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� 0164-68-7013(課直通)
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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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　　　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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　136件)(　　　33件救 急 出 動

　　135人)(　　　33人搬 送 人 員

　　　3件)(　　3件火 災 件 数

13千円)(　　13千円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者
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　羽幌警察署 � 62-1110
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　自転車はとても便利で環境に優しい乗り物です。と
ころが、ルールやマナーを無視した乗り方は重大な交
通事故につながることもあります。
　ルールを守って安全に自転車を利用しましょう。
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　平成27年6月1日から自転車の運転による交通の危険
を防止するため、交通に危険を及ぼす違反行為(危険行
為)を3年で2回以上反複した者に対し、公安委員会は
3ヵ月間の範囲を指定して自転車運転者講習を命ずる
こととなります。講習手数料は、3時間で1回5,700円で
す。また、講習を受講していない者に対しては、罰則
（5万円以下）があります。

※危険行為　信号無視、酒酔い運転など
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　羽幌総合技能士会（本間 �62-2311・逢坂 �62-1425）

　不法電波は、携帯電話やラジオ・テレビに障害を与え
るなど、日常生活に悪影響を及ぼすばかりか、消防、救
急、防災行政、交通など人命に関わる重要な無線通信
を妨害して、私たちの生活を脅かします。総務省北海
道総合通信局では、電波監視を実施し、適正な電波環
境の維持に努めています。電波に関する困りごとやご
相談については下記までお問い合わせください。

������　北海道総合通信局 � 011-737-0099
�電話受付時間　午前8:30～正午・午後1:00～午後5:00
　　　　　　　　※土日祝日を除く
�電子メールによるお問い合わせ
　　　　soudan-hokkaido@soumu.go.jp
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　羽幌沿海フェリー㈱ �62-1774
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　一昨年就航した、新高速船「さんらいなぁ 2」の運賃
が今年も6月限定で3割引きになります。ぜひこの機会
に、天売、焼尻島へ観光に行きませんか。     

�����平成27年6月1日(月)～6月30日(火)
����高速船運賃の3割引（島民の方は除く。）
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　町民課環境衛生係 � 68-7003 (課直通)

　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9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2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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　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31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3本以内）・まな
板のみの受付となります。
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　沿海フェリーのHPトップ画面で、当日の運航状況を
お知らせしています。どうぞご利用ください。
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�����円　�2,780円　大人
羽幌～焼尻

�����円　�1,400円　小人

�����円　�4,100円　大人
羽幌～天売

�����円　�2,060円　小人

�����円　�1,320円　大人
焼尻～天売

������円　�  660円　小人
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　町民課環境衛生係 � 68-7003(課直通)

　家庭生活や事業活動から出たごみは、決められた
ルールにより処理することとなっています。
　ルールを守らず弁当がらのプラスチックごみや缶類
の資源ごみ、破砕ごみ、粗大ごみや家電製品などを、
道路や空き地などにみだりに捨ててしまう行為を不法
投棄といい、これは法律で罰則が定められている犯罪
行為です。
　町内の道路、公園、河川、空き地等に不法投棄され
ているごみは撤去しても繰り返し捨てられる傾向があ
り、後を絶ちません。個人の土地に捨てられた廃棄物
は、捨てた人が分からなかった場合などは原則として
所有者が撤去しなければなりません。土地の所有者の
みなさんは、土地の適正管理をしましょう。
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5年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金
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・こまめに草刈りをし、見通しのきく状態にする。
・定期的に見回りをする。
・フェンス、柵などを設置し簡単には入れないよ
うにする。

バス停留所に捨てられたごみ



　パークゴルフ場の桜・池コース、望潮コースがオープ
ンしました。みなさんのご利用をお待ちしております。
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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
                    （金・土は午後9:00までナイター営業）
 ・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。
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�������中央公民館内
　社会教育課体育振興係 � 62-1178
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　農林水産課農政係 � 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します。
　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。
　
�������	
10頭程度
���　羊肉価格の半額
�����　7月上旬頃
����　5月29日(金)

