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� 0164-62-1211
� http://www.town.haboro.lg.jp/
� s-kouhou@town.haboro.lg.jp
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　羽幌神社・羽幌町聖徳太子奉讃会
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　町民のみなさんの無病息災を願って、新年も例年同
様にどんど焼き祭を実施します。

���平成27年1月15日(木)　午前10:00
�����1月13日(火)午後1:00～15日(木)午前10:00
�����羽幌神社境内（各自持込）
※塩化ビニールやプラスチック素材などの部品を外し
て持ち込み願います。
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　寒さも厳しくなって、暖房器具など火を使うことが多
くなるため、不注意や不始末などから火災が多く発生し
やすい時期です。大切な命や財産を守るため、火気使用
箇所の再点検をお願いします。

�暖房器具の適切な取扱いと、就寝時・外出時は火の元
　を点検をしましょう
�電気器具のタコ足配線を避け、ソケットやプラグの
　清掃をしましょう
�タバコの投げ捨て寝タバコはやめましょう
�ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消し
　ましょう
�住宅火災を早期に発見できるように、住宅用火災警
　報器を必ず設置し、日頃から動作の点検やお手入れ
　をしておきましょう
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　北留萌消防組合消防署予防課 � 62-1246
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  天売消防団 / 焼尻消防団 1月5日(月) 
  羽幌消防団 1月7日(水)
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　羽幌警察署並びに消防署から11月における各件数な
どのお知らせです。
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　　　4件)(　　　0件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　4人)(　　　0人負 傷 者
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　　345件)(　　　26件救 急 出 動

　　332人)(　　　25人搬 送 人 員

　　　2件)(　　0件火 災 件 数

218千円)(　0円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者
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１２月は滞納整理強化月間です
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　年末年始はお酒を飲む機会が多くなる時期です。　　　
「ちょっとしか飲んでないから、すぐ近くだから」という
考えは誤りです。飲酒して運転すると気が大きくなって
スピードを出しすぎたり、注意力の低下により信号や歩
行者を見落としやすくなり、第三者を巻き込む重大事故
を引き起こす危険性が高まります。
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　少量のお酒でも運転に大きな影響を及ぼします。「自
分はこれくらいなら大丈夫」といった
思いこみはやめましょう。
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 　運転者の重い処罰に加え、飲酒運転
を容認、助長する車両提供、酒類の提供、同乗者も処罰
の対象となります。
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　前夜の酒が抜けず「二日酔い」で運転し事故を起こす
例が後を絶ちません。翌日運転する場合には、前夜に深
酒をしない、朝起きて体にアルコールが残っていると
きは絶対に運転しないようにしましょう。
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　羽幌警察署 � 62-1110
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　役場の業務は年末12月30日で終わり、新年は1月6日
から行います。住民票や各種証明書などが必要な方は
早めにご請求ください。
　なお、休み中の死亡などの届出は、役場庁舎正面右
側の職員通用口の「宿直室」で取り扱います。
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62-3592北 日 本 設 備 ㈱12月31日

62-5888㈲ 羽 幌 水 道 設 備1月1日

62-2027サ ワ ス イ ㈲2日

62-5031㈲イワサキ設備機器3日

62-1600㈲ マ ツ ダ 興 業4日

62-3592北 日 本 設 備 ㈱5日
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12月30日～1月3日中 央 公 民 館

12月30日～1月5日総 合 体 育 館

12月30日～1月5日老 人 福 祉 セ ン タ ー

12月31日～1月5日北 海 道 海 鳥 セ ン タ ー

12月31日～1月3日ご み 収 集 業 務 ※

※ 離島地区のごみ収集業務は12月31日～1月5日まで休業

�������指定管理者：株式会社アンビックス
　はぼろ温泉サンセットプラザ　� 62-3800
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　原油価格の高騰や電気料金の値上げに伴い、はぼろ温泉
サンセットプラザの入浴料金が1月1日から改定されます。
みなさまのご理解をお願いします。
　なお、ご家庭にお風呂を有しない世帯へ交付済みの割引
券は平成27年3月31日まで引き続きご利用いただけます。

����大人　600円（550円）　子ども　280円（同じ）
����1冊11枚綴り　6,000円（5,500円）
����平成27年1月1日より適用
　　　　※カッコ内の金額は改定前の料金です。
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　財務課経理係　 � 68-7001（課直通）

　平成27・28年度に羽幌町が発注する物品の購入等に
関する競争入札に参加するためには、あらかじめ申請
を行い入札参加資格を取得する必要があります。
　提出書類など詳しくはお問い合わせください。

