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　北留萌消防組合消防署予防課　� 62-1246

　夏の風物詩「花火」。いよいよ子どもたちにとって
楽しい季節となりました。しかし、気軽に楽しめる花
火も取り扱いを誤ると火災や火傷などの事故につなが
りかねません。十分に注意して
夏の楽しい思い出にしましょう。
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�風の強いときは花火をしない
�燃えやすいものがなく、広くて安全な場所を選ぶ
�子どもだけでなく大人と一緒に遊ぶ
�説明書をよく読み、注意事項を必ず守る
�水バケツを用意し、遊び終わった花火は必ず水につける
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　小さな火ですが、毎年、火災の原因となっています。
火をつけた時はその場から離れずに、外出する場合は
確実に火を消してから出かけましょう。
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　町では、土地の明確化と合理的な利用を図るため、
地籍調査事業を実施しています。下記の期間、町が業
務委託した業者が調査地区の土地内及び住居周辺に立
入り、地籍調査に必要な杭を設置して調査に支障をき
たす雑草などを除去しますので、ご協力をお願いしま
す。委託業者は�������と明記の腕章を着用し
ています。
　また、設置した杭は後日、土地の
境界を調査する基準杭となりますの
で、撤去しないようお願いします。

����　平成22年11月下旬頃まで
����　栄町・寿町・字中央・字朝日
����　株式会社 極東コンサルタント
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　農林水産課地籍調査係 � 62-1211(内線351・352)

��������	
�������������	����������� �!"�#$%&'

��������	
��������������������
�������������� !�"#�$

��������	
������������������
�����

�������	
���������

　羽幌警察署並びに消防署から6月における各件数な
どのお知らせです。
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　　　2件)(　　　0件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　2人)(　　　0人負 傷 者
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　178件)(　　　29件救 急 出 動

　　185人)(　　　28人搬 送 人 員

　　　3件)(　　0件火 災 件 数

3,310千円)(　　0円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者
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　楽しい夏休み、海や川に出かける機会が増えるシー
ズンです。キャンプやマリンスポーツなどアウトドア
レジャーが盛んになる一方で、遊泳禁止場所での水難
事故も多く発生しています。事
故のない楽しい夏を過ごすため、
次の点に注意しましょう。
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�水辺で遊ぶ子どもから目を離さないようにしましょう。
波の力で倒されたり、沖に流される危険があります。
�海水浴場などの指定された場所で、自分の技量や体力に
応じて泳ぎましょう。
�体調不良時や飲酒しての遊泳は事故のもとです。無理
をしたり、お酒を飲んで泳がないようにしましょう。
�釣りをするときには、救命胴衣を着用して安全な場所を
選び、高波時の防波堤、流れの速い岸辺や滑りやすい岩場
などはやめましょう。

������

　羽幌警察署　� 62-1110

������　留萌振興局税務課 � 0164-42-8417

税理士関与の電子申告は、納税者の電
子証明書が不要です。ご利用届出、詳
しい情報はホームページをご覧くださ
い。アドレス http://www.eltax.jp/
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　例年、無宗教形式で実施している羽幌町戦没者追悼
式を本年度も国及び北海道に準じて執り行います。式
典にご参列くださいますようご案内します。
　なお、都合の悪い方においては先の大戦において亡
くなられた方々の御霊を追悼するため、式典当日に各
職場や家庭において「黙祷」の行事にご参加ください。
みなさんのご理解とご
協力をお願いします。

���8月20日(金)
���中央公民館大ホール
���・受付　午前9:00
　　　・開式　午前9:55
　　　・黙祷　午前10:00（サイレンを吹鳴します）
　　　・閉式　午前10:45

�������羽幌町戦没者追悼式実行委員会事務局
　福祉課社会福祉係 � 62-1211(内線123)
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　旭川地方法務局留萌支局が取り扱っている会社や法
人の登記事務は、���������から旭川地方法務局登
記部門で取り扱うことに変更になりました。
　なお、会社や法人の登記事項証明書、印鑑証明書、
印鑑カード交付などの事務については、引き続き留萌
支局で取り扱います。また、不動産の登記事務につい
て、取扱庁の変更はありません。
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　旭川地方法務局登記部門 � 0166-38-1146



