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　財務課税務係 � 68-7002(課直通）
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　毎年冬になると、屋根に積もった雪や氷、つららが
落ちて歩行者がけがをしたり、死亡する事故が起きて
います。建物の管理者が損害賠償の責任を問われた例
もあります。
　冬期間の円滑な通行と事故予防のため早めの準備を
し、降雪後も次のことに注意しましょう。

�屋根の雪や氷などが道路に落ちるような建物には、
　丈夫な滑り止めをつけましょう。
�気温が急に上昇し、特に－3度～＋3度位になったと
　きが一番落ちやすい状態となっています。早めに雪
　や氷を屋根からおろすようにし、作業時は必ず命綱
　をつけましょう。
�屋根から大量の雪が落ちたときは直ちに事故がない
　か確かめ、すみやかに処理しましょう。
�歩行者は、軒下の通行はできるだけ避け、小さいお
　子さんを歩道で遊ばせないようにしましょう。
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　建設水道課管理係 � 68-7005(課直通)
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　税金や各種使用料は、町民のみなさんの福祉や教育
など、町民生活に必要なさまざまな活動に使われる大
変貴重な財源です。
　町では11月より、「滞納整理特別対策本部」を設置し
て催告書の発送や自宅・勤務先への訪問を行い、納付に
応じない方については給与、預貯金等、動産の差押も
視野に入れ、収納の向上を図っています。
　納期ごとに納めることが難しい場合は、早めに財務
課税務係へご相談ください。
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・介護保険料
・後期高齢者医療保険料
・下水道受益者負担金
・常設保育料
・公営住宅使用料
・港湾使用料
・土地建物貸付収入　など

・道町民税
・国民健康保険税
・固定資産税
・軽自動車税
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　羽幌警察署並びに消防署から10月における各件数な
どのお知らせです。
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　　　10件)(　　　0件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　13人)(　　　0人負 傷 者
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　　307件)(　　　28件救 急 出 動

　　307人)(　　　25人搬 送 人 員

　　　5件)(　　0件火 災 件 数

5,173千円)(　0円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者

　児童虐待の防止等に関する法律では、「何人も児童に
対し、虐待をしてはならない（児童虐待の禁止）」と規
定されています。また、虐待を受けたと思われる子ど
もを発見した場合、児童相談所などの関係機関に通告
（連絡）することが義務付けられています。
　プライバシーは法律で保護されてい
ます。虐待の疑いに気づいたときは、
お早めに連絡をお願いします。
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�������独立行政法人勤労者退職金共済機構 
　林業退職金共済事業本部 � 03-6731-2887

　裁判員制度は、平成21年5月に施行され、平成23年に
は全国で8,815人の方が裁判員として、裁判に参加して
います。
　11月中旬に、平成25年の名簿登録者には名簿記載通
知が送付されますので、引き続きご理解とご協力をお
願いします。
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　名簿は、市区町村の選挙管理員会が選挙人名簿から
くじで無作為に抽出した名簿をもとに、全国の地方裁
判所で作成されます。平成25年分の名簿に登録される
人数は、全国で25万9200人です。
�������	
��　
　平成25年の裁判員候補者名簿に登録された方へ、11
月中旬に名簿に登録された通知と調査票が送られます。
この通知は、裁判員に選ばれる可能性があることを事
前にお伝えするものです。
※この段階では、具体的な事
件の裁判員候補者に選ばれた
わけではありません。
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　旭川地方裁判所 � 0166-51-6251
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　旭川児童相談所 � 0166-23-8195
　福祉課社会福祉係 � 68-7004(課直通)

　旭川地方法務局留萌支局の登記申請に関する相談は、
予約制をとっています。不動産登記(所有権移転・抵当
権抹消登記等)の申請書の作成に関する相談をされる方
は、事前に電話等により予約をとってからお越しくだ
さい。
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　旭川地方法務局留萌支局 � 0164-42-0492
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　林業の仕事をしていたことはありませんか？
　林退共制度に加入していたが、退職金をまだ受け
取っていない方を探しています。以前、林業の仕事を
していたが、ご自身が林退共へ加入していたか分から
ない方もお調べします。
　また、罹災された方に対し、各種手続が生じた場合
は可能な範囲で対応しますので、ご相談ください。
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候補者宛の封書



