
　町では、東日本大震災で被害を受けられた地域を支
援するため、募金箱を設置して義援金を受け付けてい
ます。みなさまのあたたかいご支
援をよろしくお願いします。
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�役場庁舎、天売・焼尻各支所
�中央公民館
�����9月30日（金）まで
※義援金をかたった振り込め詐欺などにご注意くださ
い。役場職員が電話や訪問で義援金を求めることはあ
りません。
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　これまで羽幌町並びに日赤羽幌町分区にお寄せいた
だいた義援金は、次のとおりです。

　お寄せいただいた義援金は、日本赤十字社北海道支
部を通じ、被災地域の復興に役立てられます。
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� 0164-62-1211(代表)
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　産業課林務畜産係 � 62-1211(内線350)

　町では、農林水産物に大きな被害をもたらすシカや
クマなどの有害鳥獣駆除に従事できる狩猟者を養成す
るため、免許取得にかかった費用の一部を補助します。
手続きなど詳しくはお問い合わせください。
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・猟銃初心者講習会の受講申込手数料
・猟銃免許試験予備講習費、申請手数料　など
���

　町内在住の方で新たに狩猟免許を取得する方
　※ただし、猟友会羽幌支部に加入し、鳥獣被害対策
　の実行部隊参加を条件とします。
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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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　　　1件)(　　　0件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　1人)(　　　0人負 傷 者
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　120件)(　　　28件救 急 出 動

　　120人)(　　　27人搬 送 人 員

　　　1件)(　　0件火 災 件 数

9,954千円)(　　0円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　1人)(　　　0人負 傷 者
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　留萌振興局税務課 � 0164-42-8418

　自動車税は、毎年4月1日の所有者(使用者)の方に納め
ていただく道税です。金融機関や郵便局のほか指定の
コンビニエンスストアで納税することができますので、
必ず納期内に納めましょう。納税通知書が届いていな
い方は上川総合振興局課税課（� 0166-46-5930）までご
連絡願います。

※東北地方太平洋沖地震により、所有（使用）している自
動車が損害を受け、一定の要件に該当する場合、申請に
より自動車税の減免等を受けることができます。詳しく
はお問い合わせください。
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　道道上遠別霧立線741号線の通行止め、登山口手前
林道の路肩決壊により危険な箇所があることから、
ピッシリ山登山口に続く道路に車両が入ることはでき
ませんのでご注意ください。

�道々の維持管理に支障が生じるため、ゲート前は駐
　車禁止です。
�ゲートからピッシリ山登山口までは約20kmあります。
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　産業課観光振興係 � 62-1211(内線361)

（33件）3,867,209 円�義援金
120,310 円�募金箱

 ※平成23年5月2日現在��������������
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　この時期は、空気の乾燥と強風で火事が発生しやす
くなります。山菜採りなどで山林に入る際は、タバコ
などの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、山火事防止
にご協力をお願いします。

・山林は、所有者（国、町、法人、個人など）の土地で
　あり財産です。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、消
防署（�62-1246）や警察署（�62-1110）、林野火災予消
防対策協議会（役場産業課）まで連絡をお願いします。
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�������羽幌町林野火災予消防対策協議会
　産業課林務畜産係内 � 62-1211(内線350・353)
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　総務課総務係 � 62-1211(内線211・212)
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　建設水道課水道係 � 62-1211 (内線326･327)
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　町では、ふるさと「羽幌」を応援してくださるみなさ
んの想いをまちづくりに活かすため、「まちづくり応
援寄付金条例」を制定し、町内外問わず多くのみなさ
んからあたたかいご支援をいただいています。これま
で寄付をいただいたみなさんに深く感謝申し上げます。
　お寄せいただいた寄付金は、「まちづくり応援基
金」として積み立て、寄付
者の意向に沿った事業に活
かすことにしています。
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　総務課政策推進係 � 62-1211(内線224)

　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をお知らせしています。
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　総務課情報管理係 � 62-1211(内線216)
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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。
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00105612町長

0000123教育委員会

0000022議会

0000000その他

001061017合計
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　水道事業では水道利用者のみなさんに対して、水質
検査計画及び検査結果の情報提供をしています。羽幌
町ホームページをはじめ、次の施設でご覧になれます
のでどうぞご利用ください。

