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� 0164-62-1211
� http://www.town.haboro.lg.jp/
� s-kouhou@town.haboro.lg.jp
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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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　　37件)(　　　37件救 急 出 動

　　39人)(　　　39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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　福祉課社会福祉係　 � 68-7004(課直通)

　児童扶養手当とは、父母の離婚などで父または母と
生活を共にしていない子どもを養育されている家庭等
の自立を支援するために支給される手当です。
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　次のいずれかに該当する子どもについて、父または
母が監護し、かつ、生活を共にしている場合。
・父母が婚姻を解消した（事実婚の解消を含む）
・父または母が死亡した
・父または母が一定程度の障がいの状態にある
・父または母の生死が明らかでない　　　　　　など
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　受給資格者が監護・養育する子どもの人数や所得な
どにより決められます。

※これまで公的年金を受給する方は児童扶養手当を受
給できませんでしたが、平成２６年１２月から、年金額が
児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養
手当を受給できるようになりました。
　児童扶養手当を受給するには申請が必要です。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
お問い合わせ下さい。
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　北留萌消防組合消防署予防課 � 62-1246
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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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�ガス、石油暖房器具
　暖房器具の上に洗濯物を干したり、ふすま、カーテ
ンや布団のそばで暖房器具を使用すると火災になる恐
れがあります。使用の際は十分に気をつけましょう。
�電気ストーブ、ハロゲンヒーター
　子供部屋やトイレなどピンポイントでの温めに便利
な暖房器具ですが、寝具や衣服など近くに燃えやすい
ものがあると火災の原因になります。

※家庭内で日常的に使用しているものが一つ間違える
と火災の原因になります。普段から事故が発生しやす
いものを確認しておきましょう。
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　中央公民館内　社会教育課社会教育係 � 62-1178
　町民スキー場びゅー � 62-6800

　3月1日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

　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、雪おろしの作業中の転落や除雪機
に巻き込まれるなど、尊い命を落とす事故が発生して
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、転落防止の対
策をとり、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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　落氷雪のおそれがある軒下などを歩かないようにし
ましょう。また、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ましょう。
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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声を掛け
て注意しましょう。
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　除雪中に除雪機に巻き込まれたり、下敷きになる事
故が発生しています。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て
事故を防止しましょう。
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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16日（月）～3月16日（月）
��　午前9:00～午後5:00
��　役場1階 相談室
�������	
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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方や、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 (係直通)
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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、3月31日（火）が申告・納付期限です。
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���羽幌町交通安全協会 � 62-1110（羽幌警察署内）

第30回 羽幌町交通安全運動基金造成

�この町から悲惨な交通事故の犠牲者を出さない
ため、今後も継続して一体となった交通安全運動
を進めていく必要があります。みなさんのご理解
をお願いします。
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�����　1,000円　※当日券は会場受付で販売
����　羽幌町交通安全協会
　　　　羽幌町交通安全運動推進協議会
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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

　毎冬恒例のウィンターフェスティバル。タイヤ引き、
馬そり引きレース、氷の滑り台のほか、豪華景品が当
たる抽選会があります。ご家族で冬のイベントを楽し
もう！

��　2月22日(日)　午前9:30 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、小学生、中学生）
・馬そり引き（一般男子・女子）
・氷の滑り台
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　北海道国民年金基金
　フリーダイヤル � 0120-65-4192

　国民年金基金は、自営業の方など国民年金の第1号被
保険者で保険料を納めている60歳未満の方が加入でき
る国民年金の上乗せ年金として創設された公的な年金
制度です。
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・20歳から60歳未満の方
・国民年金保険料を納めている方(農業者年金加入者を除く)
・道内に住民票のある方
※平成25年4月から60歳以上65歳未満の方で国民年金に
　任意加入されている方も加入できるようになりました。

　詳しくはお問い合わせください。
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　すまい給付金事務局
　ナビダイヤル � 0570-064-186 (通話料がかかります)
　　　受付時間：午前9時～午後5時(土日祝を含む。)
　　　PHSや一部のIP電話からは　� 045-330-1904
　ホームページ http://sumai-kyufu.jp

　消費税率引き上げによる住宅取得者の負担軽減を目
的に国では「すまい給付金」制度を創設しています。
　この「すまい給付金」を受けるには、全国に設置し
ている専用窓口に申請書類を持参するか、又は、すま
い給付金事務局へ申請書を郵送することが必要です。
　詳しくは、お問い合わせ先へご確認ください。
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�内閣府国際交流担当　�03-6257-1434
　　ホームページ　http://www.cao.go.jp/koryu/
　北海道総合政策部知事室国際課 � 011-204-5114
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　内閣府では次世代を担う国際感覚豊かな青年リー
ダーを育成するため、青年国際交流事業を実施してい
ます。参加ご希望の方はお問い合わせください。
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�東南アジア青年の船
�国際青年育成交流
�青年社会活動コアリーダー
　育成プログラム
�次世代グローバルリーダー事業
�日本・韓国青年親善交流

