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� 0164-62-1211(代表)
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　　　8件)(　　　1件発 生 件 数

　　　1人)(　　　0人死 者

　　　8人)(　　　1人負 傷 者
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　274件)(　　　18件救 急 出 動

　　268人)(　　　17人搬 送 人 員

　　　8件)(　　0件火 災 件 数

1,097千円)(　　0千円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　2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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　選挙管理委員会事務局　� 62-1211(内線214)
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　汐見、築別、高台、上築、曙地区の選挙人の投票所
は、築別集会所（第7投票所）に統合されました。こ
の統合により、第8投票所以降の番号が変更されます
が、投票所の場所に変更はありません。
　今後実施される選挙から適用となりますので、該当
地区の有権者の方々はお間違えのないようお願いいた
します。
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南6条2丁目16-1中央公民館小ホール 第1投票所

南5条5丁目1羽幌小学校体育館 第2投票所

栄町97-1デイサービスセンター 第3投票所

南2条1丁目16羽幌保育園 第4投票所

北5条3丁目2羽幌中学校 第5投票所

中央623-2中央老人寿の家 第6投票所

築別67-11築別集会所 第7投票所

天売字和浦73天売総合研修センター 第8投票所

天売字弁天53天売へき地保健福祉館 第9投票所

焼尻字東浜248焼尻老人の家 第10投票所

焼尻字西浦146西浦コミュニティセンター 第11投票所
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������　独立行政法人 自動車事故対策機構
旭川支所 � 0166-40-0111
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　交通事故被害世帯の方に対し、次のような援護制度
がありますのでお知らせします。
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��　自動車事故により保護者の方が亡くなられたり、重い
　　　後遺障害を残すこととなったご家族のお子様で、0歳か
　　　ら中学卒業まで
����　一人につき最初一時金15万5千円、以後月額2万円
　　　　　小･中学校入学時に入学支度金4万4千円
����　月賦または月賦・半年賦併用により20年以内での
　　　　　均等払い
����　高等学校・大学在学中の期間は返還が猶予
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��　自動車事故により、脳、脊髄または胸腹部臓器に損傷
　　　を受け、常時または随時の介護を必要とする方で一定
　　　の要件に該当する方
���　月額29,290円～136,880円の間で、障害の程度によ
り　　　　支給。「短期入院」費用があれば別途支給
����　支給月は3・6・9・12月で、３カ月分を一括支給
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　11月27日(木)  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）

�������北海道社会保険事務局政管健保公法人
化準備プロジェクト事務局 � 011-204-7000
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　羽幌町では、今年度より納税者の利便を図るために
国民健康保険税の納期を8期に増やしましたが、納期限
どおりに納付した場合、本年中の納付金額が減少する
ことから、社会保険料控除額が変更となり住民税等が
増加する場合があります。
　影響のある方は、住民税や所得税がかかっている方
で、前年よりも本年の社会保険料控除額が少ない方で
すが、国民健康保険税を年内に前納することで解消す
ることができます。(翌年に納付した保険税は翌々年の
申告の控除対象額となります。)
　前納を希望する方は、電話にて連絡をお願いします。
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�自主納付で前納することができます。(連絡不要)
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�事前に引去額変更依頼をしてください。
　※金融機関との連携がありますので早めにご連絡ください。
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　口座振替に切り替えて、引去額変更依頼をしてくだ
　さい。
　※年金引去から口座振替に変更できる方は過去2年間、滞
　　納がない方が対象となります。また、変更手続きには時
　　間を要しますので早めの手続きをお願いします。
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　財務課税務係 � 62-1211(内線257)

シンボルマーク
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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。

������

　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311

　政府管掌健康保険は、これまで国(社会保険庁)で運営
していましたが、本年10月に新たに全国健康保険協会
が設立され、運営しております。
　現在お持ちの被保険者証は10月以降も切替が終了す
るまで引き続き有効であり、保険給付の内容に変わり
はありません。
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���札幌市北区北7条西4-3-1 新北海道ビル
���011-726-0352(代表)

