
�������	
��������������������� �!"��������������	
������

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

��������������	
���	��������������������� ��!"#

� 0164-62-1211(代表)
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　平成22年4月1日から、役場庁舎などの開庁時間が次
のとおり変わります。ご利用の際はお間違えのないよ
うご注意ください。
　なお、開庁時間外に戸籍の届出など急を要する場合
は、従来どおり当直員が応対します。
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・役場本庁舎
・天売支所、焼尻支所
・すこやか健康センター
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　3月31日まで　午前8:30～午後5:30
　4月1日から　  午前8:45～午後5:30
※土曜、日曜、祝日を除きます。
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　総務課総務係 � 62-1211(内線211)
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　厚生労働省では毎年人口動態調査を実施しています。
この調査はみなさんからの戸籍の届書をもとに、出生
や死亡の状況などを調べるものですが、国勢調査が行
われる年には届書に職業の記入もお願いしています。
　平成22年は国勢調査の年であることから、届出をさ
れる方にはご面倒をおかけしますが、ご協力をお願い
します。　なお、調査結果は今後
の厚生労働行政の基礎資料とし
て活用いたします。詳しくはお
問い合わせください。
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�平成22年4月1日～平成23年3月31日
����

　出生・死亡・死産・婚姻及び離婚の届出をされる方
����

　各届書の届出をされるときに、「専門・技術職」「事務
職」「サービス職」などといった職業を記入していただ
きます。また、死亡届には「農業」「建設業」などといっ
た産業も併せて記入していただきます。
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　町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)
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　　　1件)(　　　1件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　1人)(　　　1人負 傷 者
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　　72件)(　　　48件救 急 出 動

　　80人)(　　　56人搬 送 人 員

　　　1件)(　　0件火 災 件 数

1,161万円)(　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2月における各件数な
どのお知らせです。
　日中は雪も解けて路面が出ているところも多いです
が、夜間は再び凍結します。運転の際はご注意を！
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　平成22年5月～10月の期間中に町内の各体育施設の
定期利用を予定しているサークル・団体は、使用団体登
録票を提出してください。（平成21年度の利用団体には
個別でおしらせしています。）
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�総合体育館アリーナ　 �羽幌中学校体育館
�スポーツ公園　�南町グラウンド
�テニスコート　�武道館　 

�����4月9日（金）
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　（総合体育館アリーナ） 総合体育館 � 62-6030
　（その他の施設） 社会教育課体育振興係 � 62-5880
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　4月1日から、長時間労働の抑制、仕事と生活の調和を
図ることなどを目的に、労働基準法の一部が改正され
ます。主な改正内容は次のとおりです
が、詳しくはお問い合わせください。
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・1カ月60時間を越える時間外労働に対する割増賃金率
が5割増以上に引き上げ（猶予事業場あり）
・割増賃金の支払いに代えた代替休暇の仕組みを導入
・年次有給休暇が時間単位でも取得可能となる
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　留萌労働基準監督署 � 0164-42-0463
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　町民課町民生活係 � 62-1211(内線113)

　町では、お風呂の無いご家庭に「いきいき交流セン
ター（はぼろ温泉サンセットプラザ）｣の入浴割引券を
お渡ししています。対象者や申請に必要な書類などは
次のとおりですので、忘れずに申請してください。

���　羽幌町に住所があり、お住まいにお風呂の無
い方(間借り・アパート・借家を含みます)
�����

・健康保険証などの身分を証明できるもの
・印鑑(シャチハタ印は使えません)
���　役場1階 総合窓口
������　平成22年3月23日（火）から
�������

・大人(中学生以上)　130円(利用者負担額 420円)
・小人(小学生以下)　210円(利用者負担額 70円)
※乳幼児(3歳以下)は無料です。
����　平成22年4月1日～平成23年3月31日
���

・お風呂が故障して使えない場合は対象となりません。
・割引券は本人以外使用できません。
・確認のため、職員がお住まいに伺う場合があります。
・4月を過ぎて申込みをされた場合は、過ぎた月分の
枚数を差し引いてのお渡しとなります。
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住民の健康を増進する場として町が
「はぼろ温泉サンセットプラザ」内に
設置している公の施設です。
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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。あなたもいちい大学に入学しませんか。

���町内の60歳以上の方
����無料(ただし、学生自治会費など若干必要です)
�����3月31日(水)まで
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　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　商工観光課観光振興係 � 62-1211(内線361・364)
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　次のとおり商工観光課臨時職員を募集します。希望
される方はご応募ください。

���������公園作業員 ７名
����　各公園施設・設備の維持管理
����　
　各公園施設（スポーツ公園、はぼろバラ園、朝日公園、
レストパーク、農村公園、南町運動広場、その他町管理
施設）
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・羽幌町に居住し、通勤可能な方（在住予定者含む）
・普通自動車免許を有する方
・刈払機の取扱い経験がある方
����　午前8:45～午後5:30（休憩1時間）
����　平成22年5月1日～平成22年10月31日
※土曜・日曜・祝日を除きます。
��　日額 7,000円
�����社会保険、雇用保険、非常勤公務災害に加入
�������　
　市販の履歴書(顔写真貼付)に必要事項を記入のうえ、
3月31日正午までに役場商工観光課まで持参してくだ
さい。随時、面接を行います。※郵送不可

　政府が進めている観光立国の戦略と、羽幌町が抱え
ている問題点を専門家の立場から分析し、観光を軸に
地域の幅広い関係者が連携した地域づくり（観光地域
づくり）について講演会を開催します。どなたでも参
加できますのでお気軽にお申し込みください。

��　3月26日(金)　午後6:00～午後7:30
��　はぼろ温泉サンセットプラザ 2階ホール
��　石森 秀三 氏
・北海道大学観光学高等研究センター長（教授）
・北海道大学大学院観光創造専攻長（教授）

���　無料
��　100名
����　3月19日(金)
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�羽幌町役場内
　羽幌町観光協会 � 62-1211(内線366)

　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
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　福祉課社会福祉係 � 62-1211(内線122)
������　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。

��　4月20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)
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　平成22年度の保健事業について現在、日程調整中で
す。4月中旬に発行する「保健事業予定表」で確認をお
願いします。

������　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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　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。

��　4月21日(水)　午後1:30～午後4:00
��　勤労青少年ホーム
������　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311

�������

　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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　希望される方は必ず事前に予約のうえご利用くださ
い。(予約期間は3月23日～4月1日までです）
　なお、定員になり次第、締め切る場合があります。
ご了承ください。

���4月8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

　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。

��　4月13日(火)　午前9:00～正午
��　役場 会議室

��������町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)
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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。
今回は保健師による血圧についての講話です。お気軽
にご参加ください。無料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。

��　4月27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
����　4月20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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