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� 0164-62-1211(代表)
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　財務課税務係 � 62-1211(内線256・257・258）
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　税金や各種使用料は、町民のみなさんの福祉や教育
など、町民生活に必要なさまざまな活動に使われる大
変貴重な財源です。
　町では11月より、「滞納整理特別対策本部」を設置し
て催告書の発送や自宅・勤務先への訪問を行い、納付に
応じない方については給与、預貯金等、動産の差押も
視野に入れ、収納の向上を図っています。
　納期ごとに納めることが難しい場合は、早めに財務
課税務係へご相談ください。
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・介護保険料
・後期高齢者医療保険料
・下水道受益者負担金
・常設保育料
・公営住宅使用料
・単独住宅使用料
・港湾使用料
・土地貸付料
・建物貸付収入　など

・道町民税
・国民健康保険税
・固定資産税
・軽自動車税
・法人町民税
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�北海道海鳥センター � 69-2080

　北海道海鳥センターでは、地球温暖化対策（CO2削
減）のため下記の期間、開館時間を一部変更します。ご
理解とご協力をお願いします。

��　平成23年3月31日まで
����　（火曜～金曜）　午前9:00～午後4:00
　　　　　（土・日・祝日）　午前9:00～午後5:00
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　羽幌警察署並びに消防署から10月における各件数な
どのお知らせです。
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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、死亡する事故が起きて
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
早めの準備をするとともに、降雪後も次のことに注意
しましょう。

�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、すみやかに処理しましょう。
�歩行する場合、軒下の通行はできるだけ避け、小さ
いお子さんを歩道で遊ばせないようにしましょう。
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　建設水道課管理係 � 62-1211(内線313・314)
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�留萌税務署 � 0164-42-0661
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　この度、遺族の方が年金として受給する生命保険金
のうち、相続税の課税対象となった部分については、
所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決
により、このような年金に係る税務上の取扱いを改め
ることとしました。
　これにより、平成17年～21年分までの各年分につい
て所得税が納めすぎとなっている方については、納め
すぎとなってる所得税が還付となりますので、更正の
請求または確定申告など必要な手続きをしていただき
ますようお願いします。
　なお、この取扱いの変更の対象となる方や還付手続
きについて詳しくは、国税庁ホームページをご覧いた
だくか、電話でお問い合わせください。
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��　http://www.nta.go.jp
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　　5件)(　　　0件発 生 件 数

　　　1人)(　　　0人死 者

　　5人)(　　　0人負 傷 者
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 ※11月27日は土曜日のため ��������に開設します
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　福祉課社会福祉係　� 62-1211(内線123)

　児童扶養手当の支給対象拡大のため、8月1日から申
請により父子家庭のみなさんにも児童扶養手当が支給
されていますが、11月30日までの経過措置期間を過ぎ
ると「申請の翌月分」からの支給となります。該当さ
れる方はお早めに手続きを済ませてください。
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・7月３１日までに支給要件に該当している方
　→「���」から支給
・8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した方
　→「�������	
��」から支給

※個々のご家庭の支給要件や手当額、申請方法など詳
しくはお問い合わせください。
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　314件)(　　　38件救 急 出 動

　　318人)(　　　37人搬 送 人 員

　　　5件)(　　1件火 災 件 数

3,405千円)(　　89千円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者
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たからいうめふく

　今年10月に真打に昇進した講談師の宝井梅福さんが、
故郷である羽幌町で講談を披露します。プロの話芸を
思う存分お楽しみください。

��　11月18日(木)　開場 午後6:00 / 開演 午後6:30
��　中央公民館大ホール
���　1,000円（高校生以下は無料）
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　社会教育課社会教育係 � 62-5880

　今年で13回目を数えるパワデールフェスティバル
「町民玉入れ大会」を開催します。運動会の定番といえ
ば玉入れ。子どもだけの競技ではなく実は奥が深く、
老若男女みなさん楽しめます。多数のご参加をお待ち
しています。

��　12月12日(日)　
��　総合体育館パワデール
��　3歳以上の町民
����　11月30日(火)まで

※申込み等詳細については、各町内
会や小中学校、保育園及び幼稚園な
どを通じてご案内します。
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������　総合体育館パワデール内
　NPO法人 羽幌町体育協会 � 62-6030

�������	
　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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　食育とは様々な経験を通じて「食」に関する知識と
選択する力を習得し、豊かで健全な食生活を実践する
ことができる人を育てることです。「クリスマス」は料
理で親子一緒に食育を体験しま
しょう。

��　12月12日(日)　午前10:00～午後1:00
��　すこやか健康センター
��　食育の話、調理・試食(デコレーションずし、ミモ
ザサラダ、ポテトポタージュ、オレンジゼリー )

��　小学生とその保護者（親・祖父母ほか）
���　1人300円
����　12月3日(金)まで
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　平成23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23年1月9日(日)　午後1:00から
��　中央公民館
��　平成2年4月2日～平成3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10日までに電話で
申込みください。なお、期限以降の
申込みの方は、式典には出席できます
が、成人者名簿には記載されません。

�������	
�中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　町民課住宅係 � 62-1211(内線104・107)
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�募集箇所や入居資格などは次のとおりです。