�������	


　北海道後期高齢者医療広域連合 � 011-290-5601
　福祉課国保医療年金係 � 62-1211(内線126)
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　住民税非課税世帯の方が入院した際の医療費や食事
代などの自己負担限度額を軽減するために必要な減額
認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）は、平成22
年7月31日をもって有効期限が満了となります。7月中
に新しい減額認定証を郵送します
ので、8月以降は新しい減額認定証
をお使いください。（6月中に申請
書が届いた方は申請が必要です）
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　これまで、病院にかかったときなどの医療費の総額
を知っていただくため「医療費通知」を対象となるす
べての方に送付していましたが、平成22年度から発行
を希望する方のみへの送付に変更となりました。
　今後も医療費通知を希望される場合は、お手数でも
ご連絡をお願いします。
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　財務課税務係 � 62-1211(内線255)
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　子ども手当の創設や高等学校授業料無償化に伴い、
個人住民税の扶養控除が見直しされました。主な内容
は次のとおりですが、詳しくはお問い合わせください。

・子ども手当の対象となる16歳未満の者に対する扶養
控除(33万円)を廃止。
・高校無償化の対象となる16歳以上19歳未満の者に対
する扶養控除の上乗せ分(12万円)を廃止し、扶養控除
の額を33万円とする。
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　道内の中学校において、季節性インフルエンザによ
る集団感染で学年閉鎖となる事例が報告されています。
一般的に季節性インフルエンザは11月頃から流行し始
め、1～2月にピークになるといわれて
いますが、それ以外の時期に発生する
可能性も十分にありますので、日常的
に予防を心がけましょう。
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・外出後はうがいと手洗いをこまめに行う。
・マスクの着用や咳エチケットを徹底する。

�������福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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　福祉課社会福祉係 � 62-1211(内線123)
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　児童扶養手当とは、父母の離婚などで父または母と
生計を同じくしていない子どもが育成される家庭（ひ
とり親家庭）に支給される手当です。
　ひとり親家庭に対する自立
を支援するため8月1日から父
子家庭の父にも児童扶養手当
が支給されます。
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　次のいずれかに該当する子どもについて、父がその
子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合。
・父母が婚姻を解消した子ども
・母が死亡した子ども
・母が一定程度の障がいの状態にある子ども  など
���

　受給資格者（ひとり親家庭の父）が監護・養育する子
どもの数や所得などにより決められます。
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�福祉課地域包括支援センター係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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　年齢を重ねることで膝や腰が痛くなることは一般的
にとても多く、誰もが経験していることでしょう。痛
いからといって体を動かさないと、余計に筋肉が落ち
体も弱ってきます。適切な動きにより痛みをやわらげ、
楽にする運動方法を一緒に学びませんか。

���7月28日(水)　午後1:30～午後3:00
���中央公民館大ホール
����町内在住の65歳以上の方
���財団法人 さっぽろ健康スポーツ財団
　　　健康運動指導士　佐竹 恵治 氏
����運動しやすい服装、運動靴、タオル、水分
※ストレッチマットをお持ちの方は持参ください。
���無料
�����7月23日(金)
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　高齢者の方や心身に障がいを持たれた方がスポーツ
を通じて親睦を深め、健康保持と社会参加を促進する
ことを目的にふれあいスポーツ大会を開催します。参
加希望の方は7月21日（水）までにお申し込みください。

���8月4日(水)　午前8:30受付開始
���羽幌町総合体育館 パワデール
���町内在住の65歳以上の方、心身に障がいを持た
　　　れた方（年齢制限なし）
���玉入れ、綱引き、幼稚園児のお遊戯鑑賞 ほか
※上靴をご持参ください。
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���9月24日(金)　午後6:30(開場)　午後7:00(開演)
���中央公民館大ホール
����前売券 3,000円 / 当日券 3,500円
・�������	
�����
・小学生未満は入場できません
・前売券は、中央公民館、町内ポスター掲示商店などで販
　売しています。なお、��������	
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・車椅子の方は事前に予約が必要です。

���ご希望の方は9月10日までに申込みください。
　　　定員　3カ月児～小学生未満 15人
���羽幌町文化事業実行委員会

�������中央公民館内
　羽幌町文化事業実行委員会 � 62-1178

�������羽幌町総合体育館パワデール内
�NPO法人羽幌町体育協会 � 62-6030

　日ごろの運動不足解消に、朝の散歩やウォーキング
を兼ねて健康保持に、みなさんご参加ください。

���7月24日(土)～8月8日(日)�午前6時30分から
※雨天の場合は中止。(各自で判断願います)
��　はぼろバラ園
　　　羽幌町役場（議会横駐車場）
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　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311



