
　町では、若年層から高齢者まで幅広い年齢層の住宅
需要に応え、良好な居住環境を備えた住宅の適切な供
給を図るため、平成22年3月31日までに栄町の雇用促進
住宅を購入し、新たに町営住宅として活用します。
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　この住宅を町営住宅として活用するにあたり、より
多くのみなさんに身近で愛着を持っていただくため
ネーミングを募集します�応募方法などは次のとおり
です。たくさんのご応募をお待ちしています。

�����町内に居住する方
�������

・住宅の名称（漢字にはふりがなをお願いします）
・名称の由来（名づけた理由などを簡潔に） 
・応募者の住所、氏名、年齢（学生の方は学校名と学
　年）、電話番号
※お一人何点でも応募できます。用紙は任意とします。

����　次のいずれかの方法で応募ください
������

　〒078-4198　羽幌町南町1番地の１
　羽幌町役場町民課住宅係
������　0164-62-1219
�����　 choumin@town.haboro.lg.jp
�����採用された名称に関する一切の権限は、羽
幌町に帰属します。応募作品は返却できませんのでご
了承ください。
�����平成22年2月1日（月）必着
�����本人に直接通知するほか、広報はぼろや町
ホームページで発表します。

※入居者の募集ではありません。入居募集はあらため
てお知らせいたします。

�������	
��������������������� �!"#��$�%�����&

�������	
������������������������ �!"�#$�!�%&'()�

�������	
�������	
���������	�
���

� 0164-62-1211(代表)
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　町民課住宅係 � 62-1211(内線104・107)
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　排水設備工事責任技術者資格の有効期間は4年間で、
資格登録者は4年毎に資格登録更新の手続きをする必
要があります。
　対象となる方は、「日本下水道協会北海道地方支部」
からすでに郵送されている資格登録更新実施案内及び
申込書などにより、定められた期間内に手続きを行っ
てください。

���　平成17年度に当該技術者試験に合格した方、
　　　　または資格登録更新手続きを行った方で、　
　　　　資格登録期間が平成22年3月31日で満了する
　　　　資格登録者
���　更新手数料 (テキスト代込)　3,000円
　　　　資格認定証交付等手数料　2,000円
����　平成22年1月18日(月)～22日(金)
����　手続き終了後、更新用テキストを配付
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　建設水道課下水道係 � 62-1211(内線323)
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������　
　羽幌警察署 � 62-1110
　総務課総務係 � 62-1211(内線213)
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　平成7年1月17日の「阪神・淡路大震災」発生に伴い、避
難所の炊き出しや支援物資の仕分け・がれきの撤去な
ど、被災者を支援する献身的な災害ボランティアが行
われ、その活動の重要性が改めて認識されました。
　「防災とボランティア週間」を通じて、防災ボラン
ティア活動への意識を高めるとともに、日頃から災害
への備えの充実を図りましょう。
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　新型インフルエンザの感染拡大により家族のみなさ
んが外出できなくなるような場合に備え、農林水産省
では家庭内で2週間分の食料品備蓄を推奨しています。
　以下は一例ですが、いざというときのために確認し
ておきましょう。

�������

　米、乾麺類、野菜類、豆類、卵、缶詰、レトルト食
品、冷凍食品、乾燥食品、スープ類、乳製品、調味料、
コーヒー・紅茶等　ほか

������

　農林水産省北海道農政事務所 � 011-642-5433
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http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/pdf/gaido.pdf

　教育委員会では、町内に居住する20歳未満の青少年
及び団体で、他の模範となる青少年を対象に優良青少
年顕彰を贈呈しています。町内会又は身近にいる青少
年で下記対象に該当すると思われる方がおりましたら、
ご推薦またはお問い合わせください。

��

・勇気又は親切あふれる行いのあった青少年
・公徳心を高める行いのあった青少年
・子ども会活動、ボランティア活動及びその他の地域
　活動に功績があった青少年
・文化及びスポーツ活動において優秀な成績を収めら
　れた青少年
・その他、上記に相当すると思われる青少年

�����1月22日(金)まで
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　社会教育課社会教育係 � 62-5880

�������

��　羽幌町栄町93番地の12
����　昭和58年度
���鉄筋コンクリート造 5階建　2棟80戸 
����３ＤＫ（6畳・6畳・4畳半）　



�������	
���������	
�	����������������

��������	
���������������
�������	
����������������
�������	
����������������
��������	
��������

��������	
�	�������	
�

��　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）
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　季節労働者がいろいろな技術を身に付け、通年雇用化
への促進を図るため、パソコン基礎講習会を実施します。

�������

��　平成22年2月18日(木)～24日(水)　※日曜日を除く
��　午前9:00～正午（1日3時間程度）
��　弓庭計算実務学校
�������

��　平成22年2月24日(水)～26日(金)
��　午前9:00～午後3:30（1日5時間半程度）
��　遠別町生涯学習センター マナピィ21

※各会場とも定員10名(受講料無料）
※ワード（文書作成）、エクセル（表計算）を中心にパソコ
ンの基礎動作やインターネットの利用方法等の講習です。
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　羽幌町食生活改善協議会では、女性だけでなく男性
にも関心をもってもらうため料理教室を開催していま
す。料理が得意な人も普段料理をしない人もぜひ参加
してください。

���2月16日(火）午前１０:３０～午後1:３０
���すこやか健康センター
���６０歳以上の男性
���栄養の話、調理実習・試食(きのこスパゲッティ、
　　　かぼちゃスープ）
����３００円
����　2月9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

������

　社会教育課社会教育係 � 0164-62-5880

　「羽幌陶芸の会」（稲吉 豊会長）では、創立15周年を記
念して展示会を開催します。会員が丹精込めて創り上
げた作品の数々をぜひご覧ください。

��　1月15日(金)～1月21日(木)
��　中央公民館展示ホール

�������	
�

　平成21年分の所得税の確定申告の受付が2月16日
（火）から始まります。確定申告書は前年の申告書控え
などを参考にご自分で作成し、お早めに提出してくだ
さい。国税庁ホームページの確定申告書等作成コー

ナーで簡単に作成することもでき、郵送等により提出
できます。
　税務署の申告会場にお越しの際は、印鑑や前年の申
告書控えなど確定申告に必要な書類を持参ください。
また、駐車場が大変混雑しますので公共交通機関をご
利用ください。
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・所得税　3月15日（月）
・消費税及び地方消費税（個人事業者）　3月31日（水）
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　留萌税務署 � 0164-42-0661

������

　留萌支庁地域振興部環境生活課 � 0164-42-8430

　厳冬期を迎え、釣りを行う際には海への転落事故や
暖をとる際の一酸化炭素中毒など、生命に関わる危険
な事故が発生しやすくなります。
　事故を未然に防止するため、次のことに注意して慎
重な行動を心がけましょう。

・目的地、帰宅時間などをあらかじめ家族や知人に連
絡しておきましょう。
・目的地の気象状況を事前に確かめましょう。
・釣り場では左右や後ろの人に十分注意しましょう。
・船釣りや磯釣りの際は、常に救命胴衣を着用しまし
ょう。
・車やテントで暖をとる場合は、一酸化炭素中毒にな
らないよう、換気を十分に行いましょう。
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　「国の教育ローン」は、高校、短大、大学、専修学校
などの各種学校や、外国の高校、大学等に入学または
在学するお子さんをお持ちのご家庭を対象とした公的
な融資制度です。ぜひ、ご活用ください。

������　対象となる学校に入学・在学される方
の保護者で、扶養する子供の人数が１人の場合は、給
与所得が７９０万円以下（事業所得者は５９０万円以下）の方。
なお、子供の人数に応じて給与所得（事業所得額）の制
限額が引き上げられます。
����　学生または生徒１人につき、3００万円以内
����　15年以内
����　2.65％（平成２1年１1月10日現在）

※お申込に関するご相談は、「国の教育ローン」コール
センター【0570-008656（ナビダイヤル）】までお問い合
わせください。ナビダイヤルがご利用いただけない場
合は（TEL 03-5321-8656）まで。　

������

　日本政策金融公庫旭川支店 � 0166-23-5241
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　国民のみなさんの信頼に応え一層のサービス向上を
実現するため、社会保険庁は組織・人員を一新し、「日
本年金機構」として生まれ変わりました。

�現在あるお近くの社会保険事務所は、新たに「年金事
務所」と名称が変わりますが、引き続き年金相談などの
窓口としてご利用いただけます。
�日本年金機構の設立に伴い、みなさんに何らかの手
続きをしていただくことは一切ございませんので、ご
安心ください。
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　福祉課国保医療年金係 � 62-1211(内線127)
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　総務課総務係 � 62-1211(内線211)
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　次のとおり嘱託職員を募集します。希望される方は
ご応募ください。勤務条件などは以下のとおりですが、
詳しくはお問い合わせください。

�����役場庁舎の夜間警備及び閉庁日の日直
 　　　　(庁舎の警備、電話応対、郵便等の受付など)
����　3名
������65歳以下の方（平成22年1月1日現在）
　　　　　・羽幌町内に居住する方
����・夜警員として勤務指示のあった日（週3～4日）
　　　　・土日、祝祭日などの役場閉庁日に日直員とし
　　　　  て勤務指示のあった日
�����※勤務は2名による交替制となります。
�夜警員　午後5:30～午前8:45（休憩及び就寝時間含む）
・日直員　午前8:45～午後5:30（休憩時間含む）
����　平成22年4月1日～平成23年3月31日
※勤務態度が良好な場合は、更新することもあります
��　いずれも1回の勤務につき 5,700円（予定）
���社会保険、厚生年金、雇用保険、労災保険に加入
����　市販の履歴書(顔写真貼付)に必要事項を記
　　　　　入のうえ、1月29日(必着)までに応募する。
����　(一次選考) 履歴書による書類選考
　　　　　(二次選考) 面接  ※日程は後日通知します
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　21世紀を担う子どもたち一人ひとりが、夢や希望に
あふれ健やかに成長することのできるいじめのない社
会を願って、子どもたちに、そして保護者、地域、教育
関係者のみなさんにメッセージを送ります。

������

�「いじめは何があっても許されない」ということを理
解してください。
�もし、いじめを見たり聞いたりしたときは、すぐに誰
かに相談してください。
�もし、いじめられてつらいときは一人で悩まず、がん
ばり過ぎずに助けを求めてください。

��������	
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�「いじめは絶対に許されない」「いじめられている子ど
もは徹底して守り通す」という強い思いを持って、毅然
とした態度で子どもたちを指導してください。
�子どもと触れ合う機会を大切にして、子どもが発す
るサインを敏感に受け止め、悩みや不安に真剣に向き
合うなど、地域ぐるみで子どもたちを見守り、いじめ根
絶に向けた取組を進めてください。
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　受検資格の詳細、検定料金など詳しくはお問い合わ
せください。場所は町民スキー場です。申し込みは、
当日スキー場ロッジ内にて受け付けます。

����������

��　2月13日(土)・27日(土)　正午受付
����　中学生以下

������(����）
��　2月14日(日)・28日(日)　午前10:00 受付
����　詳しくはお問い合わせください

�������	
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　就学前の子どもを対象としたサッカー教室を開催し
ます。ゲームや遊びをたくさん取り入れ、ボールに触
れながら楽しく元気に活動できる内容です。たくさん
のご参加をお待ちしています。

��　2月14日(日)　午前9:30～正午
��　総合体育館パワデール
���5歳～7歳未満 ※幼稚園等でいう年長児（男女不問）
����1,000円（保険代として）
�����1月25日までに、通っている幼稚園・保育園
に申込書を提出してください。未就園の方はお問い合
わせください。
����運動のできる服装、運動靴、タオル、着替え

��������	
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�������羽幌サッカースポーツ少年団　高野
　� 0164-62-1211 (羽幌町役場内)

������　羽幌スキー連盟事務局　佐々木
　� 0164-62-1211 (羽幌町役場内)
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　次のとおり海鳥センターの臨時職員を募集しますの
で、希望される方はご応募ください。勤務条件などは
以下のとおりですが、詳しくはお問い合わせください。

����　北海道海鳥センター
�����海鳥を通した自然解説活動、各種行事の企
　　　　　画・運営、施設内展示の企画・制作、傷病
　　　　　鳥獣の保護飼育、一般事務 など
����　1名
�����次のすべてを満たすこと
　�野生生物調査や鳥獣の保護飼育の経験を有する　
　　（または積極的に取り組む意欲がある）
　�インタープリテーションの経験を有する（または
　　積極的に取り組む意欲がある）。
　�パソコンに関する知識があり、操作ができる。
　�日本で唯一の海鳥研究・啓発施設として、積極的に
　　海鳥保全を推進していく熱意がある。
����　平成22年4月1日～平成23年3月31日
��　週休2日（休館日である月曜日を含む）
※土曜日・日曜日の出勤が原則です
����　午前8:45～午後5:30
��　日額 5,700円（予定）
���社会保険、厚生年金、雇用保険、労災保険に加入
����

　①履歴書 ※縦4cm横3cmの写真を貼付
　②自然観や海鳥保全にかける意欲など自由なテーマ
　　で2000字以内の文章
　③身上書（町民課環境衛生係へご請求ください）
����　2月26日(金) 午後5:30まで必着（郵送可）
����　(一次選考) 履歴書等による書類選考
　　　　　(二次選考) 面接を実施 
 　　　　  ※日程は後日通知します
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　町民課環境衛生係 � 62-1211(内線105)
�������	
�総合体育館パワデール内
　NPO法人 羽幌町体育協会　� 62-6030

　今年で21回を数えるおろろんウィンターフェスティ
バルを開催します。タイヤ引き、馬そり引きの参加
チームのほか出店も募集します。
　申込方法など詳しくはお
問い合わせください。

��　2月21日(日)　午前9:00 開会式
��　総合体育館横（リバーサイド開発用地）
�����

・タイヤ引き（幼児の部、小学生男子・女子の部）
・タイヤ引き（中学生男子・女子の部）
・馬そり引き（一般男子・女子の部）
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　羽幌保育園 � 62-1656
　福祉課社会福祉係 � 62-1211(内線123)
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　4月1日以降に羽幌保育園に入園を希望する方は次の
要領でお申し込みください。
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�保護者が家庭の内外で常時働いている
�母親が妊娠中又は、出産後間がない(産前産後2カ月)
�保護者が病気である
�同居している親族が長期にわたり病気の状態であり、
　保護者が常時看護している状態にあること
�家庭の災害など

※上記の理由などにより家庭において保育できない場合に限
りますが、保護者が働いていても祖父母など他に保育できる
方がいる場合は、対象から外れます。

�����2月5日(金) まで

※受付期間終了後も年間を通じて随時受け付けしていますが、
3歳未満のお子さんの受け入れについては受入枠に限りがあ
るため、受け入れできない場合もあります。
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　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311

　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。

��　2月19日(金)　午後1:３０～午後4:00
��　勤労青少年ホーム
���　秋山 俊一 氏

�������

������　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。

��　2月26日(金)
��　ストレッチ体操
��　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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　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。
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。

��　2月23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
����　2月16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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健康センター午前9：30～小苺くらぶ  1日(月)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル  3日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ  8日(月)

健康センター午後1：00～乳児健診10日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ15日(月)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル17日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ22日(月)

健康センター午後0：30～3歳児健診24日(水)

　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。
　また、毎週火・金曜日の9時30分からは、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
者を対象に「うさこちゃん あそびの広場」を開催して
います。会場はすこやか健康センターです。

������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

　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。
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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」
　(電話)0164-43-7575 (メール)wel-sien@bz01.plala.or.jp
��������福祉課社会福祉係 � 62-1211(内線122)
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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。

��　2月9日(火)　午前9:00～正午
��　役場1階 相談室

��������町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)
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　3月1日(月)  午前9:00～正午

　川北老人福祉センター �62-1424

国民健康保険税（第7期分）
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　ヘルスメイト（食生活改善推進員）の養成講座を開催
します。ヘルスメイトとは地域の健康づくりを食生活
中心に活動をすすめるボランティアのことで、この講
座を修了する必要があります。
　講座の内容は食事や栄養はもとより運動など健康づ
くりの実習や実技が中心になっていますので、楽しみ
ながら健康を身につける機
会にもしてください。

���２月４/ 9 / 15 / 18 / ２5日の5日間
　　　午前１０:00～午後3:00（1日4時間程度）
���すこやか健康センター
���食事や健康に関心のある方（成人女性）
��　栄養や健康に関する話や調理実習など
��　羽幌町栄養士・保健師、北海道留萌保健所 ほか
���　無料
����　1月27日(水) 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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　学校管理課総務係　� 62-1211(内線412)
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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。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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�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
����　貸付決定月から最短修業年限の終月まで
�����無利子
����　若干名
����　3月5日(金) まで

　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
際は、事前にお問い合わせすることをおすすめします。

���2月10日(水)　午前10:00～午後4:00
��　役場4階 大会議室

������　留萌社会保険事務所 � 0164-43-7211

�����




