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　　　6件)(　　　2件発 生 件 数

　　　1人)(　　　1人死 者

　　　6人)(　　　2人負 傷 者
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　185件)(　　　27件救 急 出 動

　　179人)(　　　25人搬 送 人 員

　　　8件)(　　4件火 災 件 数

1,097千円)(　　3千円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　2人)(　　　0人負 傷 者

　羽幌警察署並びに消防署から6月における各件数な
どのお知らせです。
　海水浴や花火など、楽しい遊びも油断をすると大事
故につながります。充分注意して遊びましょう。
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　キツネには、エキノコックスという寄生虫の一種が
寄生しており、何らかの理由でその卵が人間の口に入
ると、重い肝機能障害（エキノコックス症）を引き起
こします。エキノコックス症に感染してから自覚症状
が出るまでには数年かかるため、気がつかないうちに
悪化してしまうことが多い病気です。
　最近では、市街地で目撃するキツネも増えているこ
とから、エキノコックス症に感染する危険性が高く
なっています。
　キツネに餌付けをしないことはもちろん、残飯や生
ごみを放置しないようにし、人家の周囲にキツネを近
づけないことが大切です。
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・外から帰ったら必ず手を洗いましょう。
・野菜は、流水で洗うか十分に熱を加えてから食べま
しょう。 
・生ごみはきちんと保管し、処分しましょう。
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　町民課環境衛生係　� 62-1211(内線105・106)
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　6月3日、きらりサイクル工房処理棟内に設置している
破砕機で爆発事故が発生しました。
　原因は、スプレー缶の中のガス抜きが完全に行われて
いないものが出されたことと推察されています。幸いに
も機器の破損のみで作業員に怪我はありませんでしたが、
このような爆発事故は施設火災の大事故にもつながる危
険性があります。
　これまでもご協力いただいておりますが、各家庭から
出されるものだけでなく、町内会などのボランティア清
掃においても、ガス抜きと穴あけが済んでいるかの確認
をお願いいたします。
　また、ボランティア清掃で収集したスプレー缶は他の
破砕ごみと分別し、ステーション内の空きかごに入れ、
収集者がわかるよう事故防止の徹底にご協力をお願いし
ます。

��������	
������������

　各家庭から出されたペットボトル並びにプラスチック
類は、きらりサイクル工房内で圧縮・梱包作業を行い、
財団法人日本容器包装リサイクル協会へ引き渡し、リサ
イクルされます。
　財団法人日本容器包装リサイクル協会では、年1回ペッ
トボトル並びにプラスチック類の品質検査を実施してい
ますが、きらりサイクル工
房が引き渡したペットボト
ル並びにプラスチック類の
品質結果は最優良とされる
Ａランクでした。
　しかし、ペットボトルに
は��������	
�
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��������、プラスチック
類には���������	
��������
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�����が見受けられました。
　今後も、財団法人日本容器包装リサイクル協会へ安定
した引き渡しを維持するため分別収集へのご協力をお願
いします。
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　町民課環境衛生係　� 62-1211(内線105・106)
　きらりサイクル工房　� 68-1001
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・初めて受診する場合　
・以前に受診したことがあるが、すでに治療期間が終
了（治癒）した後に再び受診する場合
・受診者が任意に診療を中止した後に改めて受診する
場合
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「初期の治療は地域の医院・診療所（かかりつけ医）
で、高度・専門医療は200床以上の病院で行う。」と
いう、医療機関の機能分担の推進を目的として厚生労
働省により制定された制度。この制度に基づき、一般
病床３００床の留萌市立病院では初診時選定療養費が別
にかかるようになります。
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・他院からの紹介状（診療情報提供書）を持参した方
・救急車による搬送など緊急な診療が必要な方
・すでに別の診療科に通院されている方
・重度心身障害者医療、乳幼児医療、特定疾患など公
費負担医療の受給対象の方
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　留萌市立病院医事課　� 0164-49-1011(内線 1026）
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　楽しい夏休み、北海道の短い夏を満喫しようと、海
や川に出かける機会が増えるシーズンです。
　キャンプやマリンスポーツなどアウトドアレジャー
が盛んになる一方で、遊泳禁止場所での水難事故や水
上オートバイによる事故が多く発生しております。
　事故のない楽しい夏を過ごすため、次の点に注意し
てください。
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■大人は、水辺で遊んでいる子どもの近くにいて、目を離
さないようにしましょう。
■海水浴場等の指定された場所で、自分の技量や体力に応
じて泳ぎましょう。
■体調不良時や飲酒しての遊泳は事故のもとです。無理
をしたり、お酒を飲んで泳がないようにしましょう。
■釣りをするときには、救命胴衣を着用して安全な場所を
選び、高波時の防波堤、流れの速い岸辺や滑りやすい岩場
などはやめましょう。
■水上オートバイは、遊泳区域に入らないこと、遊泳者等
に注意するなどの安全航行に努め、救命胴衣を必ず着用し
ましょう。

