
　町では、土地・家屋価格等縦覧帳簿について、年に1
度縦覧期間を設けています。また、固定資産課税台帳
の閲覧も行っています。
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　固定資産税の納税者は、帳簿に記載されている他の
土地・家屋と比較し、自己の所有する土地・家屋の評
価の適正さを確認することができます。
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�土地：所在、地番、地目、地積、評価額
�家屋：所在、家屋番号、種類、構造、建築年、床面
　　　　積、評価額
����納税者およびその委任を受けた方
������������ ※納税管理人、同居の親族等を含みます

�����　
�納税者の場合：運転免許証や保険証等の身分証明書
�代理人の場合：所有者の記名・押印のある委任状　
　　　　　　　　と代理人の身分証明書
���　無料（ただし、写しを希望する場合は、コピー代と
　　　　　　　　して1枚につき10円必要です。）

����　役場財務課、天売支所、焼尻支所
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　羽幌町に所在する自己の資産について固定資産課税
台帳に登録された内容を確認することができます。ま
た、借地人・借家人などの方は、借りている土地・家
屋の課税台帳に限り確認することができます。

�����納税者およびその委任を受けた方
　　　　・借地人、借家人   
　　　　　※相続人、納税管理人、破産管財人等を含みます    

�����　
�納税者の場合：運転免許証や保険証等の身分証明書
�代理人の場合：所有者の記名・押印のある委任状と
　　　　　　　　代理人の身分証明書
�借地人・借家人の場合：賃借契約書等と借地人の身
　　　　　　　　　　　　分証明書
���　500円（5月31日までの縦覧期間は無料です。ただし、
　　　　　　　  　写しを希望する場合は、コピー代として1枚　

　　　　　　　　  につき10円必要です。）

����　役場財務課、天売支所、焼尻支所
����　期間の定めはありません。随時閲覧できます。
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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4月における各件数な
どのお知らせです。
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　　　5件)(　　　0件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　7人)(　　　0人負 傷 者
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　128件)(　　　30件救 急 出 動

　　133人)(　　　29人搬 送 人 員

　　　4件)(　　2件火 災 件 数

0円)(　　調査中損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者
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　財務課税務係 � 68-7002(課直通）
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　町では、土地の明確化と合理的な利用を図るため、
地籍調査事業を実施しています。
　下記の期間、町が業務委託した業者が調査地区の土
地内及び住居周辺に立入り、地籍調査に必要な杭を設
置して調査に支障をきたす雑草などを除去しますので、
ご協力をお願いします。委託業者は
�������と明記の腕章を着用
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、撤去しないようお願いします。

����　平成24年11月下旬頃まで
����　字中央・字朝日・字高台
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　財務課地籍管財係 � 68-7002(課直通）
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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。
※曙簡易水道については飲用井戸への移行による事業
廃止を予定しているため、平成24年度分の計画を策定
していません。
�������羽幌町上水道事業
　　　　　　　羽幌町簡易水道事業(天売・焼尻)
�����役場建設水道課
　　　　　天売支所　
　　　　　焼尻支所　　　　　
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　建設水道課水道係 � 68-7006(課直通)
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　産業課農政係 � 68-7008(課直通)

　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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　北留萌消防組合消防署 � 62-1246

　羽幌消防団では、春季消防演習を実施します。
　サイレンを吹鳴しますので、火災と間違わないよう
お願いします。また、付近の消火栓を使用しますので、
地域によっては水道水がにごるおそれがありますので、
ご協力をお願いします。

����　�������　
��������　
�召集サイレンの吹鳴　午後1:00
�屋外式　午後1:30～
　　訓練礼式、小型ポンプ操法　<消防署前>
　　救助救出訓練　<消防署裏訓練塔>　
�分列行進　午後2:20頃
　　<南3条通4丁目～2丁目>　
�火災防御訓練　午後2:40頃
　　<特別養護老人ホームしあわせ荘>　
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昨年のポンプ操法訓練の様子
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　第59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26日(火)～7月5日(木)
���中央公民館1階ロビー
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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20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）
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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
かしています。
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　総務課企画室政策推進係 � 62-1211

　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
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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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10175272170町長

