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� 0164-62-1211(代表)
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　　　6件)(　　　0件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　6人)(　　　0人負 傷 者
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　340件)(　　　30件救 急 出 動

　　335人)(　　　30人搬 送 人 員

　　　5件)(　　1件火 災 件 数

3,642千円)(　　69千円損 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10月における各件数な
どのお知らせです。
　これからは徐々に日が短くなります。夕暮れ時は早
めのライト点灯で、安全運転を心がけましょう。
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　年金で生活している人たちにとって、年金はいつま
でも安全で安心な制度を継続していくことを心から
願っています。留萌年金受給者協会では、全道、全国
年金受給者連合会と一体になって年金機構組織の強化
を図るため運動を続けています。
　ご入会の方には、年金情報資料の提供や年金相談会・
研修会などが開催されます。年金受給者の方ならどな
たでもご加入いただけますので、ご希望の方は下記ま
でお申し込みください。

�������留萌年金受給者協会
　羽幌地域担当 佐々木　� 62-2830
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　児童虐待防止全国ネットワーク　� 03-6380-6380
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　厚生労働省では後を絶たない児童虐待問題に対する
社会的関心の喚起を図るため、平成１６年度から１１月を
「児童虐待防止推進月間」とし、虐待の発生予防、早
期発見、早期対応及び撲滅を目指して各種の取組みを
実施しています。平成１９年度は「きこえるよ 耳をすま
せば 心のさけび」を標語として「広報・啓発活動」
「フォーラム・シンポジウム・研修会等の開催」「電話
相談」等と合わせ「オレンジリボン・キャンペーンの
推進」を実施することとしています。
　これをきっかけに町民のみなさんひとり一人が��
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�������	にご協力下さるようお願いします。

��������	
����

　2004年に栃木県で起きた幼い兄弟が虐待の末命を奪
われた事件をきっかけに、翌年に栃木県小山市の「カ
ンガルーＯＹＡＭＡ」という団体
が二度とこのような事件が起きな
いようにと願いを込めて始まった
運動。
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　12月10日から制度の変更により、落し物などの取扱
いが大きく変わります。詳しくはお問合せください。
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　これまでは警察署に拾得物が届けられた場合、落と
し主を探し、また落とし主からの連絡を待つ期間は6
カ月でしたが、その期間が3カ月に変更されます。
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　落し物や忘れ物の情報がインターネットで公表され、
探しやすくなります。各都道府県内で取り扱われた拾
得物に関する情報がホームページで公表されます。
�������	
��

　携帯電話やカード類など個人情報が入った物につい
ては、拾った人が所有権を取得できなくなります。個
人情報の保護等の観点から、落とし主が見つからない
場合でも拾得者に所有権は移転しないこととなります。
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　羽幌警察署　�62-1110
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　12月27日(木)  午前9:00～午後1:00
　川北老人福祉センター�62-1424

固定資産税（第3期分）
国民健康保険税（第5期分）

　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、死亡する事故が起こっ
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。冬期間の通行を円滑にし事故を防ぐた
め早めの準備をするとともに、降雪後もつぎのことに
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、
丈夫な雪の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
かどうかを確かめ、すみやかに処理してください。
�歩行者は軒下の通行はできるだけ避け、小さいお子
さんは、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 � 62-1211(内線314)
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　エゾシカ狩猟期間については、安全確保の観点から
狩猟者を除く一般の方の国有林への入林を許可しない
こととしています。ご理解とご協力をお願いします。
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　平成19年10月25日～平成20年2月29日
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　留萌北部森林管理署 � 01632-2-1151
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　町民課総合受付係　� 62-1211(内線101）