�����若葉団地 Ｂ棟２－２（羽幌町北5条2丁目）
�����１戸
���平成9年度建設 鉄筋コンクリート造2階建
�������1LDK・62.40平方メートル
���月額 33,000円（敷金2カ月分）
　他に共用部分の電気料のほか、駐車場を使用する場合は、
月額1,200円かかります。
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・羽幌町内に住所もしくは勤務場所を有する方で、単
　身または独身勤労者で40歳未満の方
・現在住宅に困窮している方
・町税及び使用料を滞納していない方
・所得額が月額158,000円以上487,000円以下の方 ほか
�����12月2日（木）
　期限までに申し込みがない場合、以降、随時申し込み
を受け付けます。
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　地域の課題に対して町民、ＰＴＡ、行政などが一体
となって取り組み、課題解決を図るため毎年開催して
います。今回はインターネットなどの通信サービスに
よるトラブルについてお話をいただきます。申し込み
はいりません。お気軽にご来場ください。

��　11月30日(火)　午後7:00
��　中央公民館大ホール
��　北海道立教育研究所付属
          情報処理教育センター
　　　講師 川村 広幸 氏
���　無料

�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　プロジェクト・ワイルドは「自然や環境のために行
動できる人」を育成する環境教育プログラムです。さ
まざまな活動を体験し、理念やその指導方法、アレン
ジ方法を2日間の講座で学びます。
　さらに、海鳥や海洋環境がテーマのプログラムも盛
り込み、海辺の環境教育にも役立つ欲張りな内容で
す！どうぞご参加ください。

��　12月4日(土)　午前10:00～午後5:00
　　　12月5日(日)　午前9:00～午後4:00
��　北海道海鳥センター
��　環境教育や体験学習に興味のある方。ただし、2
日間とも参加できる方に限ります。
��

・「プロジェクト・ワイルド」の活動体験、指導実技
・環境教育、体験学習法についての小講義 ほか
��　環境共育事務所うてきあに代表　太田　稔 氏
���　4,000円（テキスト代）
※再受講者は無料
��　24名
����　11月25日(木)
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　北海道海鳥センター � 69-2080
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　人権擁護委員による「人権相談所」を開設します。相
談内容の秘密は固く守られますので安心してご相談く
ださい。

��　12月1日(水)　午後1:00～午後3:00
��　中央公民館 第3研修室
��　無料
�����家庭内の問題、借地借家の問題、土地や建
　　　　　物の名義変更手続き など

�������町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)

　羽幌町社会福祉協議会では、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。

��　12月21日(火)　午後1:３０～午後4:00
��　勤労青少年ホーム

�������

　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。

��　12月14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)

�����

　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」
　���0164-43-7575 ����wel-sien@bz01.plala.or.jp
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　財務課税務係 � 62-1211(内線256)
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　次のとおり臨時職員を募集します。業務内容は確定
申告の期間中の個人住民税申告事務の補助です。希望
される方はご応募ください。

����　財務課税務係
�����個人住民税に関する事務補助
　　　　　(主にコンピュータによる事務)
����　1名
�����・高等学校卒業の資格を有する者
　　　　　・羽幌町に住所を有し、通勤可能な者
����　月曜日～金曜日・1日8時間(週40時間)
����　平成23年1月6日～3月31日
��　日額 5,700円
����社会保険、厚生年金、雇用保険、非常勤公務
　　　　災害補償に加入
����　市販の履歴書(顔写真貼付)に必要事項を記
　　　　　入のうえ、平成22年12月3日(必着)までに財
　　　　　務課税務係に応募する。
����　(一次選考) 履歴書による書類選考
　　　　　(二次選考) 面接を実施 
 　　　　  ※日程は後日通知します
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　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311
������

　福祉課社会福祉係 � 62-1211(内線122)
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健康センター午前9：45～あいあいサ～クル  1日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ  2日(木)

健康センター午前9：30～苺くらぶ  6日(月)

健康センター午後1：00～乳児健診  8日(水)

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9：45～あいあいサ～クル15日(水)

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0：30～1歳6カ月児健診22日(水)

������　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。
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。

��　12月21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
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　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

������　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。軽い運動や血圧測定などを
行いますので、動きやすい服装でお越しください。

��　12月20日(月)
��　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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　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。また、毎週火・金曜日の午前9時30分からは就園前
児童を対象に「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。

�������	�「�������	
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　移動献血車が巡回します。場所と時間は次のとおり
ですので、みなさんのご協力をお願いします。
　なお、献血カードをお持ちの方は
必ずご持参ください。

�������	
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　福祉課社会福祉係　� 62-1211(内線123)
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�旧NTT羽幌営業所前　　　午前9:0０～午前１0:2０

�留萌信用金庫羽幌支店前　午前１０:40～正午

�川北老人福祉センター前　午後1:15～午後2:30

�羽幌町役場前　　　　　　午後2:50～午後4:30

���������	

�北海道銀行羽幌支店前　　午前9:0０～午前１0:2０

�北るもい漁業協同組合前　午前１０:40～正午

�すこやか健康センター前　午後1:15～午後2:30

�道立羽幌病院駐車場　　　午後2:50～午後4:30

　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11月22日から12月2日までの間にご
予約ください。（定員になり次第、締め切る場合あり）

���12月9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


