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後期高齢者医療制度は、加入者のみなさんが支払う保険料によって成り立っ
ています。その保険料の計算の基となる保険料率は2年ごとに決定されます。
平成26・27年度の保険料率が次のとおり見直しされました。
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　（加入者が等しく負担）

������
②所得割
　（加入者の所得に応じて負担）

����
③賦課限度額
　（1年間の保険料の上限額）
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���������北海道後期高齢者医療広域連合 � 011-290-5601 ／ 福祉課国保医療年金係 � 68-7004（課直通）
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51,472円(一人当たりの額)�����

�

※世帯の所得などにより保険料が軽減される場合があります。
平成26年度の保険料の額は、7月に個別にお知らせします。

���� (前年の所得－基礎控除33万円)×10.52�

� � � 1年間の保険料（100円未満は切り捨て）
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　学校管理課学校教育係 � 68-7010 (課直通)

　保護者や地域のみなさまに教科書に対する理解と関
心を深めてもらうために、教科書展示会を開催してい
ます。どなたでも自由にご覧いただけますので、ぜひ
ご来場ください。

���6月30日(月)まで ※土・日除く
���役場庁舎 1階ロビー
����

・小学校用教科書(新たに発行される教科書)
・中学校用教科書(現在使用されている教科書)
・高等学校用教科書(新たに発行される・現在使用され
ている教科書)
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　体成分分析器は、測定器による簡単な測定を行うだ
けで、体内の脂肪・タンパク質量や肥満診断など体に
関するさまざまな情報を得ることができます。分析結
果がプリントされますので、数ヵ月に一度測定し体の
変化を比較して、生活習慣病の予防などにぜひご利用
ください。

�����総合体育館｢パワデール」1階 体力測定室
�����平日 　午前9:30～午後8:00
　　　　　土曜日 午前9:30～午後4:00
　　　　　※日曜・祝日は利用休止
����1回100円
��������	
��

　体の基本成分の量、体型判定表、腹
部肥満評価、部位別評価(両腕・両脚・
胴体の筋力量)など
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������� 羽幌町総合体育館パワデール内　
　NPO法人羽幌町体育協会　� 62-6030
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　羽幌警察署並びに消防署から5月における各件数な
どのお知らせです。
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　　　2件)(　　　0件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　2人)(　　　0人負 傷 者
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　155件)(　　　36件救 急 出 動

　　150人)(36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

　羽幌町の地元ブランド「焼尻サフォーク肉」の定着
と地産地消を図るため、町民のみなさんに特別価格で
販売します。希望される方は必ずご予約のうえ購入し
てください。

�����8月2日（土）から
�����1キログラム 4,000円（税込み）
�����一人1キログラムまで
�����6月25日(水)～7月10日（木）
                 ※販売予定数に達したら終了します
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・工藤精肉店（販売予定数量 約70キログラム分）　
　TEL 62-1155 / FAX 62-3613 
・はた精肉店（販売予定数量 約140キログラム分）
　TEL 62-1732 / FAX 62-4579

※用意できた肉量によっては、予約した場合であっても、
希望数を販売できない場合もあります。ご理解とご協力
をお願いします。予約者へは確認などのため町から連絡
をする場合があります。
　なお、これは町が羽幌肉商組合へ補助して実施するも
のです。
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　産業課農政係 � 68-7008 (課直通)
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　北るもい漁業協同組合では、質や漁獲量ともに日本
一を誇る羽幌沖周辺で獲れる甘えびを全国にＰＲする
ため、｢はぼろの甘えび  日本一｣のキャッチコピーと
イメージキャラクター｢ 海老名   愛 ｣の商標登録を特許庁

えびな あい

に申請しました。
　今後は、イメージキャラクターを中心にプロモー
ション活動や商品開発を進めていく予定です。
　町民のみなさんもはぼろの甘えびをたくさん食べて、
そして全国のみなさんにも甘くておいしい甘えびをＰ
Ｒしましょう。
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　北るもい漁業協同組合 � 62-1291
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���  海老名   愛 
えびな あい

��� 16歳　
　はぼろ水産高等学校1年生
��� 焼尻島
��� えびみそラーメン、えび
パスタ、えび天丼、甘～い生えび
����旅行、写真、アルバム作り、
ファッション