　子どもたちが水になれ親しんでもらえるよう、楽し
みながらの教室を開催します。

���8月7日(土)、8日(日)
���羽幌小学校プール
���来春及び来々春小学校に入学する幼児
※申込み等詳細については、保育所及び各幼稚園を通
じてご案内します。
���はぼろ総合型スポーツクラブ
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　留萌町村会 � 0164-43-4456

　羽幌切り絵同好会会員による作品展示会を開催しま
す。ぜひご覧ください。
　また、この機会に切り絵を始めてみませんか？切り
絵に興味、関心のある方、入会希望の方はご連絡くだ
さい。

���7月28日(水)～8月2日(月)
���中央公民館1階ロビー
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�羽幌切り絵同好会（加藤）� 62-1758

　今年で35回を数える少年少女卓球大会を開催します。
日ごろの練習の成果や体力づくりとして、ぜひご参加
ください。
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���8月7日(土)
��　午前9:30（高校･一般)　午後1:00（小中学生）
���総合体育館
������

���8月8日(日)
��　午前9:00
���総合体育館
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　政策推進課政策調整係　� 62-1211(内線224･225)
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　羽幌町では、過疎地域に指定されている本町の全地
域の自立促進を図るため、産業や保健福祉、教育など
の各分野にわたる必要な事業計画「羽幌町過疎地域自
立促進市町村計画（H22-27）」の策定を進めています。
　この度、その素案がまとまりましたので、町民のみ
なさんのご意見を募集いたします。次の各所に素案を
配置しますので、閲覧いただき素案に対するご意見を
お聞かせください。

����

　役場（支所）、中央公民館、老人福祉センター
　※羽幌町ホームページでもご覧いただけます。
����

　7月9日(金)～7月22日(木)

�������羽幌町総合体育館パワデール内
�NPO法人羽幌町体育協会 � 62-6030
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���学校教育法による大学（短大を除く）を平成20 
　　　年3月以降に卒業した方、または平成23年3月ま
　　　でに卒業見込みの方。
���昭和62年4月2日から平成5年4月1日までに生ま
　　　れた方。（大学卒業及び卒業見込みは除く）　　
※日本国籍を有しない者、地方公務員法第16条に該当す
る者は受験できません。また、初級（消防）は身体等に関す
る要件も必要です。詳しくはお問い合わせください。

�������平成22年10月3日(日)
�����平成22年8月13日(金)まで
※月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで。土日祝
日は受付けません。郵送の場合は8月13日(金)までの消印
のあるものに限り受付けます。

��������

町村長部局、教育委員会等各種委員会事務
局、議会事務局等に勤務し、一般行政事務に
従事します。

一般事務
上級

初級

消防署に勤務し、専門的業務に従事します。消防初級
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　留萌管内の町村職員採用資格試験（第1次試験）の案
内です。受験を希望される方はご応募ください。なお、
試験会場や申込み方法などの詳細はお問合せください。
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�������羽幌町総合体育館パワデール内
�NPO法人羽幌町体育協会 � 62-6030

�������	
�〒078-4198 羽幌町南町1番地の1
　総務課情報管理係 � 62-1211(内線214)
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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。

����　1名
����　総務課情報管理係
����　平成22年国勢調査に関する事務補助
����

・高等学校卒業の資格を有する者
・羽幌町に住所を有し、通勤可能な者
・パソコン操作経験がある方（エクセル、ワードなど）
����　月曜日～金曜日（祝日除く）
　　　　　午前8：45～午後5：30（休憩1時間）
����　平成22年9月1日～平成23年2月28日
��　日額 5,700円
����健康保険、厚生年金、雇用保険、非常勤公務災
害補償に加入
����　市販の履歴書(顔写真貼付)に必要事項を記
入のうえ、7月30日(必着)までに応募する。※郵送可
����　履歴書による書類選考、面接 ※日程は後日通知

�������	
�〒078-4106 羽幌町南6条3丁目
　すこやか健康センター内
　福祉課地域包括支援センター係 � 62-6020
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　次のとおり地域包括支援センターの嘱託職員を募集
します。希望される方はご応募ください。

