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� 0164-62-1211(代表)
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　羽幌警察署並びに消防署から7月における各件数な
どのお知らせです。
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　9月9日の「救急の日」にあわせて救命講習会を開催
します。家族や同僚が急に倒れたり怪我におそわれた
時、助けるのも助けられるのもその場に居合わせた
「あなた」です。この機会に受講して、応急手当の方法
を身につけませんか。

���9月10日(金)　午後6:00～午後9:00
���消防署2階 会議室
���中学生以上
����無料
���・怪我などで出血したときの止血法
　　　・意識を失って倒れている場合の心肺蘇生法
　　　・ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用方法
�����30人
����受講者全員に交付
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　北留萌消防組合消防署警防課救急係 � 62-1246

　総務省では、経済的な理由で地上デジタル放送を受
信できない方に対して、簡易なチューナー（1台）を無償
で給付する支援を行っています。
　この支援により、お手持ちのアナログテレビで地上
デジタル放送がご覧になれます。該当する世帯は、お
申し込みを忘れずに。
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　申込書に必要事項を記入のうえ、総務省地デジ
チューナー支援実施センターに送付
してください。申込書は福祉課に備
えてあります。
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�����」
�生活保護を受けている世帯
�障がい者がいる世帯で、かつ世帯全員が町民税非課
　税の世帯 など
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�この支援でチューナーの設置やアンテナ改修などの
�������	
�����。
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　福祉課社会福祉係 � 62-1211 (内線124)
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　道路交通センサスは、日本全国の道路と道路交通の
実態や利用状況を確認するための調査で、次の2つの
調査について概ね3～５年間隔で行われています。
　調査結果は、現在の交通状況の把握や道路の計画な
どに用いられるだけではなく、事業評価・政策評価な
どにも活用されます。ご理解とご協力をお願いします。
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�国が無作為に抽出した車の所有者を対象として、平
日及び休日の車の運行状況に関する項目（車種、出発
地、目的地、走行距離、運行目的等）について、郵送
する調査票に直接記入し、ご回答（返送）していただく
調査です。
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�国道、道道それぞれに「観測地点」を選定し、道路
の状況、交通量、旅行速度の調査を実施します。

【調査実施主体】国土交通省
【調査協力】北海道

�������国土交通省 北海道開発局
　留萌開発建設部道路計画課 � 0164-42-4526
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������　羽幌町国勢調査実施本部
　総務課情報管理係内 � 62-1211 (内線214・215・216)
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　毎年この時期は、暑さや疲れによる過労運転、居眠
り運転などが原因で悲惨な交通事故が多発しており、
尊い命が失われています。交通事故のない「安全で安
心して暮らせるまちづくり」を目
指して交通安全町民大会を開催し
ます。どなたでも参加できます。

���8月28日(土)　午後1:00
���レストパークはぼろ
　　（雨天時は中央公民館小ホール）
���交通安全宣言、交通安全旗の贈呈、交通安全ビ
　　　ンゴ大会、交通安全餅まき大会 など
���羽幌町交通安全協会、羽幌町交通安全運動推進
　　　協議会、羽幌町

�������羽幌町交通安全協会
　羽幌警察署内 � 62-1110(内線456)

　国勢調査は、日本の人口や世帯の実態を明らかにす
るため、統計法に基づき5年ごとに実施する重要な統
計調査です。調査結果は地域のまちづくりに役立てら
れます。9月下旬から10月上旬にかけて国勢調査員が、
調査票の配布・受け取りのためみなさんのお宅に伺い
ますのでご協力をお願いします。
　不明な点などありましたら実施本
部までお問い合わせください。

・10月1日現在、日本に住んでいるすべての人・世帯
　が対象となり、回答が義務付けられています。
・調査票には、世帯構成や住宅の状況、就業状態・通
　学地などを記入していただきます。（調査は20項目
　です。各世帯で記入をお願いします。）
・国勢調査員をはじめとする調査関係者には守秘義務
　があり、調査内容の秘密は保護されます。
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① 訪問した調査員に手渡す。
　調査票を受け取った調査員は、開封せずに封をした
　まま実施本部に提出します。
② 実施本部あてに郵送する。
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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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　212件)(　　　34件救 急 出 動