　羽幌小学校プールの一般開放を実施します。ご利用
の際はスイミングキャップを忘れずに。

����　6月中旬～9月中旬
　　　　　※水温の状況をみて開放します。
����　(平日) 午後3:00～午後9:00
　　　　　※夏休み期間中は午後1:00から
　　　　　(土曜日) 午後1:00～午後9:00
　　　　　(日曜日) 午前10:00～午後9:00
���　毎週月曜日 / 7月8日～10日 / 8月13日～16日

�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　平成26年7月1日に、｢平成26年経済センサス‐基礎調
査と平成26年商業統計調査」を実施します。この調査は、
全国のすべての事業所及び企業が対象になります。
　調査結果は、国及び地方公共団体における行政施策
の立案や、民間企業における経営計画の策定など、社
会経済の発展を支える基礎資料になりま
す。商業関係者のみなさまのご協力をお
願いします。

������町内のすべての事業所及び企業
�����統計調査員が、事業所及び企業を直接訪問
　　　　し、調査票を配布し回収します。
�����6月末までに調査員が伺います。
※統計調査員は、｢調査員証」を身につけていますの
でご確認ください。
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　総務課情報管理係 � 62-1211 

　羽幌町文化協会加盟団体の日本舞踊サークル「藤の
会」では、7月9日・10日で行われる羽幌神社例大祭の
行列に3年ぶりに復活します。日頃の練習の成果を披
露しますので、みなさんのご声援をよろしくお願いし
ます。
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　藤の会（ジュニア）高野 � 62-5078
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発売期間：7月4日(金)～7月25日(金)　
抽せん日：8月5日(火)
この宝くじの収益金は市町村の明るい住みよ
いまちづくりに使われます。
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　東日本大震災により岩手県、宮城県及び福島県の一
部市町村から住民票を異動しないで羽幌町へ避難され
ている方のうち、国民健康保険及び後期高齢者医療制
度に加入されている方は、避難先でも｢特定健診｣・｢
後期高齢者健診」を受けることができます。受診希望
の場合は、下記までご連絡ください。

����岩手県・宮城県・福島県にお住まいだった方
　　　　※対象となる市町村はお問い合わせください。
�����平成27年3月31日まで
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　福祉課国保医療年金係 � 68-7004 (課直通)
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　近頃、留萌管内で株式の購入や名義の借用を持ちか
け、お金をだまし取る「特殊サギ」が多発しています。
　羽幌町内でも、被害には遭っていませんが実際に名
義を貸してほしいといった電話がかかってきたという
事案もあるようです。

「必ず儲かる」や「現金を預かる」といった話は絶対に信
用せず、少しでもおかしいと思ったら自分ひとりで判
断しないで家族や警察に相談しましょう。

�������町民課町民生活係内
　羽幌地区防犯協会 � 68-7003
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　覚せい剤や大麻などの薬物は、一度だけという好奇
心や遊びのつもりでも、薬物の強い依存性によって、
自分の意志では止めることができなくなります。
　薬物の乱用は絶対にやめましょう。
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　羽幌警察署 � 62-1110
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　羽幌町国際交流協会事務局　� 62-4461（小川）

　アメリカ・ブラジル・ナイジェリア・ケニア・イン
ド・バングラデシュ・韓国などから北海道大学に留学
している方、15名が来町します。　
　羽幌町国際交流協会ではホームステイの受入家庭を
募集しています。小さな、そしてあたたかい一夜の国
際交流をしてみませんか。

��　6月28日(土)～6月29日(日）
�����6月20日(金）まで
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��������中央公民館内
　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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�第61回写真道展の入賞・入選作品、約200点を展示し
ます。北海道の生活・産業・観光・自然の一瞬をとら
えた作品をご覧ください。

��　6月25日(水)～7月3日(木)　
��　中央公民館1階ロビー
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　第38回北海道二科会写真展の入賞作品及び会員・会
友・特別部員の作品を展示します。

��　7月15日(火)～21日(月・祝)
��　中央公民館1階ロビー
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���������� 羽幌町総合体育館パワデール内
　NPO法人羽幌町体育協会　� 62-6030

　ランナーが事前に予想タイムを登録し、実際の走行
タイムとの誤差により順位を決定する「宣言タイム制」
マラソン大会の参加申込を受け付け中です。
　自分のペースで走ることができますので、日頃ジョ
ギングをされている方にもおすすめです。入賞の秘訣
は自分のペースを守ることです！