　電子証明書は、みなさんが安心してインターネット
を通じて国や地方の行政機関が行う電子申請・届出等
の行政サービスを受けるために利用するもので、個人
向けの電子証明書は、各都道府県による「公的個人認証
サービス」にて発行されています。
　この電子証明書については、平成19年度税制改正で
取得促進を目的として、電子証明書を有する個人の電
子申告に係る所得税額の特別控除制度が創設されまし
た。これは、ｅ-Ｔax（国税電子申告・納税システム）
を利用して平成19年分または20年分（いずれか1回）の
所得税の確定申告を申告期限までに提出する際に、併
せて本人の電子署名と電子証明書とを送信した場合に
は、所得税額から5,000円（その年分の所得税額を限度）
を控除できるというものです。
　この機会に電子証明書とICカードリーダライタを取
得し、ご利用されてはいかがですか？確定申告時期が
近づくと役場窓口が混み合う場合がありますので、電
子証明書の取得はお早めにお願いします。
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　役場の窓口で住民基本台帳カードを取得（住民登録
のある方）し、申請書を提出していただきます。（有料）
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　家電量販店などで購入できます。
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　例年この時期、山間部や橋などでは路面状況が乾燥
から凍結へと急激に変化し、その変化に気づかずに急
ブレーキ・急ハンドル操作をして、スリップ等をまねい
たための正面衝突や単独事故が多発します。誰でも一
度くらいは冬道でスリップして、ヒヤッとした経験が
あると思いますが、夏の間にその感覚を忘れてしまい、
雪の降り始めに事故を起こす人が多くなります。ドラ
イバーのみなさん、初冬期の事故を防止するために次
のことに注意しましょう。
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　早めに冬用タイヤに取り替えて、降雪による突然の
路面変化に対応できるように準備しておきましょう。
特に、峠越えをされる方はご注意ください。
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　雪が降っていなくても、気温の低下により路面が凍
結している場合がありますので、スピードを落として
路面状況をよく確認しながら運転しましょう。
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　凍結路面では、急ブレーキ、急ハンドル、急加速など
の「急」のつく動作はスリップの原因となりますので、
慎重な運転操作をしましょう。
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　財務課税務係　� 62-1211(内線256)
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曜日
バドミントン愛好会 羽幌中学校卓球部

羽幌ゲートボール連合A面月
曜
日

卓球友の会

羽幌FC羽幌高校ソフトテニス部軟式ママテニス
ストロベリー’S

B面

羽幌ミニバレーボール連盟バレーボール少年団軟式ママテニス
清掃のため休館

A面火
曜
日 羽幌中学校サッカー部

ファイターズ
B面

土現バドミントンさわやか卓球クラブ

羽幌籠友会
土現バド羽幌中学校卓球部

A面水
曜
日 羽幌FC野球スポーツ少年団羽幌中学校サッカー部ラベンダーズ

ストロベリー’S
B面

ピンポンクラブ
バドミントン愛好会 

羽幌高校バレーボール部羽幌ゲートボール連合A面木
曜
日

卓球友の会
格斗クラブ

ほっとクラブ
ファイターズ

B面
さわやか卓球クラブ

羽幌籠友会羽幌高校ソフトテニス部A面金
曜
日 羽幌ミニバレーボール連盟羽幌中学校女子バレーボール部ラベンダーズ

ストロベリー’S
B面

ピンポンクラブ

羽幌FC JrA面土
曜
日 たくっちFCB面

薫酢器
A面日

曜
日 B面
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　羽幌警察署　� 62-1110
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　次のとおり臨時職員を募集します。業務内容は確定
申告の期間、個人住民税申告事務の補助をしていただ
きます。希望される方はご応募ください。

����　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)
����　2名
�����・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・1日8時間(週40時間)
����　・平成20年1月1日～3月31日(3カ月） 1名
　　　　　・平成20年2月1日～3月31日(2カ月） 1名
��　日額 5,700円
����・3カ月雇用は社会保険、厚生年金、雇用保険、
　　　　非常勤 公務災害補償に加入
　　　　・2カ月雇用は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、平成19年12月10日(必着)までに
　　　　　財務課税務係に応募する。
����　(一次選考) 履歴書による書類選考
　　　　　(二次選考) 面接を実施 
 　　　　  ※日程は後日通知します
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　平成20年3月1日に施行が予定されている「犯罪によ
る収益の移転防止に関する法律」により、同日以降宝石
商・貴金属商・郵便物受取サービスなどを営む事業者
については、取引記録の作成及び保存等の義務が発生
することから、同法の内容及び事業者に求められる対
応についての説明会を開催します。

