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　春の布類特別収集を行います。洗濯した後、透明又
は白色系の袋に入れてお近くの集会所までお持ちくだ
さい。収集は無料となっています。
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栄町南集会所北町集会所

栄町コミュニティセンター川北老人福祉センター

中央公民館(第3研修室)幸町コミュニティセンター

4条集会所幸町南集会所

�����午前9:00～午後1:00

�������　綿50%以上の衣類等
メリヤス地（シャツ、パンツ、ズボン、Ｔシャツ、ベ
ビー服、ポロシャツなど）・綿地（シーツ、布団カバー、
トレーナー、Ｙシャツ、ブラウス、パジャマなど）・タ
オル地（タオルケット、ベビー服、バスローブなど）
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　ジャージ・ジーンズ・布団・靴下・毛糸類・ジャン
パー・背広・コート・ズボンなど
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　町民課環境衛生係 � 62-1211(内線106)
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　羽幌町では地籍調査事業を実施しております。つき
ましては下記の期間において、羽幌町が業務委託した
業者が下記の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調査に支障をきたす雑
草・灌木等を除去いたしますので、ご承諾下さいます
ようお願い致します。
　なお、委託業者は「地籍調査員」
と明記の腕章を携帯しています、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
去しないよう重ねてお願い致します。

����　平成19年5月中旬から11月下旬頃まで
����　南3条～南7条・南大通の各1丁目～6丁目・
　　　　　緑町・幸町・南町
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　農林水産課地籍調査係　� 62-1211(内線351・352)
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　春の消防演習を実施します。火災防ぎょ訓練中は、
付近の消火栓3基を使用しますので、地域によっては水
道水が濁る恐れもありますが、よろしくご協力のほど
お願いします。
　また、訓練区域内は大変危険を伴いますので、付近
には車を駐車しないようお願いします。

���　5月27日(日)
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・ターミナル通り(元はぼろスポーツ店前)で、羽幌消防
団による分列行進を行います。
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・消防署訓練塔にて救助救出訓練を行います。
・㈱ダイマル乳品羽幌工場(北3条3丁目)を想定して火災
防ぎょ訓練を行います。
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　総務課情報管理係　� 62-1211(内線216)

　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についてお知らせしてい
ます。
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00004812町長

0000011教育委員会

0000011議会

0001001その他

000141015合計
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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。

�������北留萌消防組合消防署 � 62-1246
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　　　2件)(　　　1件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　2人)(　　　1人負 傷 者
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　127件)(　　　21件救 急 出 動

　　122人)(　　　18人搬 送 人 員

　　　2件)(　　1件火 災 件 数

2,583千円)(　　2,582千円損 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4月における各件数な
どのお知らせです。
　行楽シーズンがやってきます。遠出をする機会が多
くなるこの時期、心と時間にゆとりのある運転を。

　5月から、中小企業の育成と経営合理化の促進を目
的に実施している特別融資制度の内容を一部改正しま
したので、お知らせします。
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・運転資金
　①償還基準が1年以内  �����利率2.5％(改正前3.0％)
　②償還基準が1年超　  �����利率3.0％(改正前3.5％)
・設備資金
　①償還基準が7年以内  �����利率3.0％(改正前3.5％)
　②償還基準が7年超　  �����利率3.3％(改正前3.8％)

��������	
���

・運転資金　貸付利率の2.0％(改正前3.0％)を超える部
　　　　　　分の2％以内
・設備資金　貸付利率の2.0％(改正前2.5％)を超える部
　　　　　　分の4％以内
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　既に融資を受けている方で、更に融資を必要とする
場合は、当該資金の貸付限度額から未償還額を差し引
いた残りの額を限度として申し込みができます。
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　商工観光課商工労働係　� 62-1211(内線362)
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　音楽活動、ラジオのパーソナリティとして活躍する
傍ら、羽幌町観光大使として羽幌のＰＲ、情報発信に
貢献されている本町出身のミュージシャン「みのや雅
彦」氏と、天売島在住の自然写真家「寺沢孝毅」氏に
よる「フォト＆ミュージック・ライブ」が開催されま
す。見て、聴いて、そして感動してください。

���6月23日(土) 午後6:00(開場)　午後6:30(開演)
���中央公民館
����無料(整理券が必要です)
����羽幌町商工会加盟店(ポスター掲示店)から購
　　　　入した、2,000円以上の領収書(レシート)1枚
に　　　　つき、整理券1枚の引き換えができます。
　　　　※留萌管外の方は予約可、お問合わせ下さい。
����・ハートタウンはぼろ 1階ヨークタウン店
　　　　・宮坂商事 1階
　　　　・羽幌町商工会
　　　　・役場 商工観光課
�������	
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�5月23日～6月23日正午まで
���整理券発行:先着500人、管外予約:先着100人
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　商工観光課観光振興係　� 62-1211(内線 361～365)
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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　第54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
らえた作品をご覧下さい。