��　7月27日(日）※雨天決行
���　総合体育館～汐見方面往復
�����(少年の部) 4㎞　(一般の部) 6㎞・10㎞　
����　小学3年生以上
���　少年の部（中学生以下）1,800円
　　　　一般の部（高校生以上）3,000円
����　6月30日(月)まで
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　平成27年度の留萌管内町村職員採用資格試験（第1次
試験）の案内です。受験を希望される方は次によりご
応募ください。

����　上級（一般事務）
�����町村長部局、教育委員会等各種委員会事務
局、議会事務局等に勤務し、一般行政事務に従事。
����

�昭和59年4月2日から平成5年4月1日までに生まれた
方で、学校教育法による大学（短大を除く）を卒業ま
たは平成27年3月までに卒業見込みの方。
�����平成26年6月23日(月)まで
※平日の午前9時から午後5時まで。郵送の場合は6月23日
(月)までの消印があるものに限り受け付けます。

�����留萌町村会（留萌市住之江町2 留萌合同庁舎内）
�������平成26年7月27日(日)

������

　留萌町村会 � 0164-43-4456
�総務課職員係 � 62-1211

�������北海道保健福祉部地域医療推進局
　地域医療課 医療政策グループ � 011-204-5248

　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
��　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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　旭川弁護士会　� 0166-51-9527　

　旭川弁護士会では、弁護士が常駐していない市町村
を会場に、毎月1回、管内を巡回し相談会を開設します。
　身近に法律に関する問題がありましたら、この機会
にお気軽にご相談ください。なお、相談には事前予約
が必要です。

��　6月25日(水）　午後1:0０～午後4:00（1人30分程度）
��　中央公民館 3Ｆ会議室
����　法律相談全般(例：多重債務・交通事故・相
　　　　　続・犯罪被害など）
���　無料
�����羽幌会場以外にも、他の管内市町村会場へも申
込み可能です。詳しくは、お問い合わせください。
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　留萌保健所　� 0164-42-8329　

　留萌保健所では、こころの悩みや病気など各種相談
に応じています。お気軽にご相談ください。

��　7月1日(火）　午後3:0０～午後5:00
��　留萌保健所 相談室 (留萌市住之江町2丁目)
����　・統合失調症、認知症
　　　　　・登校拒否、家庭内暴力
　　　　　・家庭、職場、学校での人間関係など
���　無料
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　北海道では、道立天売診療所に勤務する看護師を募
集しています。申込方法など詳しくはお問い合わせく
ださい。

����　1名(北海道職員として採用)
�����

　昭和39年4月2日以降に生まれた方で、すでに看護師
資格を取得されている方、または平成27年3月31日ま
でに資格を取得する見込みの方。
�����作文試験・面接試験
������北海道立天売診療所(羽幌町大字天売字和浦)
　　　　（職員数：医師1名、看護師1名、事務職員1名）
�����月～金　午前8:45～午後5:30
　　　　　（土日、祝日はお休みですが、急患対応があ
　　　　　る場合があります。）
���北海道職員の給与に関する条例に
　　基づき支給
���職員住宅があります。

����

　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）

���7月10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

����

　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。

��　7月9日(水) 　午前10:00～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。

��　7月22日(火) 　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

����

　血圧測定、体重・体脂肪測定と個別に健康相談を行い
ます。

��　7月22日(火)　午前10:00～午前11:00
��　老人福祉センター

������　すこやか健康センター内

　 福祉課保健係 � 62-6020
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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。メンバー募集中です。
見学も可能です。

������　
和田 � 090-1542-5432 � �������	���
���������	��　

�����

6/25(水)　かぎ針で夏帽子を編む会

��������

羽幌ままなびHP　http://www.c-sqr.net/c/cs32357/
Facebookページ　「羽幌ままなび」

�������������

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル  2日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ  7日(月)

健康センター午後1：00～乳児健診  7日(月)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ14日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル16日(水)

健康センター午後0：30～1歳6ヵ月児健診23日(水)

健康センター午前10：00～離乳食教室25日(金)

健康センター午前9：30～苺くらぶ28日(月)

健康センター午後1：30～二種混合予防接種30日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ31日(木)
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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。事業内容など詳しくはお問い合わせください。

������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係　� 62-6020
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　親子で参加できる子育て教室です。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。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
��　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

　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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