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先月は暖かい日が続き、道路の雪も少なくなって少しずつではありますが春の訪れを感じました。しかしながら、
3月に入っても低気圧による不安定な天気のため、道内ではまだまだ雪に悩まされているニュースも聞こえます。

突然の天候の変化による事故などに気をつけるとともに、体調を崩さないように注意しましょう。

　グリーン化税制は環境負荷に配慮した税率で課税す
る制度ですが、平成27年度から次のとおり変更となり
ます。
　
������

�基準を満たした自動車税の税率を軽減する割合が変
更となります。
　　　　　　平成26年度　���������
　　　　　　平成27年度　���������
（取得の翌年度のみ）
�一定の年数を経過した乗用車、キャンピング車など
は、自動車税の上乗せする割合が変わります。
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詳しくは
道税ホームページ
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　札幌道税事務所自動車税部　 � 011-746-1190
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　留萌振興局では、月間中、給与・預金等財産の差し
押さえを強化します。自動車税など道税に未納のある
方は早急に納税してください。
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　平成２5～２7年度実施の個人住宅のリフォーム、修繕、
除去工事に対する助成について、新年度の申込み受付
期間などをお知らせします。助成対象に該当する工事
をお考えの方は、ぜひ、ご活用ください。

�����一律 20万円（助成は同一世帯につき1回限り）
�������	
������������

※設計費や外構工事費（通路舗装、庭園、車庫など）、消
費税などは助成対象外です。

�������	
��35件(改修)・5件(解体)
※解体工事申込件数により改修工事件数を調整します。
※申込者が多数の場合は、抽選により助成対象者を決定します。

�������4月1日（水）～4月14日（火）
����

�原則、改修・解体工事に着手する前に申請が必要です。
該当する工事内容や手続きなどの詳しい内容は、町民
課または町内業者へお問い合わせください。
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　町民課住宅係 � 68-7003 (課直通)

・羽幌町に住民登録がある方
・町税及び使用料を滞納していない方
　※Ｈ22～Ｈ26に助成を受けた世帯は対象外

対象者

・本人または親族が所有している住宅
・現在、本人が居住している住宅
　※解体工事は現在居住していなくても対象

対象住宅

・増築工事
・改修工事
・除去工事
・修繕および模様替え工事

対象工事

・町内の業者
 (町内に主たる事業所等のある業者、建設・解体工事
を業としている町内の個人事業主）

施工業者

・100万円を超える工事であること
 (他から補助を受ける場合、その額は工事費用に含ま
ない場合があります）

工事費用

�������	
���������

����

�������	
�����������

　　　0件)(　　　0件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者
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　　72件)(　　　35件救 急 出 動

　　72人)(　　　33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2月の各件数などのお
知らせです。
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　町では、お風呂のないご家庭に「いきいき交流セン
ター（はぼろ温泉サンセットプラザ）｣の入浴割引券を
お渡しします。忘れずに申請してください。

���　羽幌町に住所があり、お住まいにお風呂がな
　　　い方(間借り・アパート・借家を含みます)
�������	

・健康保険証などの身分を証明できるもの
・印鑑(シャチハタ印は不可)
���　役場1階 総合窓口
���������※乳幼児(3歳以下)は無料です。

・大人(中学生以上)　�����※割引額 160円�

・小人(小学生以下)　 �����※割引額 210円�
����　平成27年4月1日～平成28年3月31日
���������	
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住民の健康を増進する場として町が「はぼろ温泉サン
セットプラザ」内に設置している公の施設です。
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　町民課町民生活係 � 68-7003 (課直通)
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　平成27年5月～10月の期間中に町内の各体育施設の
定期利用を予定しているサークル・団体は、使用団体登
録票を提出してください。
※平成26年度使用団体には個別にお知らせしています。

����

�総合体育館アリーナ　�羽幌中学校体育館
�スポーツ公園　　　　�南町グラウンド
�テニスコート　　　　�武道館　 
�南町ゲートボール場　�天売焼尻小中学校体育館
�����4月17日（金）

�������	


　（総合体育館アリーナ） 総合体育館 � 62-6030
　（その他の施設） 社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　羽幌町では、地域の医療を守るため、将来、羽幌町内
の医療機関に看護師または助産師として勤務しようと
する方を対象に、修学資金の貸付をしています。
　詳しくはお問い合わせください。
　

�����学校若しくは養成所に在学中又は入学が決
定している方で、卒業後、看護師または助産師の資格
を取得し、羽幌町内の医療機関に勤務しようとする方。
�����月額　50,000円以内　無利子（毎月交付）
�����6年以内(学校または養成所の正規の修学年 
数の範囲内)
���羽幌町内の医療機関に勤務した期間が、修学資
金の貸付を受けた期間に達した時(全額免除)など
���休学または退学等の理由により、貸付決定を取
り消された場合や資格取得後、羽幌町内の医療機関に
勤務しなかった場合、または勤務したがその在職期間
が修学資金の貸付期間に満たない場合などは貸付を受
けた期間を上限として貸付金を返還していただきます。
�����随時受付しています。