00402814教育委員会

0020114選挙管理委員会

0020002監査委員

0030003農業委員会

00601714議会

103453137107合計

��������	
��������

3,465,000 円平成22年度末残高

(3件)510,000 円平成23年度積立額（寄付の状況）

    90,000 円(平成23年度基金取崩額）

3,885,000 円平成23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12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 � 68-7003(課直通)

�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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�������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） 

�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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   なつかしいフォークソングとオリジナルで人生を語
ります。

唄いたい歌がたくさんあり、伝えたいことがたくさん
あります。どうぞ会場へお越しください。

������6月14日（木）　焼尻小中学校体育館
　　　　　　6月15日（金）　天売小中学校体育館
������6月16日（土）　中央公民館小ホール
�����午後6:00開場 / 午後6:30開演
���　無料（焼尻・天売）
　　　　※中央公民館の公演は、鑑賞後にご自身で入
　　　　場料金を決めて支払うかたちとなります。
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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。  
   また、会場にてチャリティBOXを設置し、寄せられ
た善意を社会福祉向上のため寄付し
ますので、ご協力ください。             
     
���5月27日（日）
���午前8:30～午前10:30（受付）
���役場総合車庫
　　　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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　商店、スーパーマーケット、学校、病院などで取引や証
明上の計量に使用するはかりは、検定証印が付されて
いなければなりません。また、計量法により2年に一度、
北海道知事が実施する定期検査を受
けることが義務付けられています。 
　検査に合格したはかりには、定期
検査済証のシールが張られ、継続し
て使用することができます。検査を
受けなければ取引や証明上の計量に
使用することはできません。         
　町では、定期検査前にはかりを使用している事業所
を巡回し、はかりの調査を行いますので、ご協力くだ
さい。
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・6月13日(水）午前9:30～午後2:30（中央公民館）
・6月14日(木）午前10:30～午前11:30（役場焼尻支所）
・6月14日(木）午後4:10～午後4:50（役場天売支所）
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　産業課商工労働係 � 68-7007(課直通)

定期検査済証シール

�������	
����

�������	
����

　羽幌町町民芸術祭の審査をされていた町内在住の
佐々木弘和さんの書道展を開催します。どうぞご鑑賞
ください。　

���6月9日(土)
　　　～6月21日(木)
���中央公民館1階ロビー

������

　羽幌総合技能士会（本間 �62-2311・逢坂 �62-1425）
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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14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13日(水) 　午前9:00～正午
��　役場1階 相談室
������

�町民課総合受付係 � 68-7003(課直通)
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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(木) 　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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　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26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

�������	

　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
午前7：45～

午後0：45～

婦人科検診(乳がん・

子宮がん・骨粗鬆症）

1日(金)

～3日(日）

健康センター午前9：30～苺くらぶ  4日(月)

健康センター午後0：30～3歳児健診  6日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ11日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル13日(水)

健康センター午後1：00～乳児健診13日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ18日(月)

焼尻研修センター午前5：00～焼尻地区総合健診19日(火)

天売研修センター午前5：00～天売地区総合健診20日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ25日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル27日(水)

健康センター午後0：30～1歳6ヵ月児健診27日(水)

������　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

　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(金)午後1:00～午後3:00
��　中央公民館 第3研修室
���　無料
������　
　花房 毅 氏・村田 菊男 氏・米山 しげみ 氏

������　町民課総合受付係 � 68-7003(課直通)
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　生活のしづらさを感じている方や将来に不安を感じ
ている方などのために、巡回相談を行っています。
　年齢や障がいの種類、障害者手帳の有無は問いませ
ん。無料で相談できますので気軽にご利用ください。

��　毎週 木曜日　午前9:0０～午後5:00
��　川北老人福祉センター
※訪問での相談も受け付けています。事前にご連絡ください。
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　留萌圏域障がい者総合相談支援センター「うぇる」
　� 0164-43-7575　� wel-sien@bz01.plala.or.jp
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　公民館サークル『パンドラの箱』では、入会者を募
集しています。クロスステッチを中心に手芸をする
サークルです。ぜひ一度遊びにきてください。

���　毎月 第2・4土曜日　午後1:00より
��　　羽幌町中央公民館　談話室　
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　中央公民館内　社会教育課社会教育係 � 62-5880
　パンドラの箱　事務局　堀井　� 62-2065

������「�������	」