　火がついたままの煙草や吸い殻をポイ捨てする方が
見受けられます。
　煙草のポイ捨ては、町の景観を汚すだけでなく、火
災の原因にもなりますので絶対にやめましょう。
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　羽幌警察署　� 62-1110
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　町民課環境衛生係　� 62-1211(内線105・106)
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　8月27日(水)  午前9:00～正午
　川北老人福祉センター�62-1424

固定資産税（第2期分）
国民健康保険税（第1期分）
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　中山間地域等においては、他の地域に比べ過疎化、
高齢化が急速に進行する中で、農業生産条件の不利な
地域が多いことから農地等への管理が行き届かず、耕
作放棄地の増加等による多面的機能の低下が懸念され
ています。このため、担い手の育成等による農業生産
活動等の維持を通じて、中山間地域等における耕作放
棄の発生を防止し、多面的機能を確保することを目的
とする制度です。
　羽幌町では、平成12年度から取り組みを進めており、
毎年、取組内容等の見直しを行いながら現在も実施し
ております。

�������	
����

・農地、法面、水路、農道の適正管理
・農地と一体となった周辺の管理
・農業生産の効率化及び土地生産性の向上を目的とし
た活動推進
・担い手団体への支援
・学校教育機関と連携した自然生態系の実施
・農用地等保全体制整備
　これら生産性の確保及び向上、環境整備を目的とし
た活動に加え、新たな取組みとして「小学過程での農
業知識向上、体験的農業学習を通じた地域住民交流を

目的とする協定の締結」を実施。耕作放棄の防止、生

産性の確保及び向上、担い手の育成などにより、経営

体の確保と育成を図り、地域農家への支援を推進して

おります。

　平成19年度の対象面積・農家数は約921ha、167件(

うち生産組合2件、その他1件）で、交付金総額は79,433

千円余りとなっています。
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　農林水産課農政係　� 62-1211(内線342)
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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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　羽幌町食生活改善協議会では、女性ばかりではなく
男性にも自分の食事や料理に関心をもってもらうため
の料理教室を開催しています。料理が得意な人も普段
料理をしない人も、この機会にご参加ください。

���8月26日(火)　午前10:30～午後1:30
���すこやか健康センター
���60歳以上の男性
���食事や栄養の話、調理実習(マーボー豆腐、きん
ぴらごぼう、五色サラダ、ひじきとえのきの味噌汁)
����1人300円
���羽幌町食生活改善協議会

　子どもたちが水になれ親しんでもらえるよう、楽し
みながらの教室を開催します。

���8月2日(土)、3日(日)
���羽幌小学校プール
���来春及び来々春小学校に入学する幼児
※申込み等詳細については、保育所及び各幼稚園を通
じてご案内します。
���はぼろ総合型スポーツクラブ
　　　NPO法人羽幌町体育協会
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�羽幌町総合体育館　� 62-6030
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　羽幌警察署や子どもパトロール隊による町内パト
ロールも強化していますが、子どもたちの非行防止や
不審者から子どもたちを守るには、地域のみなさんの
協力が必要です。不審者を発見したり、情報を耳にし
たらささいな事でもご連絡ください。

������羽幌警察署　� 62-1110
������社会教育課　� 62-5880
　　　　　　※子どもパトロール隊も随時募集中。
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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　留萌セントラルクリニックでは、7月1日より次のと
おり変更となりましたのでお知らせいたします。ご不
便をおかけしますが、何卒ご理解・ご協力をお願いい
たします。
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日土金木水火月
ー○○○○○○7:30～11:30
ーー○○ーー○16:00～18:00

※緊急手術等により休診となる場合がございます。
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　留萌セントラルクリニック　 � 0164-43-9500
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　ねんきん特別便専用ダイヤル　� 0570-058555
　ホームページ　http://www.sia.go.jp/
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　厚生労働省では、すべての年金受給者、現役加入者
の皆さんに「ねんきん特別便」を送付し、年金記録の
確認をお願いしております。年金記録に「もれ」や「間
違い」がないか十分にご確認をお願いします。
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　ご家族の方などにねんきん特別便が届いたら、過去
の職歴についてご一緒に記憶をたどってみるなど、多
くの方から回答をいただけるようご協力をお願いしま
す。（ご家族でも届く時期は異なります。）
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・まだ回答をいただいていない方がいらっしゃいます
ので、ご注意ください。
・まずは「ねんきん特別便専用ダイヤル」にお電話く
ださい。
・結びつく可能性のある記録についての具体的な情報
を提供します。
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　北留萌消防組合消防署予防課　� 62-1246
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■大人と一緒にしましょう。
■水バケツを用意するなど、あらかじめ消火の準備をして、
確実に火を消しましょう。
■燃えやすい物の近くでしてはいけません。
■風下に向けて点火しましょう。
■人に向けてはいけません。
■花火を分解してはいけません。
■音の出る花火は、人の迷惑にならない場所と、時間を選
びましょう。
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　小さな火ですが、毎年、火災の原因となっています。
　火をつけた時には、その場から離れないで、確実に
消してから出かけましょう。

