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　平成22年4月1日から、長時間労働の抑制、労働者の健
康確保、仕事と生活の調和を図ることを目的に、労働基
準法の一部が改正されます。主な改正内容は次のとお
りですが、詳しくはお問い合わせください。
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・1カ月60時間を越える時間外労働に対する割増賃金率
が5割増以上に引き上げ（猶予事業場あり）
・割増賃金の支払いに代えた代替休暇の仕組みを導入
・限度時間を超えた時間外労働に対する割増賃金率引
き上げなどの努力義務が労使に課せられる
・年次有給休暇が時間単位でも取得可能となる
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　留萌労働基準監督署 � 0164-42-0463
������

　財務課税務係 � 62-1211(内線256・257・258）
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　町では11月より「滞納整理特別対策本部」を設置し、
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差押、預貯金等の差押、動産
の差押も視野に入れ、収納の向上を図っています。
　税金や各種使用料は、町民皆様の福祉や教育など、
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。
　納期ごとに納めることが困難な場合は、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
・土地貸付料
・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
・法人町民税
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　　9件)(　　　1件発 生 件 数

　　　1人)(　　　0人死 者

　　9人)(　　　1人負 傷 者

������

�������	
�����������

　273件)(　　　22件救 急 出 動

　　271人)(　　　22人搬 送 人 員

　　　1件)(　　1件火 災 件 数

2,867千円)(　　2,867千円損 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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　12月28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）
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　財務課税務係 � 62-1211(内線258）

　下記の事項に該当する場合は届出が必要となります
ので、忘れずに手続きをされますようお知らせいたし
ます。ご不明な点がありましたらお問い合わせくださ
い。
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財務課税務係までご連絡ください。後日、家屋調査を
行います。「土地に定着している」「屋根及び壁などがあ
る」「目的とする用途に使用できる状態にある」などの
要件を満たすと家屋と認定され、固定資産税が課税さ
れます。
なお、この届出により登記簿に登記されることはあり
ませんので、建築した家屋の登記をされる場合は法務
局で手続きを行ってください。
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「家屋解体届」を財務課税務係へ提出してください。
用紙は財務課税務係に用意してあります。届出の際に
は、解体の事実確認のため添付書類として解体したこ
とがわかる書類等が必要となる場合があります。
なお、この届出により登記簿の登記が変更されること
はありませんので、登記された家屋を解体した場合は、
法務局で手続きを行ってください。
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「未登記家屋所有者移転届」を変更された年の12月末ま
でに財務課税務係へ提出してください。届出のあった
日の翌年から、新たな所有者が納税義務者となります。
なお、届出の際には、記名、押印のほか所有者変更の
確認のため、添付書類として売買
契約書の写し等が必要となる場合
があります。
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�羽幌警察署 � 62-1110
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　北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の意識
を深めるとともに、国際社会と連携して人権侵害問題
の実態を解明し、その抑止を図る目的として、平成18
年6月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問
題への対処に関する法律」が施行されました。
　毎年、12月10日から16日までは「北朝鮮人権侵害問
題啓発週間」です。拉致問題の解決をはじめ、北朝鮮当
局による人権侵害問題への対処など、この問題につい
て関心と認識を深めていくことが大切です。
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�北海道海鳥センター � 69-2080

　北海道海鳥センターでは、地球温暖化対策（CO2削
減）のため下記の期間、開館時間を一部変更します。ご
理解とご協力をお願いします。

��　平成22年3月31日まで
����　（火曜～金曜）　午前9:00～午後4:00
　　　　　（土・日・祝日）　午前9:00～午後5:00
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※各事業の日程や詳細は、決
まり次第お知らせいたします。
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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。

��������商工観光課商工労働係 � 62-1211(内線362）

　留萌管内すべての高等学校や特別支援学校における
日頃の学習活動の成果などを生徒が発表します。また、
地域の方々の協力により、お子さんから大人までが楽
しめる多彩なプログラムも用意しています。ぜひご来
場ください。

��　12月12日（土）　午前11：00～午後3：30
���苫前町公民館(苫前町字古丹別）
���幼児、小・中学生、高校生や保護者などどなたで
も参加いただけます
���北海道教育庁留萌教育局
���羽幌町教育委員会ほか
�������

【������】
ものづくり体験教室、カレンダー作成体験、体力測定、
総合型地域スポーツクラブスポーツ体験、絵本の読み聞
かせ、餅つき（ふるまい） など

【��������】
羽幌高校生徒等による学校紹介・生徒作品展示、演劇公演、
吹奏楽演奏、地域文化サークル等作品展示 など

【������】
生徒開発商品、鉢花・農産物、地域の特産品販売 など

【����】
高校生による討論会、地域教育フォーラム（地域の方によ
る教育討論会）
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　北海道教育庁留萌教育局 � 0164-42-8507
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　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　ＮＨＫ学園には、趣味・教養から語学・資格まで、
幅広いジャンルの講座が200コース以上あります。通
信講座で新しい趣味・スキルを身につけてみませんか。
まずは無料の案内書をご請求ください。

����　生涯学習通信講座
※俳句、短歌、川柳、書道、ペン字、水彩画、写真、
小文書、ハングル、中国語、簿記 など
����　3カ月～1年（講座によって異なります）

�������ＮＨＫ学園 � 042-572-3151（代表）
　<案内書請求フリーダイヤル>  0120-06-8881
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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22年1月6日～3月31日(3カ月） 1名
　　　　　・平成22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21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

　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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　地域の課題に対して町民、ＰＴＡ、行政などが一体
となって取り組み、課題解決を図るため毎年開催して
います。今回は子どもの発達について医師の立場から
お話をいただきます。申し込みはいりません。お気軽
にお越しください。

��　11月27日(金)　午後7:00
��　中央公民館大ホール
��　北海道大学病院スポーツ医学診療科
　　　講師 近藤 英司 氏
���　無料
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　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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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
かどうかを確かめ、すみやかに処理しましょう。
�歩行する場合、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 � 62-1211(内線313・314)
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健康センター午前9：45～あいあいサ～クル  2日(水)

健康センター午後12：30～1歳6カ月児健診  2日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ  7日(月)

健康センター午後1：00～乳児健診  9日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ14日(月)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル16日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ21日(月)

健康センター午前9：30～苺くらぶ24日(木)

　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。

������　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。
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22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15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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　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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　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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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。「クリスマス」は料
理で親子一緒に食育を体験
しましょう。

��　12月13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(オムライス、ツナの焼きコ
ロッケ、コンソメ野菜スープ、ぷちぷちフルーツポンチ)

��　小学生とその保護者
���　1人300円
����　12月4日(金)まで
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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8日(火)　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 など

�������町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)

　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21日(月)　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

　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10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

������　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15日(火)
��　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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　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8日(火)　午前9:00～正午
��　役場1階 相談室
���

・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

�������町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)
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　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。

�����

�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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　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、巡回相談を行っています。
　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。

���

　留萌圏域障がい者総合相談支援センター「うぇる」
　(電話)　0164-43-7575
　(メール)　wel-s ien@bz01.pla la.or . jp
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　福祉課社会福祉係 � 62-1211(内線122)
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