������「�����」�������



��������������	
�����

������

　オロロン留萌中部・北部通年雇用促進協議会は、季
節労働者の通年雇用を促進し、雇用の安定と生活確保
を図ることを目的に活動しております。
　今回は、当協議会が実施する主な事業内容をお知ら
せしますので、参加及びご協力についてよろしくお願
い申し上げます。なお、各事業の参加についてはすべ
て無料で受講することができます。
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　10月30日(木)  午後1:30　会場：遠別商工会
　10月31日(金)  午後1:30　会場：とままえ温泉ふわっと
　※事業所向けの経営環境基盤改善のための経営の多
　　角化・新分野進出の具体的手法や事例発表などの
　　セミナーを開催。
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　11月下旬 　羽幌町にて開催予定です。
　※通年雇用奨励金等の助成制度に関する説明や利用
　　事例の紹介、新分野進出企業の事例発表などのセ
　　ミナーを開催する予定。
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　1月下旬に苫前町・遠別町で開催を予定。季節労働
　者の職業選択のアドバイスや資格取得のポイントな
　どわかりやすく説明します。
�����������	

　2月下旬に羽幌町で開催を予定。車輌系建設機械や
　小型移動式クレーン、玉掛などの講習を予定してい
　ます。
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　2月上旬に天塩町と羽幌町でパソコン講習会(基礎)を
　開催します。初心者の方も興味のある方はご参加く
　ださい。
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　季節労働者の業種転換を促進するために、一般業種
　での就労体験を実施するものです。講習期間は5日
　間程度、1月～3月の間に実施する予定です。

※事業の日程や詳細は、決定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。
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　平成21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21年1月11日(日)　午後1:00から
���中央公民館
���昭和63年4月2日～平成元年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12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でも結構です。
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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　生活に役立つ図書を参考にして趣味のはばを広げて
みませんか？エコクラフト、陶芸、園芸・囲碁・編み
物・釣り、スポーツなどの資料約80点を展示します。展
示資料は貸し出しもしますので、みなさんどうぞご覧
ください。

���10月24日(金)～11月10日(月)
���中央公民館図書室
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　中央公民館図書室　� 62-1178
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　商工観光課商工労働係 � 62-1211(内線362）
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　留萌保健福祉事務所では、精神神経科医師による相
談窓口を開設しています。下記のようなことでお悩み
の時はご相談ください。
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�※羽幌会場分
��　11月4日(火)　午後2:30～午後4:30
��　すこやか健康センター
����　事前に電話で申し込みください。
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・引きこもり、登校拒否、家庭内暴力、非行、性のこ
　とで困っている。
・家庭、職場、学校での人間関係がうまくいかない。
・認知症、アルコール依存症等についての相談など。
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　留萌保健福祉事務所 � 0164-42-8327
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　北海道と羽幌町では、乳幼児・重度心身障がい者の方
の医療費について本人が負担するべき医療費の一部を
助成してきましたが、次のとおり助成対象が拡大にな
りました。
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�������　12歳に達する日の属する年度末まで(小学
　　　　　　　　生)のお子さん
����　入院、訪問看護
�����

　住民税課税世帯：1割負担　※月額上限(入院：44,400円)
　住民税非課税世帯：初診時一部負担金のみ(医科：580円)
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�������　精神障がい者(精神保健福祉手帳1級の方)
����　通院、訪問看護、柔道整復等
　　　　　※精神通院のみでなく、一般の通院医療費も対象。
�����

　住民税課税世帯：1割負担　※月額上限(通院：12,000円)
　住民税非課税世帯：初診時一部負担金のみ
　　　　　　　　　　　　　　(医科：580円、歯科：510円)

※いずれも所得制限があり、基準額を超えた場合は助成の対
象となりません。
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　福祉課国保医療年金係 � 62-1211(内線127）
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　道立羽幌病院産婦人科では、10月7日から出張医師
による婦人科診療を再開しましたのでお知らせいたし
ます。

����毎週火曜日
�����午前9:00～午後3:00
���　婦人科(産科は対象外)
※助産師外来(ミルキー外来)は引き続き実施しております。
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　北海道立羽幌病院　� 62-6060

