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　資源として再利用するため布類の回収を次のとおり
行います。洗濯した後、透明又は白色系の袋に入れて
お近くの収集場所までお持ちください。料金は無料で、
羽幌消費者協会が回収します。

���6月11日（火）　午前9:00～午後1:00
������川北老人福祉センター
�����・幸町南集会所
�����・中央公民館(第3研修室) 
������　綿50%以上の衣類など
※ジャージ、ジーパン、布団などは回収できません。
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　産業課農政係 � 68-7008(課直通)

　町内の飲食店や宿泊施設が焼尻サフォーク肉を仕入
れる場合、その経費の一部を助成する新たな制度がで
きました。
　町民のみなさんや町外客へ飲食店等で焼尻サフォー
クを食する機会を増やすことで、地産地消、地元ブラン
ドの定着と観光振興を図ることを目的としています。
　申請方法など詳しくはお問い合わせください。
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10頭
���　羊肉価格の半額
�����　9月上旬頃
����　6月28日(金)

※焼尻サフォークを提供する飲食店等は、後日、広報
などでお知らせします。
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　産業課水産林務係 � 68-7008(課直通)
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　昨年4月に策定した羽幌町森林整備計画を平成25年4
月1日より留萌地域森林計画の変更に伴い変更しまし
た。詳しくはお問い合わせください。

������樹種別立木の標準伐期齢変更(人工林のト
　　　　　　ドマツ　50年→40年)　など

������

　町民課環境衛生係 � 68-7003(課直通)
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　羽幌総合技能士会（本間 �62-2311・逢坂 �62-1425）
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　羽幌総合技能士会では「1日技能サービス」を開催し
ます。ご家庭で切れなくなった包丁や、凸凹になった
まな板がありましたら、どうぞご持参ください。  
   また、会場にてチャリティBOXを設置し、寄せられ
た善意を社会福祉向上のため寄付し
ますので、ご協力ください。             
     
���5月26日（日）
���午前8:30～午前10:30（受付）
���役場総合車庫
　　　川北老人福祉センター（受付のみ）

※当日は包丁（1軒あたり5本以内）・まな板のみの受付
となります。
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　羽幌警察署並びに消防署から4月における各件数な
どのお知らせです。
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　　　4件)(　　　1件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　6人)(　　　2人負 傷 者
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　135件)(　　　20件救 急 出 動

　　139人)(　　　25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
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　北留萌消防組合消防署 � 62-1246

　消防署では、春の消防演習を実施します。
　サイレンを吹鳴しますので、火災と間違わないよう
お願いします。訓練中は付近の消火栓を使用しますの
で、地域によっては水道水がにごるおそれがあります
ので、ご協力をお願いします。
　また、訓練付近には駐車をしないようお願いします。

����　6月2日(日）　
��������　
�分列行進　午後2:00
　<南3条通4丁目～2丁目>　

�救助救出訓練　午後2:20～
　<道立羽幌病院裏側救急ヘリポート>
　道北ドクターヘリと協力し、高所からのけが人を救
出後、ドクターヘリへ収容する訓練。　
※訓練終了後、ドクターヘリの見学を予定しています。
　悪天候時や出動時は実施できない場合もあります。

�火災防ぎょ訓練　午後2:50～
　<道立羽幌病院正面玄関側>
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　産業課農政係 � 68-7008(課直通)

　町では、農林水産物に大きな被害をもたらすシカや
クマなどの有害鳥獣駆除に従事できる狩猟者を養成す
るため、免許取得にかかった費用の一部を補助します。
手続きなど詳しくはお問い合わせください。
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・猟銃初心者講習会の受講申込手数料
・猟銃免許試験予備講習費、申請手数料　など
���

　町内在住の方で新たに狩猟免許を取得する方
　※ただし、猟友会羽幌支部に加入し、鳥獣被害対策
　の実行部隊参加を条件とします。
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※6月より利用状況から午前11:00までに変更します。
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　総務省 地デジコールセンター
　� 0570-07-0101(午前9:００～午後6:00）

