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　　　8件)(　　　1件発 生 件 数

　　　1人)(　　　1人死 者

　　　8人)(　　　0人負 傷 者
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　251件)(　　　36件救 急 出 動

　　249人)(　　　36人搬 送 人 員

　　　0件)(　　0件火 災 件 数

0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9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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　総務課総務係 � 62-1211(内線212)
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　北海道では、道民等及び道の協働による防災対策を
総合的に推進し、もって災害に強い地域社会の実現を
図ることを目的に、平成21年4月1日に北海道防災対策
基本条例を制定、施行しました。
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　この条例では、次の3つの防災対策の推進を図る上で
の基本となる考え方（基本理念）のもと、道民等による
防災対策、道の基本的な施策を着実に実施することを
定めています。
����道民が自らの安全を自らで守ること
����道民等が地域において互いに助け合うこと
����道、市町村及び防災関係機関が実施する対策
※適切な役割分担による協働により着実に実施
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　留萌社会保険事務所 � 0164-43-7211
　福祉課国保医療年金係 � 62-1211(内線127)
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　経済的な理由などで国民年金の保険料を納めること
が困難な場合には保険料の免除制度があります。免除
が承認された期間は年金受給資格期間とみなされ、将
来、受給する年金額にも一定率の加算がされます。免
除申請が承認された場合の納付額、年金額への反映割
合は表のとおりです。
　免除基準や申請に必要な書類など、詳しくはお問い
合わせください。
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免除期間の1/2納付なし全額免除

免除期間の5/83,670円4分の1納付（4分の3免除）

免除期間の6/87,330円半額納付（半額免除）

免除期間の7/811,000円4分の3納付（4分の1免除）
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※法改正により国民年金の国庫負担割合が引き上げられ、保
険料免除期間についての将来の年金額が増額されています。
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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
おり改正されました。

������時間額 678円
�������	平成21年10月10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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　農林水産課林務畜産係 � 62-1211(内線350)

　秋を迎え、山菜採りは年齢を問わず手軽に楽しめる
レジャーとして、広く親しまれていますが、例年10月
以降に多くの事故が発生しています。
　特にこの時期は熊の目撃情報が多く寄せられていま
すので、山菜採りに伴う事故防止のため次の事項にご
注意ください。

�行き先を必ず家族などに知らせましょう。
�単独での入山はできるだけ避けましょう。
�目立つ服装と、通信機器（携帯電話、無線機など）
やラジオ、非常食、懐中電灯などを携行しましょう。
�迷ったら落ち着いて行動しましょう。
�事前に熊の出没情報を得るとともに、注意看板のあ
る場所には入らないようにしましょう。
�人の存在を早めに熊に知らせるため、鈴やラジオで
音を鳴らしましょう。
�足跡や糞を見たときは、すぐに引き返しましょう。

　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21年10月24日～平成22年3月28日
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　留萌北部森林管理署 � 01632-2-1151
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　11月27日(金)  午前9:00～正午
　川北老人福祉センター�62-1424

道町民税（第3期分）
国民健康保険税（第4期分）
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　北海道海鳥センター � 69-2080

　展示室の床面タイル取替工事のため、10月19日（月）
まで北海道海鳥センターが休館となります。
　利用者のみなさんにはご迷
惑をおかけしますが、ご協力
よろしくお願いいたします。
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　平成22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22年1月10日(日)　午後1:00から
���中央公民館
���平成元年4月2日～平成2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11日までにお電話で申込みください。保護者の
方からの申込みでも結構です。
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880

　今年で第11回を数えるパワデールフェスティバル
「町民玉入れ大会」を開催します。運動会の定番といえ
ば玉入れ。子どもだけの競技ではなく実は奥が深く、
老若男女みなさん楽しめます。多数のご参加をお待ち
しています。

��　11月8日(日)　
��　羽幌町総合体育館パワデール
��　3歳以上の町民
※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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������　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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　馬のいる風景をテーマにした絵画を展示します。文
部科学大臣賞を受賞した、羽幌中学校1年の梅原誉生く
んの作品をはじめとする迫力満点の絵画をぜひご覧く
ださい。

���11月6日(金)～11月12日(木)
���中央公民館ロビー
���小中学生の作品

�������社会教育課社会教育係 � 62-5880
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���11月14(土)～11月19日(木)
���中央公民館ロビー

�������財務課税務係 � 62-1211(内線257）

　平成21年10月1日より、離職者であって就労意欲が

ある方のうち、住宅を無くしている方または無くすお

それのある方を対象に6カ月間を限度として住宅手当

を支給します。手当は、2年以内に離職された方や原
則、収入がないこと、国の住宅喪失離職者に対する貸
付や給付を受けてないことなどに該当する方が対象と
なります。詳しくはお問い合わせください。
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　福祉課社会福祉係 � 62-1211(内線122）
　留萌支庁社会福祉課 � 0164-42-8317
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　生ごみからできた堆肥「きらりコンポスト」を配布し
ます。この堆肥は、苫前町・羽幌町・初山別村の家庭
などから収集した生ごみを発酵させたもので、窒素・リ
ン酸・カリなどを含んだ有
機物主体の特殊肥料です。
家庭菜園などにご活用く
ださい。

���10月24日（土）　午前10:00
���役場前駐車場　�������	
����
��　3,000袋（無くなり次第終了）
※ただし、受け渡しできる堆肥の数は、ひとり5袋以内。
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　町民課環境衛生係 � 62-1211(内線106)
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堆肥肥料の名称
堆肥肥料の種類
北海道5568号届出をした都道府県
羽幌町外2町村衛生施設組合
苫前郡羽幌町字築別815番地

表示者名及び住所

5kg正味重量
生ごみ原料
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3.25％窒素全量
0.72％リン酸全量
2.09％カリ全量
10.60％炭素窒素比
22.60％水分含有量

・本品は「肥料取締法」により肥料として指定されています
・有害物質の水銀、カドミウム、ヒ素は規制値以下です
・使用時は、表示された成分を確認のうえご利用ください
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北留萌消防組合消防署・羽幌消防団・天売消防団・焼尻消防団
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　町では、国の追加経済対策による緊急雇用創出推進
事業を活用して「町内事業所の経営動向等調査データ
ベース作成事業」を実施します。
　このため、下記の期間、調査員が各事業所を訪問し
てアンケート調査を行いますので、ご協力くださいま
すようお願いします。

�����平成22年3月頃まで ※調査員は名札を着用
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　商工観光課商工労働係 � 62-1211(内線362）

　今年9月に、腐食した消火器を操作したことにより、
消火器が破裂してケガをした事故が相次いで発生しま
した。次のことに注意をして、適切な管理、取り扱い
をお願いします。

�消火器が風雨にさらされる場所や湿気の多い場所な
どに設置されていないかを確認するとともに、状態を
点検し、腐食が進んでいる場合は絶対に使用しない。
�不要になった消火器については、放射・解体などの廃
棄処理を自分で行わず、回収業者に依頼すること。特
に加圧式消火器で腐食が進んでいるものは容器が破裂
する危険性が大きいので、すみやかに廃棄処分を依頼
してください。
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ガソリンスタンドや燃料販売店、一部金物店などで有
料で処分しています。詳しくはお問い合わせください。
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　北留萌消防組合消防署予防課 � 62-1246
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　今年も、赤い羽根共同募金にあたたかいご支援をお
願いいたします。
　今、企業の社会貢献やボランティア活動が注目され
ています。暮らしやすいまちづくりのためには、地域
の住民の方々だけでなく企業の力が是非とも必要です。
「誰もが安心して暮らせる
まちづくりのため」、みな
さまの暖かい思いやりを
赤い羽根共同募金にお寄
せください。
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　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311
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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1：00～乳児健診  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1：30～ポリオ予防接種11日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ16日(月)

健康センター午後1：00～ 高齢者インフル

　　エンザ予防接種
�������

16日(月)

健康センター午後1：00～17日(火)

健康センター午後1：00～18日(水)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル18日(水)

健康センター午後12：30～3歳児健診25日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ30日(月)

　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。
高齢者インフルエンザ予防接種は別に配布するチラシ
でご確認ください。

������　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。

������　加藤病院
　　　　　(南6条5丁目)
　　　　   � 62-1005
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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。
気軽にご参加ください。送迎バスも運行します。

��　11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
����　11月17日(火)まで

�������	
　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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　増毛町役場福祉厚生課 � 0164-53-1111(内線521)

������　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。

��　11月27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。
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　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、巡回相談をはじめました。
　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。
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�留萌圏域障がい者総合相談支援センター「うぇる」
　� 0164-43-7575／メール wel-sien@bz01.plala.or.jp
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　北海道栄養士会留萌支部主催のヘルシーライフ教室
を開催します。多数の参加をお願いします。

��　10月31日(土)　午後1:30～午後3:00
��　パワスポ留萌（留萌市南町1丁目17番地）
���天使大学看護栄養学部栄養学科　
　　　教授　荒川 義人 氏
��　80名
���　無料
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　交通事故をはじめ、家事、結婚、離婚、土地関係な
どで生じた法律に絡む問題について弁護士が相談をお
受けします。相談料は無料です。
希望される方は、ぜひお申込みく
ださい。

��　11月11日(水)　午後1:00～午後5:00
��　中央公民館 第3研修室
���　ほくと総合法律事務所（札幌市）
　　　　弁護士　窪田 もとむ 氏
�����10月30日（金）
※相談内容、件数によってはお受けできない場合があ
ります。ご了承ください。
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　福祉課社会福祉係 � 62-1211(内線123)
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　次のとおり羽幌町職員を募集しますので、希望され
る方はご応募ください。
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���　電気係職員 １名
�����　焼尻発電所（羽幌町大字焼尻字豊崎）
������発電所業務（電力動向の監視、発電設備の
　　　　　　保守・点検及び建物の維持管理等）
������

　・高等学校卒業(見込みを含む)の資格を有する者
　・年齢が30歳以下(平成22年3月31日時点)で、焼尻
　　島居住又は居住可能な者※希望者は町有住宅(有償)あり
　・普通自動車運転免許を有する者(採用時までに取　
　　得見込み可）
　・第2種電気工事士・乙種第4類危険物取扱者の資　
　　格を有する者又は採用後5年以内に自己負担で　
　　取得可能な者
���　平成22年4月1日
��　職員の給与に関する条例等による
����

　①受験申込書 ※縦4cm横3cmの写真を貼付
　②身上申告書
　※受験申込書・身上申告書については総務課職員係
　にご請求ください(町ホームページからも取得可）
　③有している免許証・資格証の写し
����　面接(口頭試問）・小論文
����　11月10日(火) 午後5:30まで必着（郵送可）
����　後日申込者に通知します
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　総務課職員係　 �62-1211(内線217)

　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。

��　11月10日(火)　午前9:00～正午
��　役場1階 相談室
�������町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)
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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。

���11月12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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　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。

��　11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
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