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　雪解けで道路や自宅周辺のごみが目立つ時期となり
ました。きれいな町づくりのため地域のみなさんでご
み拾いのご協力をお願いします。また、雪解けなどの
地盤のゆるみでごみステーションが傾いていません
か？ごみステーションの管理は各町内会にお願いして
います。強風などで倒れることのないよう今一度点検
をお願いします。

�自宅周辺のごみを拾うなど、身の回りからきれいに
しましょう。
�町内会や各団体、ボランティアのみなさんのご協力
もお願いします。町内会の地域清掃活動へのごみ袋配
布は、後日町内会長に連絡します。
※清掃ボランティアをしていただけるときは連絡事項
などがありますので、事前に連絡をお願いします。
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　町民課環境衛生係 � 62-1211(内線106)

　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(1人の対象者について、
普通自動車を含め1台)減免されます。
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・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(5月上旬にお届けします)
・運転免許証・印鑑

�����5月26日(月)まで
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　財務課税務係　� 62-1211(内線257)
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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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　　95件)(　　　35件救 急 出 動

　　92人)(　　　33人搬 送 人 員

　　　2件)(　　1件火 災 件 数

9千円)(　　0千円損 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3月における各件数な
どのお知らせです。
　暖かくなり、自転車に乗られる方も増えてくる季節
です。車も自転車も互いに注意し事故を防ぎましょう。

　役場庁舎をはじめとする町の施設においては、健康
増進法の施行以来その施設ごとに分煙を実施してきた
ところですが、喫煙者本人だけでなく周囲の人の健康
にも影響を与える受動喫煙のより一層の防止を図るた
め、下記の施設では統一した取り組みとして4月1日か
ら施設内の全面禁煙を実施しています。みなさまのご
理解とご協力をお願いします。
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・役場本庁舎
・天売、焼尻支所
・中央公民館
・総合体育館
・すこやか健康センター
・羽幌保育園
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　総務課総務係　� 62-1211(内線213)
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　戸籍は、婚姻や親子の関係などが記載される大切な
ものです。そのような戸籍の証明書は、他人に不正に
取得されないようにしなければなりません。そのため、
戸籍証明書(謄本や抄本など)や住民票を取得するとき
は、法律で本人確認を行うよう定められました。
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・窓口にこられた方について、運転免許証や住民基本
台帳カード、健康保険証などの提示により、本人確認
を行います。
・代理人の方などについては、さらに委任状などの書
面により代理権限の確認も行います。
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　町民課総合受付係　� 62-1211(内線101)
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　アンモナイトを多数含んだ珍しい化石など世界的に
貴重な化石や炭鉱の資料なども展示しています。

����　5月1日(木)～10月30日(木)
����　午前10:00～午後4:00
���　毎週月曜日(月曜が祝日の場合は火曜日)
���　210円�(高校生以下 無料)  
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　和・洋建築の珍しい建物です。北海道指定有形文化
財に指定されています。

����　5月1日(木)～8月３１日(日)
����　午前9:00～午後4:00
���　なし
���　310円 (高校生以下無料)
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　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880

　犬を連れてくるときは、首輪・口輪等をしっかりと
つけて犬に慣れた方が連れてきてください。飼い主が
押さえることができない犬は予防注射を受けられない
場合があります。
　なお、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」を持参して
ください。犬の登録をしていない方は、メモ用紙に
「飼主住所・氏名・電話番号・犬の種類・毛色・性別・生年
月日・犬名・犬の特徴」を書いて持参してください。

����　3,040円(毎年1回)
���　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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築別郵便局午前１０：００～１０：２０