�������羽幌町上水道事業
　　　　　　　羽幌町簡易水道事業(曙・天売・焼尻)
�����役場建設水道課、天売支所、焼尻支所、
　　　　　中央公民館、曙生活館

805,000 円平成21年度末残高

（5件）2,660,000 円平成22年度積立額（寄付の状況）

　－（平成22年度基金取崩額）

3,465,000 円平成22年度末残高
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※まちづくり応援寄付金を装った詐欺行為には十分ご
注意ください。寄付を強要したり無理強いすることは
決してありません。

　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14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3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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　町民課環境衛生係 � 62-1211(内線106)
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　第58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
らえた作品をぜひご覧ください。

���6月3日(金)～8日(水)
���中央公民館1階ロビー

�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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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。

���5月29日（日）
���午前8:30～午前10:30（受付）
���役場綜合車庫
　　　川北老人福祉センター（受付のみ）
※当日は包丁（1軒あたり5本以内）・まな板のみの受付
となります。
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　羽幌総合技能士会（本間 �62-2311・逢坂 �62-1425）

�������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（中央公民館内） 
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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22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）
��

・こいのぼり掲揚
・幼稚園、保育園児のお遊戯
・科学実験コーナー
・模擬店
・もちまき など　　

�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　「大道芸のショーとワークショップで子どもたちは
大喜び！」北海道で活躍する大道芸パフォーマーの中
から、選りすぐりの３人でお届けする「北海道大道芸ト
リオ」。伝統芸「紙切り」の KIRIGAMIST 千陽、「バルー

キ リ ガ ミ ス ト

ン＆パントマイム」かのん、「マジック」友たけしの
ショーに続き、後半はワークショップを行います。ご
来場をお待ちしています。入場料は無料です。

������6月21日（火）　焼尻小中学校体育館
　　　　　　6月22日（水）　天売小中学校体育館
���午後6:00開場 / 午後6:30開演
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　平成23年4月分より支給額が次のとおり改定されま
した。手当の対象や内容など詳しくはお問い合わせく
ださい。
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　福祉課社会福祉係 � 62-1211(内線123)
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50,550円特別児童扶養手当（1級）

33,670円特別児童扶養手当（2級）

26,340円特別障害者手当

14,330円障害児福祉手当

14,330円福祉手当（経過措置分）

��������������

0円9,810円～41,540円の範囲の額41,550円児童1人

0円
児童1人のときの金額に5,000
円を加算

46,550円児童2人

0円
3人目から児童1人増すごとに、児童2人の
ときの金額に3,000円を加算

児童3人

※額は月額
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　町では「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。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、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(水)　午後1:00～午後3:00
��　中央公民館 第3研修室
���　無料
������　
　工藤 喜一 氏・花房 毅 氏・米山 しげみ 氏

������　町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)

�������	
�〒078-4106 羽幌町南6条3丁目
　すこやか健康センター内
　福祉課地域包括支援センター係 � 62-6020
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　資格要件など詳しくはお問い合わせください。

���������ケアマネージャー　１名 
�����ケアプラン作成、介護予防事業補助など
����　福祉課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
�介護支援専門員、看護師（医療施設等での勤務経験あ
　り）などの資格を有している方
����　月曜日～金曜日（祝日除く）　週29時間
����　平成23年7月1日～平成24年3月31日
��　月額 200,000円
����健康保険、厚生年金、雇用保険、非常勤公務災
　害補償に加入
����　市販の履歴書(顔写真貼付)に必要事項を記
　入のうえ、6月3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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　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、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9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
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　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8日(水) 　午前9:00～正午
��　役場1階 相談室
������

�町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)
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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。

��　6月21日(火) 　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
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　保健師と栄養士による健康相談を行っています。町
内在住の方なら誰でも利用できます。毎回体重・体脂
肪測定、血圧測定、健康の話、軽い
運動をしています。健康手帳をお
持ちの方は、ご持参ください。

��　6月28日(火)
��　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)

������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020
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　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
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健康センター午後0：30～1歳6カ月児健診  1日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ  6日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル  8日(水)

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)

焼尻研修センター午前5：00～焼尻地区総合健診21日(火)

天売研修センター午前5：00～天売地区総合健診22日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ27日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル29日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ30日(木)

������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020
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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。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。 親子で参加して、
楽しい子育ての輪、おとも
だちの輪を広げましょう。

��　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