�������	
�すこやか健康センター内
　福祉課保健係 � 62-6020
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　春は、引っ越しや、片付けなどで、一度に多量のごみが出ることの多い季節でもあり
ます。　ごみステーションに、1軒で一度に多量のごみを出すと、共同で使用している
他のご家庭の迷惑となります。また、粗大ごみは、1回に回収する量は3個までです。
　一時的に多量のごみが出た場合は、廃棄物の収集運搬許可業者へ連絡し適正な取り扱
いをされますよう、ご協力をお願いします。
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� 町民課環境衛生係 � ６8-7003（課直通）

電話番号(住   所)一般廃棄物収集運搬許可業者名

62-2018(南大通4)（有）広栄重機 

62-4654(朝日)（有）工藤清掃事業所

62-1491(寿町)（有）竹内重機運輸

62-1338(港町3)（有）苫前砂利

62-2388(築別)（有）ﾀｹｳﾁ廃棄物ｸﾘｰﾝ産業

62-2081(北大通2) 羽幌機材工業（有）☆

(天売)       01648-3-5116 天売小型運輸（有）

(焼尻)  　 01648-2-3560（株）焼尻小型

☆発泡スチロールのみ収集
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　この制度は、平地に比べ農業生産条件が不利な中山
間地域等の多面的機能を確保する観点から交付金を交
付し、担い手育成など農業生産活動の維持を通して、
耕作放棄の発生を防止するなど地域農家を支援するも
のです。

�������	
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・農地、法面、水路、農道の適正管理
・農地と一体となった周辺の管理
・農業生産の効率化及び土地生産性の向上を目的とし
た活動推進
・担い手団体への支援
・農用地等保全体制整備

　平成26年度の対象面積は約987ha、農家数等は155件
(うち生産組合2件、その他4件）で、交付金総額は
84,833千円余りとなっています。

������

　産業課農政係 � 68-7008(課直通)

　町では、公共下水道区域以外で合併処理浄化槽を設
置する方に対し、その工事費の一部を補助しています。
申請方法など詳しくはお問い合わせください。
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　台所や洗濯、風呂などから出る生活雑排水をし尿と
あわせて処理する浄化槽のこと
������

　天売・焼尻・築別・曙・朝日の一部・寿町の一部・
中央・平・上羽幌・高台・汐見地区
�����
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　町民課環境衛生係 � 68-7003(課直通)

������������

411,000円352,000円5人槽

514,000円441,000円6～7人槽

686,000円588,000円8～10人槽

　6月10～14日に札幌市で開催されるYOSAKOIソーラ
ン祭りの審査員を募集しています。希望される方はご
応募ください。
　

��　平成27年6月10日(水)～14日(日)
��　札幌市 大通公園ほか札幌市内20会場
����　130名（募集定員を超えた場合は抽選）
����　
・祭りの理念及び募集要項に賛同し真剣に演舞を審査し
ていただける方
・平成27年6月時点で中学生以上の方
・チーム関係者以外の方
・6月13・14日の指定された時間(いずれか1日)に審査可能な方
����　4月24日(金)必着
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　YOSAKOIソーラン祭り実行委員会 � 011-231-4351
　公式ホームページ　http://www.yosakoi-soran.jp/

�������北海道保健福祉部地域医療推進局
　地域医療課 医療政策グループ � 011-204-5248
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　北海道では、道立天売診療所に勤務する看護師を募
集しています。申込方法など詳しくはお問い合わせく
ださい。

����　1名(北海道職員として採用)
�����

　昭和40年4月2日以降に生まれた方で、すでに看護師
資格を取得されている方、または平成27年3月31日ま
でに資格を取得する見込みの方。
�����作文試験・面接試験(試験日は後日連絡します。)
������北海道立天売診療所(羽幌町大字天売字和浦)
　　　　（職員数：医師1名、看護師1名、事務職員1名）
�����月～金　午前8:45～午後5:30
　　　　　（夜勤はありません。土日、祝日はお休みで
　　　　　すが、急患対応がある場合が
　　　　　あります。）
���北海道職員の給与に関する条例に
　　基づき支給
���職員住宅があります。

　北海道労働局では、次のとおり労働基準監督官の採
用試験を実施します。詳しくはお問い合わせください。
　
�����

（1）昭和60年4月2日～平成6年4月1日生まれの者
（2）平成6年4月2日以降の生まれの者で次に掲げる者
　・大学を卒業した者及び平成28年3月までに大学を卒
　  業する見込みのある者、または、人事院がそれと同
　  等の資格があると認める者
���1次試験　平成27年6月7日(日）
　　　2次試験　平成27年7月15日(水)、16日(木)、17日(金
)　　　　　　　   の指定された日
�����

インターネット　4月1日(水)～4月13日(月)
持参・郵送　　　4月1日(水)～4月2日(木)
　　　　　　　　※郵送の場合は4月2日消印有効

�������	


〒060-8566 札幌市北区北8条西2丁目1番1札幌第一合同庁舎9階
北海道労働局総務部総務課 � 011-709-2311
　申込ｱﾄﾞﾚｽ http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
留萌労働基準監督署 � 0164-42-0463
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　自衛隊旭川地方本部留萌地域事務所 � 0164-42-4650