旧築別中学校午前１０：３０～１１：００

曙生活館午前１１：２０～１１：４０

朝日集会所午後１：３０～２：００

中央集会所午後２：１０～３：００

川北老人福祉センター午前１０：００～１０：５０

若葉団地(公営住宅)午前１０：５５～１１：３５

北町集会所午後１：００～１：４０

羽幌町上水道浄水場午後１：４５～２：２５

福寿川・相合橋(南4条通側)午後２：３０～３：００

栄町南団地集会所午前１０：００～１０：２０

栄町コミュニティセンター午前１０：２５～１１：００

南町集会所午前１１：０５～１１：５０

幸町南集会所午後１：００～１：５０

旧漁協会館午後２：００～３：００

羽幌町役場午前１０：００～１１：００

消防署午前１１：０５～１１：５０

戸別訪問　�������	午後１：００～

　犬の転居、譲渡、死亡などの場合には、鑑札及び印
鑑を持参して、手続きをしてください。
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　町民課環境衛生係 � 62-1211(内線 105・106)
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　最近、羽幌高等学校前のバス停(待合室)に一般家庭
のものと思われるごみが捨てられており、生徒たちが
ボランティアでごみの撤去をしています。
　町民一人ひとりがモラルを守り「不法投棄はしない、
させない、許さない」という気持ちで、日頃から注意
しましょう。地域の目が不法投棄をなくします。
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　JAオロロン管理部　� 62-2141
　農業委員会　� 62-1211(内線332)

　老後生活への備えは十分ですか。農業に従事する方
ならどなたでも加入できる、農業者年金に加入しませ
んか。少子高齢化時代に強い積立方式の年金です。
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自分で掛ける保険料を決められます。経営の状況をみ
て、いつでも見直せます。
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年金は生涯支給され、仮に80歳前に亡くなっても、受
取れるはずだった現在価値に相当する額が、死亡一時
金で支給されます。
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支払った保険料は、全額社会保険料控除対象となりま
す。所得税・住民税の節税につながります。
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　今年も融雪とともにヒグマの出没情報が寄せられる
時期となりました。森林所有者やレジャーなどにより
入林する機会が増えると思いますが、ヒグマによる事
故防止のため、次の点にご注意願います。

�単独での入山はできるだけやめましょう。
�足跡や 糞 を見たときは、すぐに引き返しましょう。

ふん

�鈴やラジオなどで音を鳴らしましょう。
�事前にクマの出没情報を得るとともに、注意看板の
ある所には入らないようにしましょう。
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　農林水産課林務畜産係　� 62-1211(内線 353)
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　自衛隊留萌地域事務所　� 0164-42-4650

　羽幌町ではお風呂の無いご家庭に、いきいき交流セ
ンターの入浴割引券をお渡ししています。

���　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
���　役場1階 総合窓口
����　平成20年4月1日～平成21年3月31日まで
�������

・大人(中学生以上)　160円(利用者負担額 390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。
���

・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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　町民課町民生活係　� 62-1211(内線112)
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　北留萌消防組合消防署 � 62-1246
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　火災が発生しやすい気候となる時季を迎えるにあ
たって、火災予防思想の普及を図り、死傷事故や財産
の損失を防ぐことを目的とし、特に地域が一体となっ
た組織的な取組みにより住宅用火災警報機の普及促進
を図り、高齢者などを中心とする死者の発生を予防す
るため、周知・啓発を図ります。
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　既存の住宅については、平成21年5月31日までに設置
が必要です。設置場所は寝室や台所、2階に寝室がある
場合は階段上部の天井にも必要です。設置に関してわ
からないことがあれば、お気軽にお問合せください。
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　次のとおり平成20年度の自衛隊一般幹部候補生を募
集します。受験資格など詳細はお問い合わせください。
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【一般幹部候補生・海上技術幹部候補生】

�20歳以上26歳未満(22歳未満は大学卒）

・大学院修士取得(見込み含む)は28歳未満
【歯科幹部候補生】

・20歳以上30歳未満で専門の大学を卒業(見込み含む)
【薬剤科幹部候補生】

・20歳以上26歳未満で専門の大学を卒業(見込み含む)
・薬学修士学位取得者は28歳未満
�����5月12日(月)まで
�����5月17日(土)　※一部18日
�����筆記試験(一般教養・専門)
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　学校管理課総務係　� 62-1211(内線412)
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　次のとおり学校プール管理人を募集します。希望さ
れる方はご応募ください。

����　羽幌中学校
�����学校プールの管理(ろ過装置の点検、水質の
　　　　　確認、室内及び周辺の清掃等)
����　1名
�����年齢65歳以下の方(平成20年4月1日現在)
����　午前8時～午後3時(休憩1時間含む)
����　平成20年6月14日～平成20年9月15日
　　　　　※週6日勤務、毎週月曜日休み
��　日額 5,200円
����社会保険等の加入あり
����　市販の履歴書(顔写真貼付)に必要事項を記
　　　　　入のうえ、平成20年5月9日(必着)までに学　
　　　　校管理課に持参するか郵送してください。
����　履歴書による書類審査、面接 
 　　　　  ※日程は後日通知します
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　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