�����平成27年1月14日(水)～平成27年2月13日(金)
������上記期間終了後も随時受付します。
�����申請書、納税証明書など
　　　　　※受付期間開始日に町ホームページに申
　　　　　　請の手引きと申請様式を掲載しますの
　　　　　　でご覧いただき、詳しくはお問い合わ
　　　　　　せください。
�������　平成27年4月1日～平成29年3月31日
����入札参加資格者になると参加資格名簿に登　
　　録となりますが、期間中必ずしも入札に参加　　
　できるとは限りません。
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　　　　　北海道電力(株)羽幌営業所 � 62-1047

�������羽幌町社会福祉協議会内
　羽幌町共同募金委員会 � 69-2311

※オープンの日程は積雪状況により変更になる場合が
ありますので、あらかじめご了承ください。
※気象庁から大雪、暴風、暴風雪警報などが発令された
場合は、スキー場を閉鎖する場合があります。
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　いよいよスキーシーズンです。今シーズンも安全を
第一に、子どもから大人まで安心して楽しめるスキー
場を目指します。ご来場をお
待ちしています。

�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-1178

������　12月20日(土)　午前10:00 
����
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午前10：00～午後5：00月・土・日曜日
12～2月

午前10：00～午後9：00火～金曜日 

閉鎖月曜日

3月
午後5：00～午後9：00 
(祝日の場合は午後1:00～午後9:00）

火～金曜日 

午後1：00～午後5：00土・日曜日 

�������	
�������

　歳末たすけあいは、新たな年を迎える時期に、支援
を必要とする人たちが、地域で安心して暮らすことが
できるよう、さまざまな福祉活動を展開する運動です。
　集まった募金は、おもに義援金・福祉灯油の支給のた
めに使われます。みなさんの善意を
お寄せください。

�����12月1日～12月30日
����羽幌町共同募金委員会(南7条3丁目1番地）
　　　　

�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-1178
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　毎年恒例となった日本の凧展を今年も開催します。
大凧や連凧など全国各地の色鮮やかで珍しい凧がご覧
になれます。

���平成26年12月26日(金)～平成27年1月12日(月祝)
���中央公民館展示スペース

�������	
�〒078-4106 羽幌町南6条3丁目
　福祉課保健係(すこやか健康センター内) � 62-6020

　次のとおり職員を募集しますので、希望される方は
ご応募ください。

�����保健師
�����1名
�����羽幌町すこやか健康センター�
�����

・採用時で羽幌町に居住し、通勤可能な者
・保健師免許を有する者または免許取得見込みの者
����平成27年4月1日
�����午前8:45～午後5:30(土・日・祝日除く)
�����市販の履歴書、保健師免許証の写し(取得
見込みの者は、卒業見込み証明書若しくは取得見込
みを証明するもの)
�����平成27年1月30日 (金)
　　　　　 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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　自衛隊留萌地域事務所 � 0164-42-4650

　次のとおり自衛官を募集しています。詳しくはお問
い合わせください。

�����自衛隊高等工科学校生徒
�����中学校卒業(見込含む）の15歳以上17歳未満
　　　　　の男子
�����一般試験　平成27年1月9日(金）
���　　一般試験　平成27年1月24日(土)
����　自衛隊留萌駐屯地
����　筆記試験
　　　　　(国、数、理、社、英：マークシート、作文）
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　「すまい給付金」事務局問い合わせ窓口
　　 � 0570-064-186（ナビダイヤル）
　　　毎日午前9時～午後5時まで（土日祝を含む）
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　すまい給付金は、今年4月の消費税8％への引き上げ
に伴い、引き上げ後の住宅購入者の負担軽減のために
実施されています。収入に応じて最大30万円を受け取
ることができます（消費税8％時）。
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　「すまい給付金」ホームページをご覧ください。
　　　アドレス　http://sumai-kyufu.jp/
　
　その他詳細はお問い合わせください。　　　　

�������留萌保健所
　健康推進課保健予防係 �0164- 42-8326
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　次のところで調理の業務に従事している調理師の方
は、届出が必要です。この就業届出は、調理師法の規
定により2年ごとに行うこととなっており今年は届出
の必要な年となっています。

�������

　�寄宿舎・学校・病院・事業所・社会福祉施設・
　　介護老人保健施設・矯正施設
　　その他多人数に飲食物を調理して供与している施設
　�飲食店営業・魚介類販売業・そうざい製造業
�������平成26年12月31日現在の状況
�������平成27年1月15日(木)
�������	
��

　　　　
電話番号住　所

取扱所名称
担当者氏名

0164-43-1002 留萌市開運町3丁目8番地1
 美食酒家 司
　大懸信司

0164-43-7484 留萌市元町6丁目ﾆｭｰﾎﾜｲﾄ内
 メルカート
　佐藤紀尋
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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
　

������

12/19 (金)
　緬羊工房さんに教わる「サフォーク毛糸の編み物」

��������

羽幌ままなびHP http://www.c-sqr.ne t/c/cs32357/

　このほか、親子で参加できる子育て教室「うさこちゃ
ん遊びの広場」を開設しています。

��　毎週火・金曜日　午前9:３０～午前11:00
��　すこやか健康センター
��　0歳から6歳までの幼稚園・保育園に未入園のお
　　子さんとその保護者

������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020

�������	
�����

�������������

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル  7日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ  8日(木)

健康センター午後1：00～乳児健診 13日(火)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ 15日(木)

健康センター午前9：30～苺くらぶ 19日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル21日(水)

健康センター午前10：00～離乳食教室 23日(金)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ 29日(木)

健康センター午前6：00～冬季総合健診
31日(土)～
2月1日(日)

　町内の保健事業や子育て教室などの日程を掲載して
います。市街地区総合健診について詳しくは別配布の
チラシでご確認ください。
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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。

��　毎週 水曜日　午前9:0０～午後5:00（祝日除く）
��　川北老人福祉センター
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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。
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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）

���1月8日(木)　午前10:00～午後4:00

��　役場4階 大会議室
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　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。

��　1月7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。

��　1月21日(水) 　午後1:３０～午後4:00

��　勤労青少年ホーム
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　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。

��　1月20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

　道立羽幌病院については土・日曜日及び祝日を含め、
救急診療を行っています。

������　苫前クリニック
　　　　　(苫前町字苫前)
　　　　   � 64-9070
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　旭川弁護士会　� 0166-51-9527　

　旭川弁護士会では、弁護士が常駐していない市町村
を会場に、毎月1回、管内を巡回し相談会を開設します。
　身近に法律に関する問題がありましたら、この機会
にお気軽にご相談ください。なお、相談
には事前予約が必要です。

��　12月24日(水）　午後1:0０～午後4:00（1人30分 程
度）

��　中央公民館 第2研修室
����　法律相談全般(例：多重債務・交通事故・相
　　　　　続・犯罪被害など）
���　無料
��　旭川弁護士会
�����羽幌会場以外にも、他の管内市町村会場へも申
込み可能です。詳しくは、お問い合わせください。
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　羽幌スキー連盟教育部 佐々木  � 68-7008（役場内）

　スキーに接する機会を広めるため羽幌スキー連盟主
催のナイタースキー教室を開催します。

���　1月13日・15日・20日・22日・27日・29日
　　　　（火･木曜日、計6回開催）  
��　午後7:00～午後8:15
��　町民スキー場 「びゅー」
��　小学4年生以上（初心者及び中級程度の方）
�����初心者 20名／中級者 20名
����一般 3,000円／中学生以下 2,000円
※親子の受講は割引制度有。リフト料金は自己負担です。
���　1,600円（スポーツ傷害保険未加入で希望者）
����　平成27年1月9日までに受講料等を添えて　
　　　総合体育館パワデールへ申し込んでください。
��　・羽幌町教育委員会
          ・はぼろ総合型スポーツクラブ
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�ジュニアテスト　１回目…平成27年1月31日(土)
　　　　　　　　　２回目…平成27年2月21日(土)
�級別テスト　　　　　　　平成27年3月8日(日)
　　　　　　　　(会場は町民スキー場「びゅー」)
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　福祉課国保医療年金係 � 68-7004(課直通)

　北海道後期高齢者医療広域連合では、「北海道後期高
齢者医療広域連合保健事業実施計画（案）」を策定しま
した。この保健事業実施計画の策定にあたり、次のと
おり広く住民のみなさまからご意見を募集します。

�����平成26年12月10日～平成27年1月9日(必着)
�������	
���

�北海道後期高齢者広域連合ホームページに掲載する
とともに、福祉課国保医療年金係で配布しています。
　その他詳細は、お問い合わせください。

広域連合ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ　http://iryokouiki-hokkaido.jp/
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※冬季総合健診の申込期限は12月30日(火)です。
詳細については配布されているチラシでご確認ください。