※焼尻サフォークを提供する飲食店名とメニューは、
後日、広報・ホームページでお知らせします。
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　農林水産課水産林務係 � 68-7008 (課直通)

　4月から6月にかけて空気の乾燥と強風で、火事が発
生しやすい状況になります。山火事はタバコなどの火
の不始末によるものが多く、山菜採りなどで山林に入
る際は火の始末に十分注意してください。
　森林は、地球温暖化防止のための二酸化炭素の吸収
源として期待されています。かけがえのない貴重な財
産を未来に残すため、山火事の防止にみなさんのご協
力をお願いします。

�山林は、必ず誰か（国、町、法人、個人など）が所有
する土地であり、所有者の財産です。山林に入る際は、
森林所有者や管理者の許可を受けましょう。
�山林への火気の持ち込みは厳禁です。喫煙は絶対に
やめましょう。

※万が一、山火事が発生（または目撃した）場合は早急
にご連絡ください
・北留萌消防組合消防署（電話）62-1246
・羽幌町林野火災予消防対策協議会（役場農林水産課内）
・羽幌警察署（電話）62-1110
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　生後3カ月以上の犬は、法律で年1回の狂犬病予防注
射と生涯1回の登録が義務付けられています。町では、
次の日程で狂犬病予防注射と登録受付を行いますので、
都合の良い会場で接種してください。
　当日は大変混み合いますので犬の登録をされている
方は役場から送付された「はがき」を、犬の登録をして
いない方は、住所・氏名・電話番号・犬の種類・特徴など
を書いた「用紙」を持参してください。

����　3,110円(毎年1回)
                ※消費税率の改定により、70円の増額。
���　600円(戸別訪問希望者のみ)
���　3,000円(犬の生涯に1回)
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　町民課環境衛生係 � 68-7003 (課直通)

転居、犬の譲渡、死亡などの場合は鑑札と印鑑を持参
し、役場（支所）で手続きをしてください。
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役場午前１０：００～１１：００

消防署午前１１：０５～１１：５０

戸別訪問　�������	午後１：００～
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焼尻フェリーターミナル午前８：40～９：００

焼尻戸別訪問 �������	午前９：00～９：20

天売支所午前10：30～11:30

天売戸別訪問 �������	午後１：00～２：30
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老人福祉センター午前１０：００～１０：4０

若葉団地(町営住宅)午前１０：4５～１１：1５

北町集会所午前11：2０～１１：5０

栄町コミュニティセンター午後１：10～１：40

幸町南集会所午後１：50～２：20

旧漁協会館午後２：３０～３：００
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築別郵便局午前１０：００～１０：２０

旧築別中学校午前１０：３０～１１：００

朝日集会所午前11：2０～１１：50

中央集会所午後１：10～１：40

上水道浄水場午後１：50～２：20

福寿川・相合橋(南4条通側)午後２：３０～３：００

※天候によっては、日程が変更
　になる場合があります。
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　農林水産課地籍調査係 � 68-7008（課直通）

��������	
���������

　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27年11月下旬頃まで
����　字朝日・字高台・築別一部

������

　　　　　(株)極東コンサルタント
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　北留萌消防組合消防署 � 62-1246

　ガステーブルは日常の食生活には欠かせない調理器
具の１つであり、火災の発生事例が多くなってきてい
ます。そのため、２００８年より製造されるすべての家庭
用ガスコンロは次のような安全センサーが搭載される
ようになりました。

��������	炒め物などの高温料理を行う際に、
　安全センサーが働いて調理中に火が消えてしまうこ
　とがないよう、自動で火力を調整します。
��������	
�センサーが鍋底の温度を感知
　し、約２５０℃前後になると自動で火を消します。
��������	
煮こぼれや風などで、万が一火
　が消えた時に、自動でガスを止めます。
��������	
��	���万が一消し忘れ
　ても、点火後一定時間が経過した時点で、自動で火
　を消します。
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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、訓練場所付近には駐車をしないようお願いし
ます。