���������ケアマネージャー 1名 
����　福祉課地域包括支援センター係
　　　　　（すこやか健康センター内）
����　ケアプラン作成、介護予防事業補助など
����

�羽幌町に住所を有し、通勤可能な者
�次のいずれかの資格を有している者
�介護支援専門員　 　�社会福祉士　 　�保健師
�看護師（医療施設等で勤務経験のある者）
����　月曜日～金曜日（祝日除く）　週29時間
����　平成22年9月1日～平成23年3月31日 
※勤務態度が良好な場合は更新することも可
��　月額 200,000円
����健康保険、厚生年金、雇用保険、非常勤公務災
害補償に加入
����　市販の履歴書(顔写真貼付)に必要事項を記
入のうえ、8月6日(必着)までに応募する。※郵送可
����　履歴書による書類選考、面接 ※日程は後日通知
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　保健師と栄養士による健康相談です。軽い運動や体
重・体脂肪など各種測定、健康の話をしていますのでお
気軽にご利用ください。

��　8月31日(火)
��　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)
������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

�����

　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。

�������	
��

　希望される方は必ず事前に予約のうえご利用くださ
い。(予約期間は7月20日～8月5日までです）なお、定員
になり次第、締め切る場合があります。

���8月12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

�����

　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。

��　8月10日(火)　午前9:00～正午
��　役場 会議室
��������町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)

�����

　深刻化する多重債務問題を解決するため、専門員に
よる巡回相談を実施します。希望される方は前日まで
にご予約のうえ、ご利用ください。
　なお、相談は無料で、内容の秘密
は厳守されます。

��　7月21日（水）　午後1:0０～午後5:30
　　　7月22日（木）　午前8:45～正午
��　役場1階 相談室
��　財務省 北海道財務局旭川財務事務所
�������	


　町民課町民生活係 � 62-1211(内線112)

��������	
����

　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、心配ごと相談所を開催しています。

��　8月20日(金)　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

�������

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

������　加藤病院
　　　　　(南6条5丁目)
　　　　   � 62-1005

�������	


�����������	「������」

　町民公開講座を開催いたします。申し込みはいりま
せんので、お気軽にご来場ください。

��　8月7日(土)　午後2:00から
��　はぼろ温泉サンセットプラザ　2階ホール
��　北海道立羽幌病院  院長  奥 雅志 先生 
�������	�　
　今シーズンのインフルエンザ感染防止対策
�北海道立焼尻診療所 所長 中川 俊正 先生
�����しっておきたい心の健康・うつ病と認知症
　札幌医科大学医学部
　神経精神医学講座  教授  齋藤 利和 先生
���　無料

������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

�������	
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　町内の保健事業や子育て教室などの日程を掲載して
います。また、毎週火・金曜日の9時30分からは幼稚園・
保育園入園前のお子さんとその保護者を対象に「うさ
こちゃん あそびの広場」を開催しています。会場はす
こやか健康センターです。

�����金曜日午後の診療は 当面の間救急患者のみ対応します。
������緊急性のない軽症の方は、夜間・土日・祝日の受診は控え、平日の診療時間中に受診するようにご協力をお願いします。

�������������北海道立羽幌病院　� 0164-62-6060　 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/hbb/

������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

�����������

　外出する機会の少ない高齢者のための健康教室です。
気軽に楽しみながらご参加ください。送迎バスをご利
用の方は申し込みの際にお知らせください。

��　8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
����　8月17日(火)

�������	�「�������	
�」

�������������

健康センター午前9：30～小苺くらぶ  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1：30～二種混合予防接種  4日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ  9日(月)

健康センター午後1：00～乳児健診11日(水)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル18日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ23日(月)

健康センター午後0：30～1歳6カ月児健診25日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ30日(月)

����������������
�����

�����
��������������������

�����������

������������

������������

�������	
�������������������

�������	
������������������

�������		
������������������

������������������	
�����������������

���� ��������������	
����������������������� !

������������������	
�������������������

�����������

������������

�������	
��

��������	
�

�������	

��������	�
��

��������������	
��
���
�������
�������	
���������

���

�����������������������������������������

�������	
������������������������

������������������������������

�������������������������������

��������������������������������������

�������������������������������������������

��������	
�����������	
������

������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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