���6月1日(金)～10日(日)
���中央公民館1階ロビー
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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　時間

曜日

トライアンフ
羽幌中学校卓球部

A面月
曜
日

羽幌高校バドミントン同好会
羽幌バドミントン愛好会

軟式ママテニスストロベリー’SB面
卓球友の会

羽幌ミニバレーボール連盟
軟式ママテニス

清掃のため休館
A面火

曜
日 ファイターズ

B面
土木バドミントン同好会さわやか卓球クラブ

羽幌籠友会土木バドミン
トン同好会A面水

曜
日 羽幌FC

羽幌中学校卓球部
ラベンダーズ

ストロベリー’S
B面

羽幌高校バドミントン同好会ピンポンクラブ
格斗クラブ羽幌道場

羽幌町ほっとクラブA面木
曜
日

バド部
羽幌バドミントン愛好会

羽幌高校バレーボール部
ファイターズ

B面
卓球友の会さわやか卓球クラブ

羽幌籠友会
羽幌中学校卓球部

A面金
曜
日

羽幌高校バドミントン同好会

羽幌ミニバレーボール連盟羽幌中学校女子バレーボール部ラベンダーズ
ストロベリー’S

B面
ピンポンクラブ

A面土
曜
日 たくっちFCB面

A面日
曜
日 B面

�������	
�������	
�������

�������	
�����

　急速な少子化の進行などを踏まえ、若い子育て世帯
等の経済的負担の軽減を図るため、4月から3歳未満の
乳幼児の養育者に対する児童手当の額が、出生順位に
かかわらず一律1万円となりました。なお、今回の改正
による手続きなどはありません。
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・第1子及び第2子　10,000円(改正前5,000円)
・第3子以降　　　  10,000円(変更なし)
※3歳に到達後の翌月からは、第1子及び第2子の手当
額は5,000円になります。
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　6月27日(水)  午前9:15～午後4:00
　川北老人福祉センター�62-1424

　心身に障がいがある方で、次に該当する場合は申請
によって軽自動車税が1台のみ減免されます。詳しく
はお問い合わせください。

����

・身体若しくは精神に障がいを有し歩行が困難な方で、
本人が所有している軽自動車等。
・身体に障がいを有し歩行が困難な18歳未満の方と生
計を一にしている方が所有している軽自動車等。
・精神に障がいを有し歩行が困難な方と生計を一にし
ている方が所有している軽自動車等。
・身体若しくは精神に障がいを有し歩行が困難な方の
みで構成する世帯の方を、常時介護する者が運転する
軽自動車等。
・身体に障がいを有し歩行が困難な方が利用するため
の構造の軽自動車等。
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・身体障害者手帳､療育手帳､精神障害者保健福祉手帳
・軽自動車税納税通知書
・運転免許証
・印鑑
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　財務課税務係　� 62-1211(内線258)
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　福祉課社会福祉係　� 62-1211(内線124)
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　町内の団体やグループが主催する学集会などに、町
職員が出向いて講座を行う「ほっと講座はぼろ」は随
時受け付けています。現在、34の講座を設定していま
すのでどうぞご利用ください。なお、講座メニューと
利用方法などは広報6月号でお知らせします。
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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　ウトウをはじめ、100万羽の海鳥が乱舞する「海鳥
の楽園・天売島」と、5万本のオンコ原生林と手つか
ずの自然林からなる「花と緑の島・焼尻島」で、自分
のペースにあわせて周遊する自転車走行会を開催しま
す。順位やタイム計測はありません、両島の大自然を
サイクリングでお楽しみください。

���6月30日(土)～7月1日(日)
���(天売島)　6月30日 午後2:00スタート
　　　　　　　  受付時間 午後0:50～1:30 天売駅前
　　　(焼尻島)　7月1日 午前11:30スタート
　　　　　　　  受付時間 午前9:50～11:00 焼尻駅前
����2,000円 ※当日、会場で徴収します。
　　　　(自転車レンタル料2島分､保険料､焼尻昼食代)
�����年齢・性別は問いません。ただし、中学生以
　　　　　下の場合は保護者の同伴(同意)が必要。
���先着50人
���所定の申込書により羽幌町観光協会へお申し込
　　　みください。申込書の請求も同協会へ。
�����6月26日(火)まで
※第1日目は宿泊が必要となります。宿泊場所は各自
で手配願います。
※宿泊料金及びフェリー料金は本人負
担となります。なお、フェリー料金は
団体割引が適用されます。