　昨年６月下旬頃から、南5丁目通りから南側および汐

見の一部の地域で、ＨＢＣ(リモコン番号①）およびＳ

ＴＶ(リモコン番号⑤)の放送に映像の乱れや映像が映

らないといった現象がありました。

　このため、北海道地上デジタル放送推進協議会で放

送電波の測定・検証を行った結果、本来届かないはずの

「礼文中継局」の電波が気温や海水温などの状況で異常

伝搬し混信することわかりました。

　これに伴い、混信の原因となって

いる「礼文中継局」の送信チャンネル

を変更する計画が発表されたのでお

知らせします。

　なお、実際に礼文中継局の送信チャンネルを変更す

る時期は、2014年度になる予定です。
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　パークゴルフ場の桜・池コースは、5月1日からオープ
ンしています。
　望潮コースは5月中旬頃オープン予定です。
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 ・開放時間�午前6:00から日没まで
 ・閉鎖日�毎週水曜日 ※芝の育成のため
 ・利用料�無料
������

 ・開放時間�午前6:00から日没まで
                    （木・金・土は午後9:00までナイター営業）
　　　　　　※ただし、節電要請等あった場合は、変更有り。
 ・閉鎖日�毎週火曜日 ※芝の育成のため
 ・利用料�1日100円(施設管理の協力金として)

 ※雨天時などコースコンディションが悪い時は、閉鎖
する場合があります。

�������	�
�������

�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880 
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　財務課税務係 � 68-7002(課直通)

　町では、土地・家屋価格等縦覧帳簿について、年に
一度縦覧期間を設けています。また、固定資産課税台
帳の閲覧も行っています。
　縦覧・閲覧に必要なものなどは、お問い合わせください。
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　固定資産税の納税者は、帳簿に記載されている他の
土地・家屋と比較し、自己の所有する土地・家屋の評
価の適正さを確認することができます。

����　役場財務課、天売支所、焼尻支所
����　��������	
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　羽幌町に所在する自己の資産について固定資産課税
台帳に登録された内容を確認することができます。ま
た、借地人・借家人などの方は、借りている土地・家
屋の課税台帳に限り確認することができます。

����　役場財務課、天売支所、焼尻支所
����　期間の定めはありません。随時閲覧できます。
                    ※期間中は、手数料がかかりません。
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　総務課情報管理係 � 62-1211

　町では毎年、情報公開制度と個人情報保護制度に基
づく、公文書公開の実施状況をお知らせしています。
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個人情報の公開請求並びに個人情報の訂正、削除、中
止の請求はありませんでした。
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101013418町長

0010225教育委員会

102015623合計
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※選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・議会の公
文書公開請求はありませんでした。
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　財務課地籍管財係 � 62-1211
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　現在、町有地を住宅用地として売り払いしています。
　区画など詳しくは、ホームページまたは地籍管財係
までお問い合わせください。
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　町では、土地の明確化と合理的な利用を図るため、
地籍調査事業を実施しています。
　下記の期間、町が業務委託した業者が調査地区の土
地内及び住居周辺に立入り、地籍調査に必要な杭を設
置して調査に支障をきたす雑草などを除去しますので、
ご協力をお願いします。委託業者は�������と
明記の腕章を着用しています。
　また、設置した杭は後日、土地の境界を調査する基
準杭となりますので、撤去しないようお願いします。

����　平成25年11月下旬頃まで
����　字中央・字朝日・字高台
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　北海道海鳥センター � 69-2080 
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　町では、ふるさと「羽幌」を応援してくださるみなさ
んの想いをまちづくりに活かすため、「まちづくり応
援寄付金条例」を制定し、町内外問わず多くのみなさ
んからあたたかいご支援をいただいています。これま
で寄付をいただいたみなさんに深く感謝申し上げます。
　お寄せいただいた寄付金は、「まちづくり応援基
金」として積み立て、寄付者の意向に沿った事業に活
かしています。
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　総務課企画室政策推進係 � 62-1211

※まちづくり応援寄付金を装った詐欺行為には十分ご
注意ください。寄付を強要したり無理強いすることは
決してありません。
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　羽幌の自然を楽しむ観察会。今回は、羽幌にやって
きた渡り鳥を探します。初めての方でも楽しめますの
で、気軽にご参加ください。

��　5月26日(日)　午前9:00～午前11:30
��　北海道海鳥センター　
���　100円(保険料)
����　5月23日(木)

　ノビタキ

3,885,000 円平成23年度末残高

(5件)497,000 円平成24年度積立額（寄付の状況）

1,532,480 円(平成24年度基金取崩額）

2,849,520 円平成24年度末残高
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　基金取崩額1,532,480円は、天売島ネコ飼養条例に基
づく天売島海鳥保護対策事業(飼い猫へのマイクロチッ
プの施術等)に充当し、活用させていただきました。
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   築別炭砿出身で札幌在住の平岩博幸さんが、元教師
で画家の藤井正治さんと河合悌一さんに依頼して作成
したスケッチ画約60点を展示します。運搬立坑や築別
炭砿ホッパーなど忠実に再現された作品の数々をぜひ
ご覧ください。
　展示初日の6月6日は、跡地に残
る旧太陽小学校が昭和57年にレク
リェーション施設「緑の村」とし
て開村した記念日です。

��　6月6日(木)～6月14日(金)
���中央公民館1階ロビー
※展示したスケッチ画は、後日スケッチ集として販売する予

定です。　

↑運搬立坑
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　子どもたちが交流を深めることを目的に毎年開催し
ています。楽しいアトラクションがいっぱい。ぜひ、
みんなで遊びに来てください。

��　5月19日(日)　午前10:30～
���レストパークはぼろ（雨天の場合、中央公民館）

　　

�������羽幌町子ども会育成連絡協議会
　社会教育課社会教育係 � 62-5880（中央公民館内） 

�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　普段、あまり聴くことのできない「ゴスペル」。映
画「天使にラブソングを」で、一躍ブームとなりました。
　kikiさんはソロですが、明るいトークと美しいハー
モニーで観客のみなさんと一緒に歌ったり楽しいコン
サートです。みなさんお揃いでお越しください。

������6月19日（水）　焼尻小中学校体育館
　　　　　　6月20日（木）　天売小中学校体育館
�����午後6:00開場 / 午後6:30開演
���　無料

�������	
�����	
�

   入賞作品及び会員などの作品を一堂に展示します。

���5月30日(木)～6月4日(火)
���中央公民館1階ロビー

�������

（スケッチ展）産業課観光振興係 � 68-7007(課直通)
（写真展）社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　町民課総合受付係 � 68-7003(課直通)

　家庭内の問題や借地借家の問題、隣近所のもめごと
など、相談内容についての秘密は固く守られますので、
お気軽にご相談ください。

� �　6月4日(火)　午 後1:00～ 午 後
3:00
��　中央公民館 第3研修室
���　無料
������　
　花房 毅 氏・村田 菊男 氏・米山 しげみ 氏

�「�������」������

　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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　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）

���6月13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。

��　6月12日(水) 　午前9:00～正午
��　役場1階 相談室
�������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、心配ご
と相談所を毎月1回開催しています。

��　6月21日(金) 　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
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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。

��　6月18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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　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(祝日除く) 
　　　※4月から水曜日に変更となりました。
��　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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健康センター午前9：30～苺くらぶ  3日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル  5日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ10日(月)

健康センター午後1：00～乳児健診12日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ17日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル19日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ20日(木)

焼尻研修センター午前5：00～焼尻地区総合健診25日(火)

天売研修センター午前5：00～天売地区総合健診26日(水)

������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020
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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。天売・焼尻地区の総合健診について詳しくは
別に配布するチラシでご確認ください。

　このほか、「うさこちゃん あそびの広場」を開設し、
保護者の方が安心して子育てできるようお手伝いをし
ています。 親子で参加して、楽しい子育ての輪、おと
もだちの輪を広げましょう。

��　毎週火・金曜日　
　　　午前9:３０～午前11:00
��　すこやか健康センター
��　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