　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。

��　5月21日(水)　午後1:３０～午後4:00
��　勤労青少年ホーム
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　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311

������　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。

��　5月29日(木)
��　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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　予防接種制度の改正により、平成20年度から麻しん
風しん予防接種の対象に「中学1年生」と「高校3年生
に相当する年齢の方」が加わりました。
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　第1期　1歳以上～2歳未満
　第2期　5歳以上～小学校就学前年度
　第3期　平成7年4月2日～翌年4月1日生まれの方
　　　　 （中学1年生）
　第4期　平成2年4月2日～翌年4月1日生まれの方
　　　　 （高校3年生に相当する年齢）
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　事前にすこやか健康センターへ申込みし、医療機関
で個別接種となります。接種日などの詳細は、対象者
に直接お知らせします。
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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。

��　5月13日(火)　午前9:00～正午
��　老人福祉センター
������　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
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　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

年金の加入状況の確認、納付書や年金手帳の再発行な
ど年金に係る相談を受け付けています。

���5月8日(木)　午前10:00～午後4:00
��　役場4階 大会議室
��　事前予約がおすすめです。予約方法は直接社会
　　　保険事務所に電話するか、役場窓口にある予約
　　　票で申し込んでください。
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　子ども読書週間にあわせて｢しかけ絵本展｣を開催し
ます。北海道立図書館のしかけ絵本を約60冊展示しま
す。みなさんどうぞ図書室に足を運んでください。

���4月24日(木)～5月14日(水) ※27日(日)は休館日
���中央公民館図書室
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　中央公民館図書室　� 62-1178
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　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、事前にお電話でお申し込みください。
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健康センター午前9：45～あいあいサ～クル  7日(水)

健康センター午前9：00～乳がん･子宮がん検診10日(土)

健康センター午前9：00～乳がん検診11日(日)

健康センター午前9：30～苺くらぶ12日(月)

健康センター午後1：00～4カ月・9カ月児健診14日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ15日(木)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル21日(水)

健康センター午後12：30～1歳6カ月児健診21日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ26日(月)

健康センター午後2：00～ポリオ予防接種28日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ29日(木)

�������	　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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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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　外出する機会の少ない高齢者のための健康教室です。
今回は羽幌警察署による講話を行います。健康相談も
併せて行いますので気軽にご参加ください。

��　5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
����　5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

　妊婦さんが安心安全に妊娠期を過ごし、出産を迎え
ることができるよう、4月から妊婦健診の公費負担回数
を増やします。また、離島にお住まいの妊婦さんは受
診のための移動経費も大きな負担になることから、妊
婦健診に要する交通費などの助成も行います。
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 6,880円 前期（B型肝炎検査有）妊婦一般
健康診査 6,590円 後期

5,300円 出産予定日に35歳以上の方へ1回超音波検査

　　　　　　　　　　　　　▼
　　　　　　　　　　　　　▼ �����
　　　　　　　　　　　　　▼
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 9,950円 1回目(妊娠8週前後)

妊婦一般
健康診査

990円 2回目(妊娠20週前後)

2,690円 3回目(妊娠24週前後)

4,350円 4回目(妊娠30週前後)

2,690円 5回目(妊娠36週前後)

5,300円×5回 全妊婦へ上記と同様の5回超音波検査

【受診券交付方法】
・4月以降に母子手帳の交付を受ける方は、一緒に受診
券も交付します。
・既に母子手帳を交付している方には、電話などで個別
に連絡します。
・19年度中に転入された妊婦さんは、追加交付をします
ので、すこやか健康センターまで連絡下さい。
※今までの受診券は利用できませんのでご注意下さい。
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天売・焼尻在住の妊婦さんへは、妊婦健診及び出産のた
めに島外の医療機関に受診する際の乗船料や宿泊費を
助成します。対象者へは個別に連絡します。
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妊娠・出産・育児に関し、保健師・栄養士が一連のサポー
トをできるよう、「妊娠の届出」「母子手帳交付」「妊婦
健診受診券交付」は役場総合窓口からすこやか健康セ
ンターに変わります。ただし、「出生届」はいままで通
り役場総合窓口です。

　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。
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