����　5月30日(土）　
��������　
�分列行進　午後2:00頃～
　南3条通　4丁目～2丁目間
�救助救出訓練　午後2:30頃～
　羽幌町役場庁舎前路上
�火災防御訓練　午後2:50頃～
　羽幌町役場
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�������羽幌町子ども会育成連絡協議会
　（中央公民館内）社会教育課社会教育係 � 62-1178
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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17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、旧町民体育館）

�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-1178
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�������	
�������������������

�����������������	
�����

　「ＮＨＫのど自慢」でピアノを弾いた経験があり、
演歌から歌謡曲まで幅広い演奏をする岩崎和子さんと
心地のよい音色を奏でるヴァイオリン奏者、高崎希美
さんのコンサートです。知っている歌もたくさん演奏
してくれるので夏の暑さを吹き飛ばす涼しげな音色に
耳を傾けてみませんか？
　ご家族おそろいで、どうぞお越しください。

������6月  9日（火）　焼尻小中学校体育館
　　　　　　6月10日（水）　天売小中学校体育館
�����午後6:30開場 / 午後7:00開演
���　無料

岩崎和子 氏 高崎希美 氏

�������	
�〒078-4106 羽幌町南6条3丁目
　すこやか健康センター内
　健康支援課地域包括支援センター室　�62-6021

�������	
�中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-1178
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　古代エジプト美術のコレクションで有名なスイスの
ガンドゥール美術財団の貴重な所蔵品、約150作品(す
べて日本初公開)を展示しています。
古代エジプト美術の魅力や世界観を探
りに行きませんか。

���5月30日(土)
���北海道立旭川美術館
��　
・午前8:00　中央公民館前集合、出発
・午後0:30   北海道立旭川美術館(旭川市常盤公園)到着
・午後3:00　北海道立旭川美術館出発
・午後6:00　中央公民館前到着、解散
���町民(中学生以下は保護者同伴)
���　一般 900円 / 高大生 400円 / 中学生 200円/
　　　　小学生以下無料（10名以上の団体割引料金）
　　　　※昼食代は自己負担
�����5月25日(月)まで　�����40名
※応募多数の場合は抽選で参加者を決定。応募者が10名
に達しない場合は中止。

　希望される方は下記を参照のうえ、お申込みください。

���������ケアマネジャー　１名 
�����ケアプラン作成、介護予防事業補助など
����　健康支援課地域包括支援センター室
　　　　　地域包括支援センター係
　　　　　（すこやか健康センター内）
����

�羽幌町に住所を有し、通勤可能な方
・普通自動車運転免許を有している方(ＡＴ限定可)
・次のいずれかの資格を有する者   介護支援専門員 / 社会
福祉士 / 保健師 / 看護師（医療施設等での勤務経験あり）
����　月曜日～木曜日午前9時～午後4時(休憩1時間)
　　　　　 金曜日 午前9時～午後3時(休憩1時間)
����　平成27年6月1日～平成28年3月31日
��　月額 230,000円
����社会保険、雇用保険、非常勤公務災害補償等に加入
����　市販の履歴書(顔写真貼付)に必要事項を記
　入のうえ、5月26日(必着)までに応募する。※郵送可
����　履歴書による書類選考、面接 ※日程は後日通知
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　自衛隊留萌地域事務所　� 0164-42-4650
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旭川1次：9/25-29※9/8
18歳以上
27歳未満

自衛官候補生
(女子)

留萌
1次：9/18-29※
2次：10/8-14

9/8
18歳以上
27歳未満

一般曹候補生

旭川
1次：9/23
2次：10/17-22
3次：11/13-12/17

9/8
高卒(見込含)
21歳未満

航空学生

旭川
1次：10/17
2次：11/28-29

9/30
高卒(見込含)
21歳未満

防衛医大
看護学科学生

旭川
1次：11/8-9
2次：12/9-13

9/30
高卒(見込含)
21歳未満

防衛大学校

　次のとおり自衛官を募集いたします。試験科目は、
募集種目により異なりますので、詳細はお問い合わせ
ください。

※指定する1日

������

　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。

��������	
���

　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
����　平成27年6月1日(月)まで

�������	
���

　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。
                    ※「土地・家屋価格等の縦覧」期間中は、手数料
　　　　　(500円)がかかりません。

