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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、死亡する事故が起こっ
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、つぎのことに注意するようお願いします。

�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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　町民スキー場びゅー� 62-6800
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　建設水道課管理係 � 62-1211(内線314)

　この運動は、道内各地で死者の伴った火災が発生し
ている現状から、当組合管内の住民ひとりひとりに火
災の恐ろしさについて認識していただくとともに、出
火の絶無と火災による死傷者の発生を未然に防止する
ことを目的としています。
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�火災発生の絶無　　　�火災による死亡事故の絶無
�危険物等の事故防止　�防災家族会議の推進
�防災機器の普及推進
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�寝たばこは、絶対やめる。
�ストーブは燃えやすい物から離れた位置で使用する。
�ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。
�逃げ遅れを防ぐために住宅用火災報知器を設置する。
�寝具や衣類からの火災を防ぐため防炎品を使用する。
�火災を小さいうちに消すため住宅用消火器を備える。
�お年寄りや身体の不自由な人を守るために、近隣所
の協力体制をつくる。
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　北留萌消防組合消防署予防課 � 62-1246

　国民年金の保険料は自主的に納付していただくこと
が前提となっておりますが、社会保険事務所では納め
忘れの方々に催告状の送付や電話またはご自宅への訪
問により、納付督励を行っております。しかし、度重な
る納付督励にも応じず、保険料を長期間にわたり納付
しない方には最終催告を行います。この催告において
も納付をしない、または納付の意思表示がない場合に
は、保険料の督促・財産の差押え(滞納処分)を行います。
　このように「納めない」ことですぐに財産等の差押え
となるわけではありませんが、十分な支払能力がある
にもかかわらず納付されない場合には、ご本人の年金
を受け取る権利の確保や納付している方々との公平性
の観点から、「財産等の差押え」を行っております。

　なお、経済的な理由で保険
料を納めることが困難な場合
には、本人の申請によって保
険料の納付が免除や猶予され
る制度がありますのでご相談
ください。

��������	
�������

������

　福祉課国保医療年金係　� 62-1211(内線127)
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　3月からつぎのとおり変更になりますので、お間違え
のないように！

�火・木・金曜日 午後6:00～午後8:30
�土曜日 午後1:00～午後5:00
�　　　 午後6:00～午後8:30
�日曜日 午後1:00～午後5:00
�月・水曜日 休場
※3月4日(日)は午前10:00から開場しますが、スキー大
会開催のため、コースに一部制限があります。
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　スキー場周辺に歩くスキーのコースを開放していま
す。一周5km程の変化に富んだコースで、山頂からは
天売・焼尻や風車、野鳥などもご覧いただけます。
　お誘い合わせの上、ぜひご利用ください。
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　　　1件)(　　　1件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　1人)(　　　1人負 傷 者
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　　35件)(　　　35件救 急 出 動

　　32人)(　　　32人搬 送 人 員

　　　0件)(　　　0件火 災 件 数

0千円)(　　0千円損 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1月における各件数な
どのお知らせです。
　道路が凍結し滑りやすくなっています。車を運転す
る方も歩行者の方も、十分にご注意ください。
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　寒いとどうしても家に閉じこもりがちになってしま
いますが、元気に外へ飛び出しませんか？スキーやス
ノーボードに乗る人はもちろん、乗らない人も雪山で
冬のひと時を楽しみませんか。

��　2月25日(日)　午前9:45～
������

・スキーイベント
・ゲーム(みかん拾い、シート滑りなど)
・ぶた汁提供
・リフト無料開放(午前中)
・歩くスキーコース開放

�������総合体育館内
　社会教育課体育振興係　� 62-6030
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　生きがいづくり、健康づくり、そして仲間づくりに
楽しい大学生活を体験してみませんか。

���町内の60歳以上の方
����無料(但し、学生自治会費など若干必要です)
�����3月31日(土)まで
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　社会教育課公民館事業係　� 62-1178