　「国の教育ローン」は、高校、短大、大学などの入学
時または在学中にかかる費用を対象とした公的な融資
制度です。ぜひ、ご活用ください。

������　対象となる学校に入学・在学する方の
　保護者。ただし扶養している子どもの人数に応じて
　給与所得（事業所得額）の制限額が異なります。
����　学生または生徒１人につき、3００万円以内
����　15年以内
��　年2.35％（固定金利、平成24年9月10日現在）
����　入学金、授業料、アパートの家賃 など

※東日本大震災で被害を受けたみなさんを対象とした
「災害特例措置」も実施しています。申込に関するご相
談など詳しくは、教育ローンコールセンター � 0570-
008656（ナビダイヤル）までお問い合わせください。

������

　日本政策金融公庫旭川支店 � 0166-23-5241
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　今年で15回を数えるパワデールフェスティバルを次
のとおり開催します。
　玉入れといえば運動会の定番ですが、実は奥が深い
競技で、子どもだけでなく老若男女みなさんで楽しめ
ます。多数のご参加をお待ちしています。

��　12月2日(日)　
��　総合体育館パワデール
��　3歳以上の町民
����　11月23日(金)まで

※申込み等詳細については、
各町内会や小中学校、保育園
及び幼稚園などを通じてご案
内します。
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　総合体育館パワデール内
　NPO法人 羽幌町体育協会 � 62-6030

������　
　 北海道教育庁留萌教育局 � 0164-42-8507
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　 北海道海鳥センター � 69-2080

　羽幌町近郊の旬の自然をゆるゆると楽しむ観察会。
今回の内容は来てからのお楽しみ！
　海鳥センターのスタッフと冬の自然を探しに行きま
せんか？

��　12月15日(土)　午前9:00～午前11:30
����　北海道海鳥センター
���　100円(保険料)
�����12月12日(水)
���　双眼鏡(ある方はお持ちください)
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　留萌管内の児童・生徒が日頃の学習活動の成果を発
表します。また、子どもから大人まで楽しめるプログ
ラムもたくさん。どなたでも参加できますので、みな
さん、ぜひご来場ください。

��　11月17日(土)　午前10:30～午後3:00
��　中央公民館
���　無料

��　�販売・展示コーナー
　　　　生徒が開発した商品や生産した農産物・加工
　　　　品の販売、部活動作品の展示など

����体験・実演・発表コーナー
　　　　工作体験、ちびっ子ラグビー体験、マイコン
　　　　カーラリー実演、鮭の解体実演、石狩鍋のふ
　　　　るまい、吹奏楽部の演奏など

����子ども体験コーナー
　　　　昔あそび体験、英語あそび体験、絵本の読み
　　　　聞かせ、バルーンアート実演など
��　北海道教育庁留萌教育局
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　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020
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　食育とはさまざまな経験から「食」に関する知識と
選択する力を習得し、豊かで健全な食生活を実践する
ことができる人を育てること。親子で体験しましょう。

��　12月9日(日)　
          午前10:00～午後1:00
��　すこやか健康センター
��　食育の話、調理・試食(キラキラハンバーグ、サケ
　　　とエビとほうれん草のグラタン、コーンスープ、フ
　　　ルーツポンチ)

��　小学生とその保護者（親・祖父母など）
���　ひとり300円
��　羽幌町食生活改善協議会

������　
　 羽幌青年会議所 小寺 � 62-2216

　羽幌青年会議所では、LｅＣouple (ル・クプル) のボー
カル藤田恵美さんをお招きし、開校120周年を迎える羽
幌小学校全児童と「おもいやり」について考え、『ＯＭ
ＯＩＹＡＲＩのうた』の大合唱を行
います。
　歌を通じて温かい気持ちになる
音楽会です。ぜひ多くの保護者・卒
業生や町民のみなさんのご来場を
お待ちしています。

��　12月7日(金)  
��　・午前9:00　校内開放
　　　・午前9:30～午前10:15　授業公開
　　　・午前10:35～正午　OMOIYARI音楽会　
���羽幌小学校(児童玄関よりお入り下さい)　
��　OMOIYARIゲーム、藤田恵美さんのミニコンサー
ト
　　　全校合唱
����無料
���　スリッパまたは上靴をご持参ください。
���羽幌青年会議所
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　平成25年の新成人をお祝いします。
　町外からの出席も可能ですのでお申込みください。

��　平成25年1月13日(日)　午後1:00から
��　中央公民館大ホール
��　平成4年4月2日～平成5年4月1日生まれの方
����

【羽幌町に住民登録のある方】　申込みはいりません。
【羽幌町に住民登録のない方】　12月7日までにお申込
みください。なお、期限以降の申込みの方は、式典には
出席できますが、成人者名簿には記載されません。

����������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　人権擁護委員による「人権相談所」を開設します。相
談内容の秘密は固く守られますので安心してご相談く
ださい。

��　12月5日(水)　午後1:00～午後3:00
��　中央公民館 第3研修室
��　無料
������

�家庭内の問題
・借地借家の問題
・土地や建物の名義変更手続き 
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　町民課総合受付係 � 68-7003(課直通)
�������	
�〒078-4106 羽幌町南6条2丁目
　中央公民館内 社会教育課社会教育係 � 62-5880
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����　1名
����　羽幌町民スキー場「びゅー」
��������リフト運行業務など
�����・年齢18歳以上の方(平成24年12月1日現在)
　　　　　・普通自動車免許所持者
����　1日8時間程度　週38時間45分以内
�����午前7:00から午後9:00までの間でシフト制
����　平成24年12月1日から平成25年3月31日
��　時給 1,000円
���健康保険、厚生年金、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、11月22日(必着)までに申し込む。
　　　　　※郵送可
����　履歴書による書類審査、面接※日程は後日通知

�������	
�〒078-4198 羽幌町南町1番地の1
　財務課税務係 � 68-7002(課直通)
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　財務課では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
����　役場財務課税務係
�����個人住民税に関する事務補助
　　　　　(主にコンピュータによる事務)
�����・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
����　月曜日～金曜日  週38時間45分
����　平成25年1月7日～平成25年3月31日
��　日額 5,700円
���社会保険、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12日(必着)までに申し込む。
　　　　　※郵送可
����　履歴書による書類審査、面接※日程は後日通知

�������	
�〒078-4198 羽幌町南町1番地の1
　学校管理課総務係 � 68-7010(課直通)
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　教育委員会では次のとおり嘱託・臨時職員を募集し
ます。希望される方はご応募ください。
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����　1名
����　羽幌中学校
��������日直・夜間代替警備員
　　　　　・学校が休日の日の電話・来客応対
　　　　　・簡単な学校施設管理業務
　　　　　・週1回程度の夜間警備(学校に宿直）
�������年齢65歳以下の方(平成25年1月1日現在）
����　・日直 午前7:30～午後4:30
　　　　　・夜間警備 午後4:30～翌午前7:30
����　平成25年1月1日から平成25年3月31日
                 ※その後、1年間ごとの期間更新を予定
��　・日直 5,200円(日額）
　　　・夜間警備 6,000円(日額)
���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、11月30日(必着)までに申し込む。
　　　　　※郵送可
����　履歴書による書類審査、面接※日程は後日通知
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　年金に関する相談を受け付けています。
　希望される方は、相談日の一週間前までにご予約く
ださい。（定員になり次第、締め切る場合があります）

���12月13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
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　行政に関することでわからないことがあれば、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。

��　12月12日(水) 　午前9:00～正午
��　役場1階 相談室
�������町民課総合受付係 � 68-7003(課直通)
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　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。

��　12月21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
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　軽い運動や血圧測定などを行いますので、動きやす
い服装でお越しください。

��　12月25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)

������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020
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健康センター午前9：30～苺くらぶ  3日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル  5日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ  6日(木)

健康センター午後1：00～乳児健診12日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ17日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル19日(水)

健康センター午後0：30～1歳6カ月児健診19日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ20日(木)

������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020

　町内で行われる保健事業や子育て教室などの日程を
ご確認ください。

　移動献血車が巡回します。場所と時間は次のとおり
ですので、みなさんのご協力をお願いします。
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　福祉課社会福祉係 � 68-7004(課直通)
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�旧NTT羽幌営業所前　　　午前9:0０～午前１0:2０

�留萌信用金庫羽幌支店前　午前１０:40～正午

�川北老人福祉センター前　午後1:15～午後2:30

�羽幌町役場前　　　　　　午後2:50～午後4:30

�������	


�北海道銀行羽幌支店前　　午前9:0０～午前１0:2０

�北るもい漁業協同組合前　午前１０:40～正午

�すこやか健康センター前　午後1:15～午後2:30

�道立羽幌病院駐車場　　　午後2:50～午後4:30

　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

�������	
��

「�������	
���」�����
  親子で参加できる子育て教室を開設しています。

��　毎週火・金曜日　午前9:３０～午前11:00
��　すこやか健康センター
��　幼稚園・保育園に未入園のお子さんと保護者