　　218人)(　　　33人搬 送 人 員

　　　4件)(　　1件火 災 件 数

3,316千円)(　　6千円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者
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　小中学生が何を感じ、何を考えているかを一般の人
に訴えるとともに、次代を担う清新で建設的な意見を
交換できるコンクールです。ぜひご来場ください。

���9月11日(土)　午後1:00
���中央公民館大ホール
���羽幌町子ども会育成連絡協議会
�������社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　自衛隊留萌地域事務所 � 0164-42-4650
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旭川
留萌

受付時に
お知らせ

随時
18歳以上
27歳未満

自衛官候補生(男子)

旭川9/26-299/10
18歳以上
27歳未満

自衛官候補生(女子)

留萌
1次：9/18
2次：10/7-14

9/10
18歳以上
27歳未満

一般曹候補生

旭川
1次：9/23
2次：10/16-21

9/10
高卒(見込含)
21歳未満

航空学生

　次のとおり自衛官を募集しています。試験科目など
詳しくはお問い合わせください。
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　北海道では、羽幌町の案をもとに羽幌都市計画区域
の「整備、開発及び保全の方針」の見直しを行い、素
案を取りまとめました。
　今後の羽幌町のまちづくりに大きな関わりをもつも
のであるため、広くみなさんからの意見を募集します。
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・役場政策推進課
・北海道ホームページ 
　（アドレス  http://www.pref.hokkaido.jp/kn/tki/）
�����9月6日（月）必着

������

　政策推進課政策調整係 � 62-1211(内線225)
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　地域社会で福祉を考え、交流を深めることを目的に
今年もふれあい広場を開催します。みなさんどうぞご
来場ください

���9月12日(日)　午前10:00
���レストパークはぼろ（雨天時は旧町民体育館）
���ふれあいステージ、模擬店、各種展示・健康相
　　　談コーナー、カラオケ、ビンゴ大会、ふわふわ
　　　遊具 ほか
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　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311
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　羽幌町文化協会主催の交流まつりが開催されます。
カラオケやダンス、ゲームなどで秋の夜長を楽しく過
ごしましょう。上履きをご持参
ください。

��　9月4日(土)　午後6:30
��　旧町民体育館
���　1,000円(入場券をお買い求めください）
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　社会教育課社会教育係 � 62-5880

　伝統に根ざし、現代に生きる創造を、未来をたくす
子どもたちへ。今年も少年少女芸術劇場を開催します。
一般の方もご覧になれますので、ぜひご来場ください。
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���8月30日(月)　午前11:00
���羽幌小学校体育館
����無料
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���8月30日(月)　午前11:00
���中央公民館大ホール
����無料
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　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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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30日(月)　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
���栄養の話、調理実習(ゴーヤと豚バラ肉のスタミ
ナ炒め、ほうれん草の白和え、大葉と 麩 の味噌汁)

ふ

����1人 300円
�����8月23日(月)

　町内において書道など文化活動をしている方々の作
品を募集しています。年に一度の発表の場「町民芸術
祭」に参加してみませんか。詳しくはお問い合わせく
ださい。

�����展示部門　10月31日(日)～11月2日(火)
　　　　　舞台部門　11月3日(水)
����　菊花、写真、絵画、書道、俳句、川柳など

�������社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　例年、無宗教形式で実施している羽幌町戦没者追悼
式を次のとおり執り行います。
　式典に参列できない場合は、当日の「黙祷」行事に
ご協力をお願いします。

���8月20日(金)
���中央公民館大ホール
���・開式　午前9:55（受付は午前9:00から）
　　　・黙祷　午前10:00　�������	
��
　　　・閉式　午前10:45

�������羽幌町戦没者追悼式実行委員会事務局
　福祉課社会福祉係 � 62-1211(内線123)