　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。毎回体重・体脂肪測定、血圧
測定、健康の話、軽い運動をしています。

��　3月29日(木)
��　太極拳(運動できる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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������　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。
お気軽にご参加ください。無料送迎バスも運行します。

��　3月27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
����　3月20日(火)まで
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健康センター午後1：30～3歳児健診  1日(木)

健康センター午前9：00～冬季住民健診結果説明会  2日(金)

健康センター午前9：00～冬季住民健診結果説明会  5日(月)

健康センター午前9：00～冬季住民健診結果説明会  6日(火)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル  7日(水)

健康センター午前10：30～離乳食教室13日(火)

健康センター午後1：30～1歳6カ月健診15日(木)

健康センター午後2：00～乳児健診22日(木)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル28日(水)

　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、当日会場で直接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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　昭和40年代の福島県・常磐炭鉱の閉山危機を迎えた
街を変貌させた「常磐ハワイアンセンター」。実話を元
に閉山危機に揺れる街、そこに生きる人々の交流を、
地域の再生と絡ませて感動的に描かれた作品です。

��　3月9日(金)　午後6:00(開場)／午後6:30(開演)
��　中央公民館大ホール
����　【前売】一般1,000円／高校生以下  800円
　　　　　【当日】一般1,200円／高校生以下1,000円
�������　中央公民館／ポスター掲示各商店
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　3月27日(火)  午前9:15～午後4:00
　川北老人福祉センター�62-1424
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　社会教育課公民館事業係　� 62-1178

　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。

���3月8日(木)　午後1:00～午後5:00
　　　3月9日(金)　午前9:00～正午
��　役場4階 第2会議室
������留萌社会保険事務所 � 0164-43-7211
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　羽幌町社会福祉協議会では、心配ごと相談所を月に1
回開催しています。どうぞお気軽にご利用ください。

��　3月20日(火)　午後1:３０～午後4:00
��　勤労青少年ホーム
���　秋山 俊一 氏
������　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311
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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。

��　3月13日(火)　午前9:00～正午
��　役場会議室
�����　弓庭 登 氏
������  町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)
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　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。

����　羽幌保育園
�����羽幌保育園保育業務
����　1名
���　平成19年4月1日
�����

　・年齢が35歳以下(平成19年3月31日時点)で、羽幌町
　　在住又は在住を予定している者
　・保育士資格を有している者
　・保育士としての実務経験が２年以上ある者
��　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
　③保育士登録証の写し
　※受験申込書・身上申告書については総務課職員係
　に請求ください(ホームページにも掲載しています）
����　面接(口頭試問）・小論文
����　2月28日(水) 午後5:30まで(郵送の場合必着）
����　後日申込者に通知します
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　優秀な資質を有しながら、経済的理由によって修学
が困難な方に対して、修学に必要な資金の一部を貸付
します。

����　・大学、短大、高等専門学校(5年制)に在籍
　　　　　　する方。(予定者を含む)
　　　　　　※稚内高等学校(衛生看護・看護専攻科)、
　　　　　　美唄聖華高等学校などの5年一貫教育を
　　　　　　行う学校も含む。(4年生以上が対象)
�����・学資を主に負担する者が羽幌町に2年以上
　　　　　　住所を有すること。
　　　　　・学習活動その他生活の全般を通じ、態度・
　　　　　　行動が学生にふさわしく、将来良識ある
　　　　　　社会人として活動できる見込があること。
　　　　　・経済的な理由により、修学が困難な方。
����　月額 20,000円(貸付を決定した月から最短
　　　　　修業年限の終月までとし、無利子とする）
����　若干名
����　3月1日(木)まで
　　　　　※申込に必要な書類や貸付の詳細はお問い
　　　　　合わせください。
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　学校管理課総務係　� 62-1211(内線412)
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　総務課職員係　� 62-1211(内線215)
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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