��������	�


�������	
�������

　中央公民館の1階ロビーに「図書室本返却ポスト」を
設置しました。　図書室から貸出しを受けた本を返却
する場合、図書室の開館時間（午前10:00～午後5:00）
以外の時はこのポストに入れ
てください。
　今までも図書室の開館時間
以外は公民館事務所で対応し
ていましたが、これからは事
務所への連絡はいりません。

������　
　中央公民館図書室　� 62-1178

　シャープ製ブラウン管式カラーテレビが、極めて稀で
すが発煙・発火の恐れがあることが判明しました。対象
機種をご使用のお客様には、お手数をおかけし大変恐縮
ですが、下記の窓口へお申し出いただきますようお願い
申し上げます。
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�������シャープ株式会社　土曜・日曜・祝日
　を除きます　�0120-185228（フリーダイヤル）
　受付時間　午前9時00分～午後5時００分

�����������	

昭和61年から
平成2年まで

25C-S15B
29C-S13B
29C-EX1

25C-S13B
29C-S15B
29C-S25B
33C-EX1

25C-B15
25C-S25B
29C-S15M
29C-V50
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　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

　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
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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。
お気軽にご参加ください。無料送迎バスも運行します。

��　8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
����　8月21日(木)まで
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健康センター午前9：30～小苺くらぶ  4日(月)

焼尻研修センター未定特定健診結果説明会(焼尻)  5日(火)

天売研修センター未定特定健診結果説明会(天売)  6日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ11日(月)

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1：30～二種混合予防接種18日(月)

健康センター午後2：00～乳児健診20日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ21日(木)

健康センター午前9：30～苺くらぶ25日(月)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル27日(水)

　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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　羽幌切り絵同好会会員による作品展示会を開催しま
す。ぜひご覧ください。
　また、この機会に切り絵を始めてみませんか？切り
絵に興味、関心のある方、入会希望の方はご連絡くだ
さい。

���7月17日(木)～21日(月)
���中央公民館1階ロビー
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　図書室の蔵書で利用されなくなった本や寄贈等で複
本になったものを無料で提供します。

���8月6日(水)～8月27日(水)
���午前8時30分～午後9時30分
���※8月6日は午後1時から
���中央公民館2階ロビー
����雑誌のみ1人5冊まで　　
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　中央公民館図書室　� 62-1178
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　留萌管内の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ご応募ください。なお、
試験会場や申込み方法などの詳細はお問合せください。

����

�������総務課職員係　� 62-1211(内線215)
　　　　　　　留萌町村会　� 0164-43-4456

��������

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
従事します。

一般事務
上級

初級

消防署に勤務し、専門的業務に従事します。消防初級

����

���学校教育法による大学（短大を除く）を平成18 
　　　年3月以降に卒業した方、または平成21年3月ま
　　　でに卒業見込みの方。
���昭和60年4月2日から平成3年4月1日までに生ま
　　　れた方。（大学卒業及び卒業見込みは除く）
　　　ただし、日本国籍を有しない者、地方公務員法
　　　第16条に該当する者は受験できません。
　　　また、初級（消防）は身体等に関する要件も必
　　　要です。詳しくはお問合せください。
�������平成20年9月21日(日)
�����平成20年8月8日(金)まで
　　　※月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで。 
 　　　　土日祝日は受付けません。郵送の場合は8月8日
　　　　(金)までの消印のあるものに限り受付けます。

　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。

��　8月12日(火)　午前9:00～正午
��　役場1階 相談室
�����　弓庭 登 氏
������　町民課総合受付係� 62-1211(内線101)
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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。事前に
予約のうえ相談することをおすすめします。

���8月14日(木)　午前10:00～午後4:00
��　役場4階 大会議室
�������留萌社会保険事務所 � 0164-43-7211
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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。どうぞお気軽に
ご利用ください。

��　8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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　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。

��　8月25日(月)
��　歌謡ビクス
��　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。
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　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

　今年で33回を数える少年少女卓球大会を開催します。
日ごろの練習の成果や体力づくりとして、ぜひご参加
ください。
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���8月9日(土)
��　午前9:30（高校･一般)　午後1:00（小中学生）
���総合体育館
������

���8月10日(日)
��　午前8:30
���総合体育館

��������	
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�羽幌町総合体育館　� 62-6030

　日ごろの運動不足解消に、朝の散歩やウォーキング
を兼ねて健康保持に、みなさんご参加ください。

���7月26日(土)～8月10日(日)　午前6時30分から
���※雨天中止。(各自で判断願います)
��　はぼろバラ園
　　　羽幌町役場（議会横駐車場）
���はぼろ総合型スポーツクラブ
　　　NPO法人羽幌町体育協会
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�羽幌町総合体育館　� 62-6030
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�羽幌切り絵同好会（加藤）　� 62-1758