　次のとおり予備自衛官補を募集しています。詳しく
はお問い合わせください。
　
����

�一般公募�18歳以上34歳未満の者
�技能公募�18歳以上であって下記の国家免許資格等
　　　　　を有する者
��������[衛生・語学・整備・情報処理・通信・電気・建設]
��������	

�第1回　3月24日(火）/ 4月10日(金)～14日(火)※
�第2回　9月18日(金) / 10月2日(金)～5日(月)※
　　　　　　　　　　　　　※いずれか1日を指定

�����筆記試験、口述試験、適性検査、身体検査
�������	
�

　一般社会人や学生の方を予備自衛官補として採用し、
教育訓練修了後、予備自衛官として任用する制度です。
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　�バラ園、朝日公園　
　産業課観光振興係 � 68-7007 (課直通)
　�スポーツ施設　
　中央公民館内　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　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。

������はぼろバラ園、朝日公園（4名）
　　　　　�スポーツ公園ほかスポーツ施設及び
　　　　　　レストパーク、オロちゃんランド (2名)
����　施設・設備の維持管理
����

・羽幌町に住所を有し、通勤可能な方（在住予定者含む）
・普通自動車免許を有する方
・刈払機の取扱い経験がある方
����　午前8:45～午後5:30（休憩1時間）
����　平成27年5月1日～平成27年10月31日
　　　　　※土曜・日曜・祝日を除きます。
��　日額 7,000円
����社会保険、雇用保険、非常勤公務災害に加入
����

　市販の履歴書(顔写真貼付)に必要事項を記入し、期限
までに下記の応募先まで持参してください。※郵送不可
����

��バラ園、朝日公園→随時面接を行いますので応募
受付は平日の午前9:00～午後5:00(正午～午後1:00を除
く)とします。
��スポーツ施設→書類選考後、面接日を文書にて通知
します。
���

��バラ園、朝日公園→役場内産業課観光振興係(3Ｆ)
��スポーツ施設→中央公民館内社会教育課
�����平成27年4月3日(金)午後1時まで

　次のとおり国家公務員の採用試験の申込受付をしま
す。詳しくはお問い合わせください。

�������	
��	��

インターネット申込期間：4月1日(水)～8日(水)
�������	
��

インターネット申込期間：4月9日(木)～20日(月)
�������	
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インターネット申込期間：6月22日(月)～7月1日(水)

������

　人事院北海道事務局第二課試験係 � 011-241-1248

�������	
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���������　
　NPO法人　ウェルアナザーデザイン
　� 0164-56-1662/080-5723-9264(携帯電話)

�������	
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　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。
　なお、4月から相談会場が変更になりますのでご注意
ください。

��　毎週水曜日　午前9:00～午後5:00(祝日除く)
��　スタジオ囲炉裏（羽幌町寿町2番地の5）
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スタジオ囲炉裏
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　町民課町民生活係 � 68-7003（課直通）

　次のとおり消費生活モニターを募集します。希望さ
れる方はご応募ください。

����

（1）価格調査
（2）消費生活モニター調査
（3）アンケート調査
（4）その他（必要に応じ意見等の提出）
����

・羽幌町に住所を有する20歳以上の方
・北海道が主催する消費生活モニター研修及び消費生
活地域協議会に出席できる方
���平成27年4月1日～平成28年3月31日
����月額1,800円（年額21,600円）
�����3月26日(木)

　���������	
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　ママさんがいろいろなことを学ぶ事ができる講座
を開催しています。興味のある講座に参加してみて
ください。詳しくは、ホームページ等でご覧ください。

������　和田・村上
和田 � 090-1542-5432
        � haru.michi.2916@gmail.com

��������

羽幌ままなびHP　http://www.c-sqr.ne t/c/cs32357/
Facebookページ　「羽幌ままなび」

�������������

健康センター午前9：30～苺くらぶ  8日(水)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル  9日(木)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ13日(月)

健康センター午前9：30～苺くらぶ20日(月)

健康センター午後0：30～乳児健診23日(木)

健康センター午前10：00～離乳食教室24日(金)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ27日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル30日(木)

健康センター午後0：30～3歳児健診30日(木)

　町内の保健事業や子育て教室などの日程をお知らせ
します。

������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020
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　親子で参加できる子育て教室です。

��　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
��　自由遊び、保育士による手遊びほか
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　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）

���4月9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。

��　4月8日(水) 　午前10:00～正午
��　役場1階 記者室

������　 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。

��　4月21日(火) 　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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　個別の健康相談や血圧測定などを行います。

��　4月28日(火)
��　川北老人福祉センター (午前10:00～午前11:00)
������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020
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　道立羽幌病院については、土・日曜日及び祝日を含め
救急診療に対応しています。

������　加藤病院 (南6条5丁目)   � 62-1005
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　3月の相談日が次のとおり変更となっていますので
ご注意ください。��������	
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　　　　　　　　　　　(※変更前3月11日）
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