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� 0164-62-1211(代表)
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　　10件)(　　　2件発 生 件 数

　　　1人)(　　　0人死 者

　　10人)(　　　2人負 傷 者
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　303件)(　　　29件救 急 出 動

　　297人)(　　　29人搬 送 人 員

　　　8件)(　　0件火 災 件 数

1,097千円)(　　0千円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　2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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　12月29日(月)  午前9:00～正午
　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）

��������	
�����

　平成21年1月、上場会社の株券が電子化されます。
　株券が電子化されると、上場会社の株券は無効とな
り、株主の権利は証券会社などの金融機関の口座で電
子的に管理されます。お手元の株券が本人名義になっ
ていない場合は、電子化により株主としての権利を失
う恐れがありますので、株券が電子化される前に名義
書換が必要です。

�������	
���������

・管理面では、株券を手元で保管することによる盗難
　や紛失がなくなります。
・取引面では、偽造株券を取得することがなくなりま
　す。
・株券の受け渡しや株券取得の都度の名義書換も不要
　になります。

������　 
　日本証券業協会 証券決済制度改革推進センター
　 � 03-3667-4500(平日 9:00～17:00)
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　北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働く
すべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイトなど
を含む)に適用される北海道(地域別)最低賃金が次のと
おり改正されています。

������時間額 667円
�������	平成20年10月19日

※最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、
臨時に支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入され
ません。最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、
最低賃金法違反として処罰されることがあります。
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　北海道労働局労働基準部賃金課 � 011-709-2311
　留萌労働基準監督署 � 0164-42-0463
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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313・314)

　平成21年6月1日から今お住まいの住宅にも住宅用火
災警報器の設置が義務付けられますが、悪質な訪問販
売などの被害が道内でも発生しております。強引に契
約を迫る業者には十分注意するとともに、つぎの点に
気をつけましょう。

�消防署職員や消防団員が個人宅を訪問し、販売する
ことはありません。
�住宅用火災警報器は町内の防災設備取扱店(設備店・
金物店)や、家電量販店、ホームセンターなどで購入で
き、自分で取り付けが可能です。(販売店に取り付けを
依頼しても構いません。)
�訪問販売では、クーリングオフ制度が認められてい
ます。契約日から8日以内であれば契約解除ができる
ので、領収書などを保存しておき消費生活センターな
どに相談してください。
�必要のない箇所に設置を勧めたり、法外な金額で契
約させられる恐れがあります。強引に勧められても
「消防署に聞く」「家族と相談する」などと断り、その場
で契約しないようにしましょう。
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　　北留萌消防組合消防署予防課 � 62-1246
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　国土交通省では、12月1日に全国各地において「平成
20年住生活総合調査」を行います。この調査は、みなさ
んが住宅やその周りの環境について、日ごろどのよう
に考えているかなどを調査するもので、より良い住ま
いづくりを行うための重要な資料となるものです。
　みなさんのご理解とご協力をお願いします。

����　全道から無作為抽出した約5,200世帯
����　統計調査員証を持った調査員が対象となっ
　　　　　た世帯に伺い、調査票の配布・回収を行い
　　　　　ます。
����　11月24日～12月7日
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　北海道建設部住宅課 � 011-231-4111(内線29-516)
　総務課情報管理係 � 62-1211(内線216)
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　羽幌歩くスキー愛好会では会
員を募集しています。
　雪の季節、運動も兼ねて白銀
の山野を歩きませんか。初滑り
は1月を予定しています。

�������	
�

　羽幌歩くスキー愛好会事務局 � 62-4506
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　今年に入って北海道での振り込め詐欺の被害がすで
に400件を超え被害額も約4億5,000万円と、昨年の倍の
ペースで急増し過去最悪となっています。
　振り込め詐欺の手口は日々巧妙化し、誰もが騙され
る危険性があることを認識し、一人ひとりがつぎのよ
うな心の備えをしておくことが重要です。

�すぐに振り込まない
�一人で振り込まない
�おかしいと思ったら迷わず警察署などに相談する
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　町民課町民生活係 � 62-1211(内線112・113)

�������	
���

��������������	
�����

������

　当協議会が実施する事業について、取り組み及び参
加についてご協力よろしくお願いします。
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　季節労働者は、職業経験等により季節的業務以外への
常用就職が困難となっていることも多いため、一般業務
を行う事業所で働くことを体験しその不安等を解消させ
ること、また、事業主に対しては雇い入れる不安の解消
を目的として、一般業務での就労体験事業を実施するも
のです。(受講料は無料です)
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　季節的業務以外の一般業務(製造業等)を行う事業所。 
　雇用保険の適用事業主であることが条件です。
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　講習期間は5日間程度を予定しています。ただし、講習
　者への1日の業務指導時間は当該事業所の所定労働時間
　とし、8時間を越えないものとします。
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　5日間程度で1人につき6,000円をお支払いします。
����

　傷害保険は当協議会で加入します。
������

　1月～3月を予定しています。
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　季節労働者の雇用を検討(予定)している企業と就職を希
望する季節労働者が一堂に会して、就職合同面談会を開
催するものです。実施時期は2月～3月を予定。
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　季節労働者の職業選択の一助となるよう管内通年雇用
化先進企業などを訪問見学します。実施時期は2月～3月
を予定。
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��　11月26日(水)　午後1:30～3:30(予定)
��　はぼろ温泉サンセットプラザ 2階会議室
��　ハローワーク留萌の職員を講師に、通年雇用奨励
　　　金等助成制度の説明や建設業を営む事業所から新
　　　分野進出に関する事例発表を行う予定です。
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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。
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　商工観光課商工労働係 � 62-1211(内線362）
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　財務課税務係 � 62-1211(内線256)
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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
申告の期間中の個人住民税申告事務の補助です。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21年1月6日～3月31日(3カ月） 1名
　　　　　・平成21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20年12月8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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　羽幌消防団では消防団員を募集しています。 
　年齢18歳以上で、町内に居住している方であれば入
団できます。消防団員になって「地域の防災リーダー」
として地域に貢献してみませんか。入団をお待ちして
います。
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　北留萌消防組合消防署庶務課 � 62-1246
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　平成21年5月21日から裁判員制度が始まります。裁
判員は選挙権のある人の中から、くじにより無作為に
選ばれます。広く国民の参加を得てその良識を裁判に
反映させるという制度の趣旨から、法律上、裁判員に
なることは義務とされています。ただし、国民のみな
さんの負担が著しく大きなものになることを回避する
ため、法律や政令で辞退を申し立てることができる事
由を定めています。
　辞退の申立てに対する判断は、各裁判員候補者の個
別事情に応じできる限り前倒しで行うことにより、み
なさんの負担を軽減することを考えています。送付さ
れる調査票や質問票は、裁判員候補者の方のご事情を
早期にお尋ねすることにより、無用に
裁判所にお越しいただくことを避ける
ためのものです。ご記入・ご返送につ
きご協力ください。
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　総務課情報管理係 � 62-1211(内線216)
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　　福祉課社会福祉係 � 62-1211(内線123）

　平成20年10月1日より、障がいのある方を対象とした
NHK放送受信料の免除基準が変わりました。新たに免
除を受ける場合は申請が必要となります。
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・「身体障がい者」「知的障がい者」「精神障がい者」が世
　帯構成員であり、世帯全員が市町村民税（住民税） 
　非課税の場合
　※従来の「身体障がい者」「重度の知的障がい者」から
　　対象を拡大、生活状態の条件を「市町村民税非課　
　　税」に統一。

����

・視覚、聴覚障がい者が世帯主の場合
・重度の障がい者（身体障がい者、知的障がい者、精
　神障がい者）が世帯主の場合　
　※従来の「重度のし体不自由者」から対象を拡大。
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��　0570-077-077
��　午前9:00～午後10:00
　　　※土・日曜日、祝祭日は午後8:00まで)
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　http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/taikei-henkou.html#02
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　先月解禁となった平成21年3月1日までのエゾシカ狩
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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　留萌北部森林管理署 � 01632-2-1151
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健康センター午前9：45～あいあいサ～クル  3日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ  4日(木)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ  8日(月)

健康センター午後1：00～乳児健診10日(水)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル17日(水)

健康センター午後12：30～3歳児健診17日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ22日(月)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ25日(木)

　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。

�������	　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24日(水)　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17日(水)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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　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19日(金)
��　太極拳
��　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。

�����

�������	　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

�������	


�������	
�������

　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。クリスマス料理で
親子一緒に食育を体験しましょう。

��　12月14日(日)　午前10:00～午後1:00
��　すこやか健康センター
��　食育の話、調理実習(変わりちらし寿司、じゃが
いものグラタン、柿とコーンのサラダ ほか)、試食
��　小学生とその保護者
���　1人300円
����　12月4日(木)まで

　羽幌町社会福祉協議会では、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19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

　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11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

　警察では、事件や事故の被害に遭った方や家庭内暴
力、ストーカー、お子さんのいじめ問題などで悩んで
いる方の相談を受け付けています。また、事件や事故
による傷が癒されず悩んでいる方のために、民間被害
者相談窓口のカウンセラーがお話をお聞きします。

�����

�暴力相談　0166-34-5982
�性犯罪、少年相談110番　0120-677-110

����　
�専用電話�＃9110
�旭川方面�0166-34-9110

�������	
　
�北海道被害者相談室　011-232-8740
�北海道暴力追放センター　0120-210-490
�北海道交通安全活動推進センター　011-233-2543

������　羽幌警察署 � 62-1110
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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。

��　12月9日(火)　午前9:00～正午
��　役場1階 相談室
������　弓庭 登 氏
���

・苦情がある、困っていることがある
・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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　人権擁護委員による「人権相談所」を開設します。秘
密は守られますのでお気軽にご相談ください。

��　12月9日(火)　午後1:00～午後3:00
��　中央公民館 第3研修室
��　無料
����

・いじめ、虐待、セクハラ、家庭内暴力など人権問題
・離婚、相続などの家庭問題 
・金銭賃借のトラブル など
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　町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)
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　平成21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21年1月11日(日)　午後1:00から
���中央公民館
���昭和63年4月2日～平成元年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12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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　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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