　平成21年6月1日からの住宅用火災警報器設置の義務
化に伴い、今回はその種類等についてお知らせいたし
ます。

������

　住宅用火災警報器とは、火災により発生した煙を自
動的に感知して、ブザー音や音声で火災をいち早く知
らせ、避難を促す器具のことです。

(家庭用100V電源で電源供給するもの)
　配線工事や家庭用コンセントが必要。

(バッテリーで電源供給するもの)
　一般的な乾電池やメーカー独自のバッテリーを用いた電　
　池を使用するため、取り付けは簡単。大きな違いはバッ　
　テリーの寿命の差で1年から10年程度とさまざま。
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　取り付けの義務を担っているのは住宅の所有者(持ち
主)や占有者(賃借人)です。自己所有の住宅は所有者が、
借家や社員住宅、アパート(賃借住宅)などは、家主と賃
借人の双方に設置義務がありますので、お互いに話し
合いのうえ設置してください。
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　北留萌消防組合消防署 � 62-1246
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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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健康センター午前9：45～あいあいサ～クル  5日(水)

健康センター午後1：30～ポリオ予防接種  5日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ  6日(木)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ10日(月)

健康センター午後1：00～乳児健診12日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ17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

17日(月)

健康センター午後1：00～18日(火)

健康センター午後1：00～19日(水)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル19日(水)

健康センター午前10：00～
 骨粗鬆症健診

20日(木)

健康センター午前10：00～21日(金)

健康センター午後12：30～1歳6カ月児健診26日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ27日(木)

　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、事前に電話で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

　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。
今回は羽幌警察署による講話を行います。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。

��　11月27日(木)　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20日(木)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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　近年、犬がエキノコックス症に感染した事例が発生
していますが、犬もキツネと同じようにエキノコック
スに感染した野ネズミを食べて感染します。
　犬が感染すると、糞便を介して身近に接触する飼主
や周囲の人にも感染する可能性があ
ります。犬の飼主の方はこの機会に
ぜひ受診してください。

���　11月6日(木)～7日(金)
���　羽幌町在住の小学3年生以上で感染の危険性
　　　　があると思われる方
��　無料
�������	

・山菜採りなどで山へいくことがある
・飼い犬を山へ散歩に連れて行くことがある　など ������　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25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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　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。

���11月13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

　羽幌町社会福祉協議会では、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。どうぞお気軽にご利用ください。

��　11月21日(金)　午後1:３０～午後4:00
��　勤労青少年ホーム
���　秋山 俊一 氏
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　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311
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　北海道立羽幌病院 � 62-6060

　インフルエンザウイルスは毎年のように変異しなが
ら流行を繰り返しています。これに対応するため、原
則的には予防接種が毎年必要です。効果的な予防接種
は、流行期が通常12月～翌年3月頃なのでこれに備え、
少なくとも12月中には予防接種が終了していることが
必要です。
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����　10月6日から開始しています
����　来院または電話による事前予約
���　成人(15歳以上)：内科、小児：外科
�������	　10月20日(月)～12月26日(金)まで
　　　　　　　　　(小児の2回目の接種を含む)
�������	　成人:月～金曜日 午後3:00～4:00
　　　　　　　　　小児:火～木曜日 午後3:00～4:00
※接種料金についてはお問い合わせください。
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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。

��　11月11日(火)　午前9:00～正午
��　役場1階 相談室
������　弓庭 登 氏
���

・苦情がある、困っていることがある
・苦情を申し出たが、説明や措置に納得がいかない
・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

�����
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　町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)

������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

����

中央集会所午前  9：30～10：10

朝日集会所午前10：20～11：00

北町集会所午前11：10～11：50

高台地区集会所午後  1：00～ 1：40

上築老人の家午後  1：50～ 2：30

曙生活館午後  2：40～ 3：10

築別集会所午後  3：20～ 4：00

※申込みは不要です。都合のよい場所で受診してください。
　巡回で検診しますので時間が多少前後する場合があります。
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川北老人福祉センター午前  9：30～10：20

幸町南集会所午前10：30～11：10

栄町南集会所午前11：15～11：45

栄町コミュニティセンター午後  1:00～ 1：40

すこやか健康センター午後  1：50～ 2：50

��������




