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� 0164-62-1211(代表)
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　役場の業務は年末12月30日で終わり、新年は1月6日
から行います。住民票や各種証明書などが必要な方は
早めにご請求ください。なお、休み中の死亡などの届
出は、役場庁舎正面右側の職員通用口の「宿直室」で
取り扱います。
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12月30日～1月3日中 央 公 民 館

12月30日～1月5日総 合 体 育 館

12月31日～1月5日老 人 福 祉 セ ン タ ー

12月31日～1月5日行政サービスコーナー

12月31日～1月5日北 海 道 海 鳥 セ ン タ ー

12月31日～1月3日ご み 収 集 業 務
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62-1600㈲ マ ツ ダ 興 業12月31日

62-3592北 日 本 設 備 ㈱1月1日

62-5888㈲ 羽 幌 水 道 設 備2日

62-2027サ ワ ス イ ㈲3日

62-5031㈲イワサキ設備機器4日

62-1600㈲ マ ツ ダ 興 業5日
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　子育て応援特別手当（平成２１年度版）については、広
報はぼろ9月号でみなさんにお知らせしていましたが、
国の２００９年度補正予算の見直しにより執行停止が決定
され、厚生労働省より通知がありました。この通知を
受け、羽幌町においても手当の支給を停止することと
いたしました。これは、子育て応援特別手当の趣旨を
活かしつつ、より充実した新しい「子ども手当」の創
設など子育て支援策を強化するための措置となるもの
です。
　支給対象者のみなさんには大変なご迷惑をおかけし
ましたが、ご理解をいただきますようお願いします。
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　福祉課社会福祉係 � 62-1211 (内線122)

注）離島地区のごみ収集業務は1月5日まで休業
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　　10件)(　　　1件発 生 件 数

　　　1人)(　　　0人死 者

　　10人)(　　　1人負 傷 者
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　　301件)(　　　28件救 急 出 動

　　299人)(　　　28人搬 送 人 員

　　　1件)(　　0件火 災 件 数

2,867千円)(　　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11月における各件数な
どのお知らせです。
　乾燥、圧雪、アイスバーンと路面状況は常に変化し
ます。スピードダウンでゆとりのある運転を！
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　1月27日(水)  午前9:00～正午

　川北老人福祉センター �62-1424

道町民税（第4期分）
国民健康保険税（第6期分）

　除雪の方法はこれまでと同様に、降雪量や吹雪など
の状況に応じ早朝から実施します。（排雪方法もこれ
までと同様です）みなさんには次の点に留意されます
とともに、今一度周辺の点検をお願いします。
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　車庫前のスロープ、ブロック類、商店ののぼり用つ
　か石など。
�������

　除排雪時間を長くする要因となり、限られた時間で
　より広い区域の除排雪ができなくなります。

　雪捨て場所は次のとおりです。搬入時にはなるべく
奥まで行って捨てるよう、留意願います。また、多く
の方が使いますのでルールを守りましょう。
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　㈱北一組(市街地区除排雪業務受託者) � 62-2166
　建設水道課維持係 � 62-1285

�������場所 : 朝日(6条通りと朝日団地の間)

総合体育館

朝日団地�����
�
� ※6条通りからは入れ 

　ません

���
������場所 : 汐見
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自動車学校 葬斎場
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　例年、この時期は年末の忙しさにまぎれ、不注意や
不始末などから火災が発生しています。各家庭での火
気使用箇所の再点検をお願いします。
　ご質問やご相談があれば気軽にご連絡ください。
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�暖房器具の適切な取扱いと、就寝時・外出時の火の元
を点検をしましょう
�危険物（灯油、ガソリン、プロパンガスなど）が安全
に保管されているか、今一度点検しましょう
�住宅火災を早期に発見できるように、住宅用火災警
報器を設置しましょう
�避難口や窓はいつでも使用できるように、常に除雪
や点検をしておきましょう
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　北留萌消防組合消防署予防課 � 62-1246
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  天売消防団 1月5日(火)
  焼尻消防団 1月5日(火)
  羽幌消防団 1月7日(木)
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��　羽幌町南3条2丁目1番地(相談窓口)
��　62-5060　※雇用促進支援員が対応します。

��������商工観光課商工労働係 � 62-1211(内線362）
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　就職選択のためのアドバイスや就職に役立つ資格の説
明、面接対策のポイントなどわかりやすく説明します。
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��　平成22年1月26日(火)　午後1:30～午後3:30
��　天塩町社会福祉会館 講習室
��������

��　平成22年1月27日(水)　午後1:30～午後3:30
��　初山別村自然交流センター 研修室
※各会場とも定員20名(受講料無料）
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�����普通、中型、大型、大型特殊（限定あり）免許所有者
（31時間コース）
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�����大型特殊免許保有または不整地運搬車運転技能講習修
了者（14時間コース）
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�����小型移動式または床上操作式クレーン運転技能講習修
了者（15時間コース）※資格なしの場合は19時間コース
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�����玉掛け技能講習または床上操作式クレーン運転技能講
習修了者（16時間コース）※資格なしの場合は20時間コース
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�����なし（13時間コース）
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　季節労働者の多様な技能取得により、通年雇用化の促進を
図ります。各種目で定員に満たない場合は中止となる場合が
あります。申込みは平成22年1月22日（金）までです。

��　（学科） 羽幌町立中央公民館 3階視聴覚室
　　　（実技） オロロン農業協同組合駐車場（公民館側）
�各種目とも定員10名。（受講料無料）　
��　取得資格の内容により、講習時間が異なります。
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　町道の規制について次のとおりお知らせします。町
民のみなさんにはご迷惑をおかけしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。

���　町道「栄町イコマナイ線」 ※一部
������　羽幌町栄町 約150ｍ
����　全面通行止め
����　原状復旧までの間
������　路面陥没のため
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　建設水道課管理係 � 62-1211(内線313・314)
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　財団法人自治総合センターの平成２１年度コミュニ
ティ助成事業で、天売地区に太鼓や音響設備等を整備
しました。
　これは、全国宝くじの普及広報事業費として受け入
れる受託事業収入を財源として、地域のコミュニティ
活動を促進しその健全な発展を図るとともに、宝くじ
の普及広報を目的として行われているものです。
　今回、整備した太鼓や音響設備等を盆踊り大会や島
民カラオケ大会などの島民全体のイベントなどに活用
することにより、コミュニティ活動に大きな効果を与
え、今後の地域の活
性化に大きく貢献す
るものと期待してい
ます。

�コミュニティ助成事業で
整備された備品
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　羽幌神社・羽幌町聖徳太子奉賛会

�「������」���

　町民のみなさんの無病息災を願って、新年も例年同
様にどんど焼き祭を実施します。

���平成22年1月15日(金)　午前10:00
�����1月13日(水)午後1:00～15日(金)午前10:00
�����羽幌神社境内　※各自持込
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�しめ飾り、門松などには塩化ビニールやプラスチッ
ク素材が多く使われ、お焚きの際に環境汚染が懸念さ
れますので、これらの部品を外して持ち込み願います。
また、お焚きあげの品々を入れてきたビニール袋など
はお持ち帰り願います。なお、塩
化ビニールやプラスチック製部品
は町の収集ごみとして出していた
だくことになりますが、気が引け
るという方は神棚の塩で清めてか
ら出してください。
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　学校管理課総務係 � 62-1211(内線412)
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　次のとおり羽幌中学校の嘱託職員を募集します。希
望される方はご応募ください。

��������　羽幌中学校（夜間警備員 1名）
�����年齢65歳以下の方(平成22年1月1日現在)
����　1週間平均30時間以内とし、別途定める
����　平成22年1月13日～平成22年3月31日
��　羽幌町臨時職員取扱規程による
���健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険に加入
����　市販の履歴書(顔写真貼付)に必要事項を記
　　　　　入のうえ、12月24日(必着)までに応募する。
����　履歴書による書類審査、面接 ※日程は後日通知

�������	
�総合体育館パワデール内
　はぼろ総合型スポーツクラブ � 62-6030
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　羽幌スキー連盟による各種スキー教室を開催します。
会場はいずれも町民スキー場「びゅー」です。ぜひお
申し込みください。
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���　平成22年1月14日、19日、21日、26日、28日
　　　　2月2日（毎週火･木の6日間）
��　午後7:00～午後8:30
����　中学生～一般　
����3,000円(リフト券は各自で購入願います）
���　1,600円(中学生は600円)
����　1月13日までに参加料等を添えて申し込む
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���　平成22年1月20日、23日、27日、30日、　　　　
　　　2月3日、6日、10日、20日（計8日間）
��　水曜開催(4回)　午後7:00～午後8:15
　　　土曜開催(4回)　午前10:30～午前11:45
����　小学3年生～6年生
����3,000円(リフト券は各自で購入願います）
���　600円(夏の水泳教室やスキー学校に参加し、
　　　　保険に加入済みの方は不要)
���　学校を経由し配布します
����　1月15日までに参加料等を添えて申し込む
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　全国各地の珍しい凧がご覧になれます。ぜひお越し
ください。

���平成21年12月29日～平成22年1月14日
���中央公民館展示スペース

������

　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)

　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。

��　1月12日(火)　午前9:00～正午
��　役場1階 相談室
���

・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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　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。

���1月14日(木)　午前10:00～午後4:00
��　役場4階 大会議室

������　留萌社会保険事務所 � 0164-43-7211
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　町民課住宅係 � 62-1211(内線104・107)
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　次のとおり町営住宅及び単身者用住宅の入居者を募
集します。募集箇所や入居資格などは次のとおりです。
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・現在住宅に困窮している方
・町税及び使用料を滞納していないこと
・入居者が暴力団員でないこと
・犬や猫などペットの飼育は禁止

����

注）他に共用部分の電気料のほか、駐車場を使用する場合は、月
額1,200円かかります。
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　12月30日（水）までに入居申込書（町民課に備えてあ
ります）に必要事項を記入し、以下の書類を添付（持参）
のうえ提出してください。
・源泉徴収票など年間収入額がわかる書類
・住民票（若葉団地申込者のみ）
・印鑑
※入居申込書は町ホームページからもダウンロード可能
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　住宅に困窮する度合いの高い方から入居を決定しま
す。（順位が定め難い場合は公開抽選により決定）
����

　平成22年1月以降（入居手続き完了後）
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23,100円～34,400円
（敷金：家賃2カ月分）

1戸4LDK(77.47㎡)
平成6年度建設
（木造2階建）
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33,000円 注
（敷金：66,000円）

1戸1LDK(62.40㎡)平成8年度建設
（鉄筋コンクリート2階建）

※入居に際し同居する親族があ
ること。60歳以上の場合は単身
での入居可。
※入居者全員の所得額の合計が
月額158,000円を超えないこと
（控除要件など詳しくはお問い合
わせください）

※羽幌町内に住所もしくは勤務
場所を有し、単身または独身勤
労者で40歳未満の方。
※所得額が月額158,000円以上
487,000円以下の方。（158,000円に
満たない方でも所得の上昇が見込
まれる方は該当になる場合あり）

　留萌圏域障がい者総合相談支援センター「うぇる」で
は、生活のしづらさを感じている方や将来に不安を感
じている方などのために、巡回相談を行っています。
　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 木曜日　午前9:0０～午後5:00
��　川北老人福祉センター
※訪問での相談も受け付けています。事前にご連絡ください。

���

　留萌圏域障がい者総合相談支援センター「うぇる」
　(電話)　0164-43-7575
　(メール)　wel -si en@bz01.pl al a.or .j p
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　福祉課社会福祉係 � 62-1211(内線122)
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健康センター午前9：45～あいあいサ～クル  6日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ   7日(木)

健康センター午後1：00～乳児健診13日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ 14日(木)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ 18日(月)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル20日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ 25日(月)

健康センター午後12：30～1歳6カ月児健診27日(水)

健康センター午前6：00～市街地区総合健診30日(土)

健康センター午前6：00～市街地区総合健診31日(日)

　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。申し込みはいりませんので気軽にご参加ください。

������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

　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。

������　苫前クリニック
　　　　　(苫前町字苫前)
　　　　   � 64-9070
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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。
今回は保健師による簡単な体操と講話を行います。健
康相談も併せて行いますので、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ので、ご利用の
方は申し込みの際にお知らせください。

��　1月28日(木)　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
����　1月21日(木)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

������

　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311

　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。

��　1月21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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������　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。

��　1月29日(金)
��　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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