������

　中央公民館内　社会教育課社会教育係 � 62-1178
　羽幌町民スキー場びゅー � 62-6800

　今年もビューまつりを開催します。様々な催しを用
意しておりますので、ぜひみなさまスキー場へ遊びに
来てください。

��　2月15日(日)　午前10:00～
��　町民スキー場「びゅー」
���

・バナナボート
・もちまき
・豚汁無料配布　　ほか
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�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-1178

　焼尻島出身の書家「中野北溟」氏の作品展示室『書
の北溟記念室』の作品を入替します。ぜひご来場くだ
さるようご案内します。

����　3月12日（木）から3ヵ月程度
��　中央公民館１階　書の北溟記念室
����第4日曜日は休館とします。�
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　男性にも自分の食事や料理に
関心を持ってもらうために料理
教室を開催します。今回はきの
こたっぷりのカレーをつくりま
す。おいしいカレーを食べて寒
い冬を乗り切りましょう！

���2月24日(火)　午前10:30～午後1:30
���すこやか健康センター
���成人男性
���食事や栄養に関する講話
　　　調理実習
　　　(きのこカレー、ほうれん草のチーズおかか和え）
����500円　
�����2月17日(火)
���羽幌町食生活改善協議会

�������	
�すこやか健康センター内�
　福祉課保健係　� 62-6020　FAX 69-2040



　個別の健康相談や血圧測定などを行います。お気軽
にご利用ください。

��　3月24日(火)
��　川北老人福祉センター (午前10:00～午前11:00)

������　すこやか健康センター内
　福祉課保健係　 � 62-6020
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�中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-1178
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　いちい大学は、羽幌町在住の60歳以上の方を対象と
した大学です。生きがいのある充実した生活をつくり
出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(火)まで
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�〒078-4198 羽幌町南町1番地の1
　町民課環境衛生係  � 0164-68-7003（課直通）

　次のとおり海鳥センターの嘱託職員を募集します。
希望される方はご応募ください。
 
�����1名
�����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、海鳥保護を目的に天売島で捕獲し
　　　　　馴化中のネコの飼育、一般事務　など
����　次のすべてを満たすこと。
　・日本で唯一の海鳥専門施設職員として、積極的に海
　　鳥保全を推進していく熱意がある。
　・ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾃｰｼｮﾝ(自然についての解説)の経験を有する。
　　または、積極的に取り組む意欲がある。
　・野生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。
　・事務処理に必要なコンピューター操作の知識があり、
　　実施できる。
�����平成27年4月1日～平成28年3月31日
�����週29時間以内
　　　　　（シフト制、詳細はお問い合わせください。）
�����月額150,000円（予定）
�����社会保険、雇用保険、非常勤公務災害補償加入
������市販の履歴書(顔写真貼付)
　　　　　・800字程度の作文（テーマは自由）
　　　　　・身上書（様式は下記へ請求してください。）
�����平成27年2月23日(月)午後5時30分必着(郵送可)
�����履歴書等による書類選考後、書類選考合格者に
　　　　　対し面接を実施します。(日程は後日通知)
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　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 水曜日　午前9:0０～午後5:00
��　川北老人福祉センター
�������	


　NPO法人　ウェルアナザーデザイン
　� 0164-56-1662/080-5723-9264(携帯電話)
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　ママさんがいろいろなことを学ぶ事ができる講座
を開催しています。興味のある講座に参加してみて
ください。詳しくは、ホームページ等でご覧ください。

������　和田・村上
和田 � 090-1542-5432 � haru.michi.2916@gmail.com　

��������

羽幌ままなびHP　http://www.c-sqr.ne t/c/cs32357/
Facebookページ　「羽幌ままなび」
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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12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11日(水) 　午前10:00～正午
��　役場1階 記者室
������

�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23日(月) 　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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　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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健康センター午前9：30～苺くらぶ  2日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル  4日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ  9日(月)

健康センター午後1：00～乳児健診  9日(月)

健康センター午前0：30～1歳6カ月児健診11日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ16日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル25日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ26日(木)
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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

������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020

������2/19(木)野菜ソムリエの冬野菜講座
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