���11月29日(木)　午後2:00
���北海道経済産業局 第1会議室
　　　(札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎)
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  http://www.hkd.meti.go.jp/hokis/iten_boushi/index.htm

�������	
�北海道経済産業局
　製造産業課　� 011-709-2311(内線2570)
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　羽幌町バレーボール連盟事務局 小林　� 62-3442
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　総務課総務係　� 62-1211(内線213)

�������	
���������

　使用期間の長い家電製品による火災が発生していま
す。扇風機が原因で2名の方が亡くなられた火災事故
も起きています。使用期間の長い家電製品を使用する
ときは必ず点検し、異常があるときは販売店やメー
カーに相談しましょう。
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・電源スイッチを入れても映像や音が出ない
・上下または左右の映像が欠ける
・変なにおいがしたり、煙が出る
������

・運転中に異常な音や振動がある
・運転中に脱水層のフタを開けても止まりにくい
・焦げ臭いにおいがする
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　羽幌町バレーボール連盟主催の第5回理事長杯大会
を開催します。連盟の登録の有無に関わらず出場いた
だけます。友達同士でぜひ、ご参加ください。
　なお、参加申込については、直接下記の代表者会議
にお越しください。

���12月10日(月)～　※開催日数はチーム数による
���午後7:00から
���羽幌中学校体育館
�����6人制
���男子、女子、混合（チーム数により変更有り）
����連盟登録チーム 無料
　　　　連盟未登録チーム 3,000円
　　　　高校生チーム 1,000円
������12月3日(月) 午後7:00
　　　　　　総合体育館会議室
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健康センター午前9：45～あいあいサ～クル  5日(水)

健康センター午後1：30～ほほえみ会12日(水)

健康センター午後2：00～4カ月・9カ月児健診18日(火)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル19日(水)

健康センター午後12：30～3歳児健診19日(水)

　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。
　なお、就園及び就学前の幼
児を対象に開催していまし
た苺くらぶは、来年3月まで
お休みします。4月以降の予
定についてはあらためてお
知らせします。

�������	　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。
今回は栄養士による講話を行います。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。

��　12月25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
����　12月18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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������　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。

������　加藤病院
　　　　　(南6条5丁目)
　　　　   � 62-1005
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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
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　食育とは様々な経験を通じて「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です。小学生は、お手伝
いなどで料理をすることにより基本的な調理技術を身
につける大切な時期です。クリスマス料理で食育を体
験しましょう。

��　12月16日(日)　午前10:30～午後1:30
��　すこやか健康センター
��　食育の話、調理実習(ミートボールスープカレー、
　　　フルーツラッシー ほか)、試食
��　小学生とその保護者
���　1人300円
����　12月7日(金)まで

�������	　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。

��　12月21日(金)
��　太極拳パート1
��　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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　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。

��　12月21日(金)　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

　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。

��　12月11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
・苦情や困っていることについて、どこに相談してよ
　いかわからない
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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。

���12月13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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　解雇、配置転換、労働条件の不利益変更、セクハラ、
などの職場のトラブルで困っていませんか。
　北海道労働局の各総合労働相談コーナーでは、これ
ら職場のトラブルを無料、迅速に解決するシステムと
して個別労働紛争の解決援助サービスを提供していま
す。このサービスには、労働相談、判例等の情報提供、
労使双方の話し合いを促進することにより紛争を解決
する「あっせん」など各種ありますので、お気軽にご
相談ください。

�������	
����

��　札幌市中央区北３条西３丁目1‐47
��　午前9:00～午後5:00
��　011-223-8712
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　北海道労働局総務部企画室
　 � 011-709-2311(内線3577)
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　平成20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20年1月13日(日)　午後1:00から
���中央公民館
���昭和62年4月2日～昭和63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14日までにお電話で申込みください。
　　　　　　保護者の方からの申込でも結構です。
　　　　　　※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
　　　　　　ませんのでご了承ください。
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