�������羽幌町観光協会
　役場商工観光課内　� 62-1211(内線 361～365)
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　「リッキは明るく元気なウサギの男の子、でも片耳が
垂れていることを笑われてコンプレックスを感じてい
ます。・・・」ベルギーの名作を「劇団すぎのこ」がお
届けします。申し込みはいりません、お気軽にお越し
ください。

��　6月5日(火)　午前10:00
��　すこやか健康センター
��　町内の未就園児
���　無料



　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。

��　6月21日(木)　午後1:３０～午後4:00
��　勤労青少年ホーム
���　秋山 俊一 氏

������　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311
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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。
　請求の際には、印鑑や通帳等必要なものがあります
ので、事前にお問い合わせすることをおすすめします。

���6月14日(木)　午前10:00～午後4:00
��　役場4階 大会議室
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　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。

��　6月12日(火)　午前9:00～正午
��　役場会議室
�����　弓庭 登 氏
���

・苦情がある、困っていることがある
・苦情を申し出たが、説明や措置に納得がいかない
・手続き、サービスなどで制度や仕組みがわからない
・苦情や困っていることについて、どこに相談してよ
　いかわからない

�����

������  町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)
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留萌社会保険事務所 � 0164-43-7211
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健康センター午前9：30～苺くらぶ11日(月)

健康センター午後1：30～ほほえみ会12日(火)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル13日(水)

健康センター午後0：30～3歳児健診14日(木)

健康センター午後2：00～4カ月･9カ月健診15日(金)

焼尻研修センター午前5：00～離島総合健診(焼尻)19日(火)

天売研修センター午前5：00～離島総合健診(天売)20日(水)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル27日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ28日(木)

　あいあいサークルを除き、対象となる方にはお手紙
で通知しています。あいあいサークルの参加を希望さ
れる方は、事前に電話でお申し込みください。

�������	　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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　羽幌町では、都市計画区域を対象として、将来のま
ちづくりについて定める都市計画マスタープランの策
定作業を進めています。住民委員会の委員として計画
の策定に参加してくださる町民の方を募集します。
　委員会は7月から来年3月までに4回程度開催し、ま
ちの身近な問題や将来目指すべき方向、計画の内容な
どについてのご意見をいただく予定です。ぜひ、ご参
加ください。

�����6月12日(火)
�����応募の方法並びに詳細は、お問い合わせく
　　　　　ださい。ホームページでもお知らせします。
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　政策推進課政策調整係 � 62-1211(内線224・225)

 

　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

���������

　外出する機会の少ない高齢者のための健康教室です。
今回は健康体操と題して、理学療法士による講話と軽
い運動を行います。気軽に楽しみながらできますので
多数ご参加ください。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。

��　6月28日(木)　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
����　6月21日(木)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

栄町南団地バス停前　午後1：０５

栄町団地バス停前（旧道立病院）　午後1：０8

東出商店前（幸町）　午後1：10

沿岸バス羽幌ターミナル前（旧駅）　午後1：15

喫茶店イフ前（南大通3）　午後1：17

朝日生命前（南大通1）　午後1：20
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������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

　6月1日は「人権擁護委員の日」です。
　人権擁護委員は、いつでも地域住民からの相談に応
じています。相談内容についての秘密は守られます。
また、相談は無料で難しい手続もありません。　人権相
談は、離婚相談などの家庭内の問題や借地借家の問題、
隣近所のもめごとなど、とても幅広い内容となってい
ます。羽幌町では下記により「特設人権相談所」を開
設し、人権に関わるご相談をお受けします。お気軽に
ご相談ください。

��　6月1日(金)　午後1:00～午後3:00
��　中央公民館 第3研修室
������

　長谷川 いみ子 氏・工藤 喜一 氏・花房 毅 氏
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　社会教育課では社会教育事業などに協力していただ
けるボランティアスタッフを募集しています。文化事
業やスポーツ事業、更には子どもたちとの交流など自
分に合った分野でご参加ください。新しい年度をきっ
かけに新しいことを始めてみませんか？

���20歳以上の一般町民(男女は問いません)
�����子ども達を対象にした事業・スポーツ事業
　　　　　文化事業・各種イベント

　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。

��　6月25日(月)
��　リズムウォーキング
��　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)
　　　※健康手帳をお持ちの方は、ご持参ください。

�����

������　町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)

�������	


　社会教育課社会教育係　� 62-5880