　町では、排水設備指定工事店の資格要件に排水設備
工事責任技術者制度を導入していますが、次のとおり
全道統一試験が実施されますのでおしらせいたします。
　なお、すでに登録している方は、
受験の必要はありません。

���11月4日(木)　午後1:30から
���札幌市、旭川市ほか
�����10月に上記の市で開催
����受験料　4,000円
　　　　受講料（テキスト代込）　3,000円
�����9月1日（水）～9月10日（金）　

������　
　建設水道課下水道係 � 62-1211(内線323)
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　町では、公共下水道処理区域内の水洗化率向上を目
指し、下水道に関するアンケート調査を実施します。
　下水道未接続世帯のみなさんが、日ごろからどのよ
うな意見や要望をもっているかを把握し、今後の下水
道業務の参考とするものです。
　調査票が届きましたら、お手数ですがご協力をお願
いします。

���町内公共下水道処理区域内に居住し、下水道未
　　　接続の世帯
�������	8月中旬（予定）　
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������　
　建設水道課下水道係 � 62-1211(内線323)



　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。

������　苫前クリニック
　　　　　(苫前町字苫前)
　　　　   � 64-9070
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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。また、毎週火・金曜日の9時30分からは幼稚園・
保育園入園前のお子さんとその保護者を対象に「うさ
こちゃん あそびの広場」を
開催しています。会場はす
こやか健康センターです。

�����金曜日午後の診療は 当面の間救急患者のみ対応します。
������緊急性のない軽症の方は、夜間・土日・祝日の受診は控え、平日の診療時間中に受診するようにご協力をお願いします。

�������������北海道立羽幌病院　� 0164-62-6060　 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/hbb/

������　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。
気軽に楽しみながらご参加ください。送迎バスをご利
用の方は申し込みの際にお知らせください。

��　9月28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

�������	
　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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健康センター午前9：45～あいあいサ～クル  1日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ  2日(木)

健康センター午前9：30～苺くらぶ  6日(月)

健康センター午後1：00～乳児健診  8日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ13日(月)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル15日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ27日(月)
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　健康体操やウォーキングに関すること、自宅ででき
る転倒予防トレーニングなど健康づくりに役立つポイ
ントを解説します。自分にあった健康づくり運動を一
緒に始めてみませんか。お気軽にご参加ください。

��　9月4日(土)　午後1:30から
��　中央公民館 小ホール
��　北海道文教大学人間科学部教授
　　　健康運動指導士　 侘美  靖 氏

たくみ

��　30～60歳代の方（20名程度） 
����無料
�����8月23日(月)
���　動きやすい服装、運動靴、タオル類
※飲料水は用意してあります
��　社団法人 北海道栄養士会留萌支部

�������	
　
　すこやか健康センター 栄養士（金子） � 62-6020
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　保健師と栄養士による健康相談です。軽い運動や体
重・体脂肪など各種測定、健康の話をしていますのでお
気軽にご利用ください。

��　9月29日(水)
��　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)

������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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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。
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　希望される方は8月20日から9月2日までの間に予約
してください。（定員になり次第、締め切る場合あり）

���9月9日(木)　午前10:00～午後4:00
��　役場4階 大会議室

�����

　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、心配ごと相談所を開催しています。

��　9月21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
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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。

��　9月14日(火)　午前9:00～正午
��　役場 会議室
��������町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)
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�������	


　町民課住宅係 � 62-1211(内線104・107)
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�募集箇所や入居資格などは次のとおりです。

�����栄町夕陽ヶ丘団地（羽幌町栄町93番地の12）
�����2戸（1号棟 C-505号、2号棟 B-503号）
���昭和58年建設 鉄筋コンクリート造陸屋根 5階建
�������3DK・55.99平方メートル
���月額 20,000円（敷金2カ月分）
����

・羽幌町内に住所もしくは勤務場所を有する方、転入
　予定の方
・町税及び使用料を滞納していない方
・世帯全員の所得額が月額487,000円以下の方 など
�����9月3日（金）
　期限までに申し込みがない場合、以降、随時申し込み
を受け付けます。
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　日本年金機構留萌年金事務所 � 0164-43-7211


