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　申告には印鑑や源泉徴収票、領収書などの書類が必
要です。詳しくはお問い合わせください。

��　2月18日（月）～3月15日（金）
��　午前9:00～午前11:00、午後1:00～午後4:00
��　役場1階 相談室
　　（2月14～15日は川北老人福祉センター）
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・営業や農業などの事業所得、不動産所得がある方
・給与所得者で年末調整を行わなかった方
・年の途中で退職した人や、2カ所以上から給与の支
　払いを受けている方
・給与以外の所得が２０万円を超える方　など
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　財務課税務係 � 68-7002(課直通)
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・国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険など
　に加入している方
・乳幼児医療、ひとり親医療、重度心身障害者医療な
　どの制度の受給対象となる方
・児童扶養手当や特別児童扶養手当の対象となる方
・町営住宅等に入居されている方
・所得課税証明が必要となる方　など

※個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告
は、4月1日（月）が申告・納付期限です。
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�例年2月は寒暖の差が大きくなり、屋根の雪が落ちて
下敷きになったり、雪おろしの転落や除雪機に巻き込
まれるなど、尊い命を失う事故が発生しています。
　このような事故を防ぐため、次
のことに注意しましょう。
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　道路に面した屋根の雪やつらら
を常に点検し、早めにおろしましょう。雪おろしのと
きは、転落防止用ロープを装着しましょう。また、見
張り役を置き、歩行者や遊んでいる子どもに注意しま
しょう。
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　軒下は落氷雪のおそれがあるため歩かない。建物の
管理者は、看板やロープなどで歩行者に注意を促すよ
うにしてください。
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　落氷雪の危険がある場所で遊ばせないようにすると
ともに、遊んでいる子どもを見かけたときは注意しま
しょう。
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　除雪中に除雪機に巻き込まれたり、下敷きにならな
いように作業中は服装と周囲の安全を確認するととも
に、中断するときはエンジンを停止しましょう。
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　羽幌警察署 � 62-1110
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　　　0件)(　　　0件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者
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　　54件)(　　　54件救 急 出 動

　　59人)(　　　59人搬 送 人 員

　　　0件)(　　0件火 災 件 数

0円)(　　0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。
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　町民スキー場びゅー � 62-6800

　3月から次のとおり開設時間が変更になります。お
間違えのないようご来場ください。

�月曜日　休場
�火～金曜日　午後5:00～午後9:00（ナイターのみ）
�土・日曜日　午後1:00～午後5:00
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　羽幌警察署 � 62-1110
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　交通の渋滞を引き起こし、スムーズな走行ができな
くなることがあります。また、歩道上の駐車車両は、
駐車違反となり、歩行者の通行の妨害になります。
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　通行車両や歩行者の見通しを妨げ、発見が遅れるお
それがあり、交差点事故の原因となります。
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　狭い道路などでは他の車を通行不能にします。特に、
消防車や救急車などの緊急車両の活動を妨げ、人命救
助に重大な影響を与えます。
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　駐車車両の直前直後からの児童などの飛び出しによ
る事故や夜間には駐車車両に気付かず、衝突し交通事
故の原因にもなります。
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　除雪車の進行や、除排雪作業の妨げとなり、地域住
民の生活に影響を与えます。
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　町民課総合受付係 � 68-7003(課直通)

　公的個人認証サービスで使用する電子証明書の有効
期限は発行から3年間です。期限が過ぎると電子証明
書は失効となり、インターネットでの行政手続きがで
きなくなります。更新は、有効期間満了の3ヵ月前から
できます。なお、有効期間中でも、住所・氏名などに
変更があれば自動的に失効しますのでご注意ください。
　また、電子証明書が失効した後でも、申請（新規発
行）により新しい証明書を取得することができます。
詳しくはお問い合わせください。
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・本人の住民基本台帳カード
・本人確認書類(運転免許証など
　の顔写真付きのもの)
・手数料 500円
※「公的個人認証サービス」は、インターネットでの行政手
続き（国税電子申告など）で、申請者が本人であることや申
請内容が通信中に改ざんされていないことを、電子証明書
により証明するものです。
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　留萌保健所 � 0164-42-8324
������

　北るもい漁業協同組合 � 62-1291
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　北留萌消防組合消防署予防課 � 62-1246

　最近、漁業者以外の方々によるギンナンソウ（仏の
耳）の採捕が見受けられています。
　ギンナンソウを採捕される場合は、資源保護の観点
から早い時期での採捕（小さい芽の乱獲）をしないよう
ご協力ください。
　また、北るもい漁業協同組合ではギンナンソウに対
する漁業権の設定を検討しています。漁業権設定後に
漁業者以外の方が採捕することは漁業法違反となりま
すのでご注意ください。資源保護に対するみなさんの
ご協力をよろしくお願いします。
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　留萌保健所では、HTLV-1抗体検査を実施しています。
希望される方は下記までお問い合わせください。
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  日本名「ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型」というウイ
ルスです。国内では約108万人の方が持っていると推
計され、将来、成人Ｔ細胞白血病などを発症する可能
性があるとされています。　
　母子感染(母乳感染)が、主な感染経路で、まれに性感
染や血液感染があるとされています。

