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14日(火)　午前9:00～正午
��　役場 会議室
������

・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)
������　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24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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　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。

���4月9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

　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(火)　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
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　対象となる方にはお手紙で通知しています。あいあ
いサークルは、0歳児のお子さんとその保護者が対象で
す。申込みはいりませんので気軽にご参加ください。
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健康センター午前9：45～あいあいサ～クル  8日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ13日(月)

健康センター午前9：30～苺くらぶ20日(月)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル22日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ27日(月)

健康センター午前9：30～苺くらぶ30日(木)

�������	　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。
今回は羽幌警察署による講話を行います。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28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21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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