�������	
�����������

��������	
��

　留萌保健所健康推進課 � 0164-42-8327

　留萌保健所では、アルコール依存症やその疑いのあ
るためにお酒の問題を抱えている方のご家族などが集
まり、お互いの体験や思い、悩みを語り合う家族の集
いを開催します。なお、参加費は無料です。

��　5月26日(火)・7月29日(水)・10月26日(月)
��　午後2:00～午後3:00
��　留萌保健所
　　　(留萌市住之江町2丁目留萌合同庁舎内）
���アルコ－ル問題を抱える方の家族、身近な方

���������	
�����



����

　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。
��������	
�

　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11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。

��　6月10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)

������

　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22日(月) 　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。

��　6月30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
　 健康支援課保健係 � 62-6020

�������	


　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) 
��　スタジオ囲炉裏（羽幌町寿町2番地の5）
���������　
　NPO法人　ウェルアナザーデザイン
　� 0164-56-1662/080-5723-9264(携帯電話)

�������	

������　羽幌保育園内
　 子育て支援センター � 62-1656

　���������	
���������

　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。

�������村上・竹中・工藤　
村上 � 090-2052-3948
        � my-childhood-friend@docomo.ne.jp

�����

5/20(水)　子どもも喜ぶ！キャラ弁講座
�����

6/1(月) ママも子どももみんなで運動！＠総合体育館
6/22(月)　ベビーマッサージ講座
��������

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

�������������

健康センター午後1：00～乳児健診  4日(木)

健康センター午前9：30～苺・小苺くらぶ  8日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサークル11日(木)

健康センター午後0：30～3歳児健診11日(木)

健康センター午前9：30～苺くらぶ15日(月)

焼尻研修センター午前5：00～焼尻地区総合健診23日(火)

天売研修センター午前5：00～天売地区総合健診24日(水)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル25日(木)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ29日(月)

�������	
�����

　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。 

��　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

�������

　留萌保健所健康推進課 � 0164-62-8327又は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。

��　6月9日(火) / 10月6日(火)　午後2:30～午後4:30
��　すこやか健康センター
������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
�������　
　上記以外の月で毎月1回、留萌保健所でも開設してい
ます。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
　健康支援課地域包括支援センター室 � 62-6021
　担当　大平・上田・小笠

　日常的に体を動かす習慣や地域の皆さんと一緒に行
える場所があることで、関節疾患や転倒・骨折の予防や
軽減に繋がっていきます！これを機会に、羽幌町で行
う「いきいきライフ」に参加し、体づくり・仲間作り
をしましょう！

���65歳以上の要介護認定を受けていない方で、関
節疾患により転倒の経験やその不安があったり、日常
生活動作に何らかの支障をきたしている方
��　6月3日～8月30日までの毎週水曜日
　　　午後1:30～午後3:00
��　羽幌町総合体育館
��　ストレッチ・ふまねっと・ｺｵｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝ　など
�����5月28日（木）

�������	
������

�������

　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1日(月)　午後2:00～午後4:00
��　中央公民館 第2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

�������	
��

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

�������	
����������

�������	
�

　ヘルスメイトとは地域の健康づくりを食生活中心に
活動するボランティアです。この講座では、テキスト
を使って栄養素や生活習慣病の基礎を学び、実際に自
分たちで立てた献立の調理実習をします。

��　6月10日.16日.18日.22日.25日.30日
　　　7月3日(全7回）　午後1:00～午後4:00
��　すこやか健康センター
��　成人男女　���　無料
��　栄養や健康に関する講話や実習
���羽幌町管理栄養士・保健師　ほか
�����6月1日（月）

�������	
��������	�

������　すこやか健康センター内
　 健康支援課保健係 � 62-6020
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