�����毎月1回(予約制）
�����採血
�����電話等で申し込む
�����無料　

※妊婦健診には、この検査が含まれていますが、一般
の方も希望される方は検査が受けられます。
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　この運動は、住民一人ひとりが火災の恐ろしさを認
識するとともに、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
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�寝たばこは絶対にしない
�ストーブの周りには燃えやすい物を置かない
�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住宅用火災警報器を設置する
�寝具、カーテンなどからの火災を防ぐため防炎製品
　を使用する
�小さな火災を消すために、住宅用消火器を備える
�お年寄りや身体の不自由な方を守るために、隣近所
　で協力体制をつくる
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　羽幌保育園 � 62-1656
　福祉課社会福祉係 � 68-7004(課直通)
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　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、または出産後間がない(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  など

※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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　自衛隊留萌地域事務所 � 0164-42-4650
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　羽幌町在住の60歳以上の方のための大学です。生き
がいのある充実した生活をつくりだすための学習と交
流の場です。あなたも入学しませんか。

���町内の60歳以上の方
���月2回程度の学習のほか修学旅行や運動会など
　　　※開講日には、福祉バスが運行します。
����無料(但し、学生自治会費など若干必要です)
�����3月31日(日)まで

�������	
�中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880

　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。

�����自衛官候補生(男子）
�����18歳以上27歳未満の者(採用月の1日現在)
�����年間を通じて受け付けています
���　　平成25年3月9日(土)
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　はぼろコールスマイル　木越 � 62-2079
　　　　　　　　　　　　大森 � 62-2033

　羽幌町にコーラスサークルを結成します。初心者の
方でも大歓迎です。老いも若きも心を一つに楽しく
歌って、元気になりましょう。興味のある
方は、お気軽にお問い合わせください。

���3月28日(木） 午後7:00～ （初回）
���中央公民館小ホール
����例会日等の詳細は今後決定します。
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　今年のスキー場まつりは、スリル満点のバンジート
ランポリンやふわふわ遊具など楽しいアトラクション
がいっぱいです。ぜひ、みんなで遊びに来てください。

��　2月24日(日)　午前10:00
��　町民スキー場「びゅー」
���・バンジートランポリン
          ・ふわふわ遊具
　　　・バナナボード
　　　・圧雪車試乗体験
          ・抽選会
　　　・もちまき など
�������	
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　中央公民館内 社会教育課社会教育係 � 62-5880
　町民スキー場びゅー � 62-6800

�������	
����



　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
�������	


　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

　道立羽幌病院は、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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　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）

���3月14日(木)　午前10:00～午後4:00
��　役場4階 大会議室
�������	
　
　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。

��　3月22日(金) 　午前9:00～正午
��　役場 会議室
������

�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、毎月1回
開催しています。

��　3月21日(木) 　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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　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。

��　3月26日(火)
��　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)

������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020
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　現在、留萌管内ではインフルエンザ警報が発令され
ていて、今後さらに流行が拡大していくことが予測さ
れます。
　今シーズン検出されているインフルエンザウイルス
の主流はＡ香港型です。乳幼児や高齢者がかかると重
症化する場合もありますので、日ごろ
から一人ひとりが予防を意識して生活
しましょう。
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・外出後の手洗い、うがいを習慣化しましょう。
・栄養と休養を十分にとりましょう。
・適度な温度、湿度を保ちましょう
・咳エチケットを守りましょう。
・感染の場合は感染防止のため、外出を控えましょう。
�������	

�発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児
は3日)を経過するまで

������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020
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健康センター午前9：30～苺くらぶ  4日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル  6日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ11日(月)

健康センター午後1：00～乳児健診13日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ18日(月)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ21日(木)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル27日(水)
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　町内で行われる保健事業や子育て教室などの日程です。内容など詳しくはお問い合わせください。
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　親子で参加できる子育て教室です。楽しい子育ての
輪、友だちの輪を広げませんか。

��　毎週火・金曜日 　午前9:３０～午前11:00
��　すこやか健康センター
��　幼稚園・保育園に未入園のお子さんと保護者
��　自由遊び、保育士によ
　　る手遊び、読み聞かせ

������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020

��������北海道立羽幌病院  � 62-6060

����※当面の間、午後の診療は休診。ただし、第2・4木曜は留萌

セントラルクリニックの協力により、午後診療も行う予定です。

・ 予約をしないで内科を受診する方は、9時からの診療となります。

����※コンタクトレンズの処方は行っていません。
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������緊急性のない軽症の方は、平日の診療時間内に受診する
ようご協力をお願いします。(症状などで心配なことや、受診を希望さ

れる方は、電話でご相談ください。看護師がお受けし、内容によって

は 医師と相談して受診の必要性を判断させていただきます）

血糖値が気になるけれど時間がなくて検査を受

けられないという方に、予約なしで約10分で済み、

気軽に受けられる検査です。結果については、医

師が判定してお知らせするので安心です。
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����　9:00～ 17:00（受付に「プチっと健診 
                 を受けたい。」とお申し出ください。）
��　       736円
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