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　4月より開園した「認定こども園・まき」にて、一時
預かり事業を羽幌町が助成し実施しています。
　「一時預かり事業」とは、就学前の幼児を一時的に預
けるもので、保護者の就労・出産・病気のほかにも、
習い事や美容院など理由を問わず利用できるものです。
　利用方法は次のとおりですのでご利用ください。

����　認定こども園・まき(南3条5丁目5番地)
����　月～金曜日　午前8:30～午後5:00
　　　　　土曜日　午前8:30～午後1:00　　
����日曜・祝日、認定こども園・まきの休業日
�����原則週3日または月14日まで
�����認定こども園・まきに直接お申し込みくだ
　　　　さい。
����
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　認定こども園・まき � 62-2346 
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500円2,000円3歳未満保護者の就労、傷病、出産、
冠婚葬祭、介護など 300円1,200円3歳以上

700円2,700円3歳未満私的理由
(保護者のリフレッシュなど) 400円1,600円3歳以上
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　羽幌沿海フェリー㈱ �62-1774
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　昨年就航した、新高速船「さんらいなぁ 2」の運賃が
6月限定で3割引きになります。ぜひこの機会に、天売、
焼尻島へ観光に行きませんか。     

�����平成26年6月1日(日)～6月30日(月)
����高速船運賃の3割引（島民の方は除く。）
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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日現在で登録されている所有
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収める
ことができます。納税通知書(5/7発送)が届いていない
場合は、札幌道税事務所自動車税部(�011-746-1190)ま
でご連絡ください。
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　沿海フェリーのHPトップ画面で、当日の運航状況を
お知らせしています。どうぞご利用ください。
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�����円　�2,780円　大人
羽幌～焼尻

�����円　�1,400円　小人

�����円　�4,100円　大人
羽幌～天売

�����円　�2,060円　小人

�����円　�1,320円　大人
焼尻～天売

������円　�  660円　小人
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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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　　　2件)(　　　1件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　2人)(　　　1人負 傷 者

������

�������	
�����������

　119件)(　　　28件救 急 出 動

　　114人)(　　　26人搬 送 人 員

　　　1件)(　　1件火 災 件 数

218千円)(　　218千円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者
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　羽幌警察署 � 62-1110

　犯罪のない安全で安心して暮らせる地域社会づくり
のため「春の地域安全運動」を実施します。犯罪にあ
わないため次のことに注意しましょう。
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�������「ついて��ない」｢車に�らない」｢
�お声を出す」｢�ぐ逃げる」｢�らせる」で不審者か
ら身を守りましょう。
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　悪質業者はうそつき！きっぱり断りましょう！
・「電話番号が変わった」という電話は詐欺です。
・ATMで医療費などのお金が戻ることはありません。
・うまい話にはウラがあります。もうけ話に要注意。
・怪しい電話は、必ず家族や警察に相談しましょう。
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・車を離れるときは必ず鍵をかけましょう。
・車内にバッグなどの荷物を置きっぱなしにしておく
ことのないようにしましょう。
・明るく、人目のある駐車場に駐車しましょう。
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　羽幌総合技能士会（本間 �62-2311・逢坂 �62-1425）

　羽幌町では、昨年4月から愛ランド・サフォーク「夢
のフトン」プレゼント事業として、生まれてきた赤ちゃ
んへベビー布団のプレゼントをしています。その事業
の一環として、緬羊工房サークル会員のみなさんが手
作りで作成したバースデーカードを1歳を迎えるお子
さんへプレゼントします。
　対象となるお子さんへ、1歳のお誕
生月にお贈りしますのでお楽しみに。

�������すこやか健康センター内
　福祉課保健係 � 62-6020
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　町民課環境衛生係 � 68-7003 (課直通)

　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10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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　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25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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　パークゴルフ場の桜・池コースは、5月1日からオープ
ンしています。
　望潮コースは5月中旬頃オープン予定です。
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 ・開放時間�午前6:00から日没まで
 ・閉鎖日�毎週水曜日 ※芝の育成のため
 ・利用料�無料
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 ・開放時間�午前6:00から日没まで
                    （金・土は午後9:00までナイター営業）
 ・閉鎖日�毎週火曜日 ※芝の育成のため
 ・利用料�1日100円(施設管理の協力金として)

 ※雨天時などコースコンディションが悪い時は、閉鎖
する場合があります。
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�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880 
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　財務課税務係 � 68-7002 (課直通)

　町では、土地・家屋価格等縦覧帳簿について、年に
一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。
　縦覧・閲覧に必要なものなどは、お問い合わせください。
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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。

����　役場財務課、天売支所、焼尻支所
����　平成26年6月2日(月)まで
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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。

����　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。
                    ※縦覧期間中は、手数料がかかりません。
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　財務課地籍管財係 � 62-1211
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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26年11月下旬頃まで
����　字朝日・字高台
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　総務課企画室政策推進係 � 62-1211

※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。
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　基金取崩額1,517,095円は、焼尻自然公園整備事業(
木製ベンチ購入費の一部)、児童遊園地整備事業(公園
すべり台設置費)、新生児羊毛布団プレゼント事業(布
団作成費の一部)、公民館改修事業(書の北溟記念室備
品購入費の一部)等に充当し、活用させていただきました。
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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、免許取得にかかる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、猟友会羽幌支部および羽幌町鳥獣被害対
策実施隊への加入を条件とします。

　通学中や遊んでいる途中に、子どもが不審者等に追
いかけられたり、声をかけられたとき、すぐに安全な
場所に避難できるよう、「子ども110番の家」を開設して
います。
　「子ども110番の家」の目印として、のぼり旗を町内48
箇所の協力事業所に設置しています。
　また、「動く子ども110番」として、役場の車
両や社用車用のプレートも配布して、安全パ
トロールをして子どもたちの安全確保に努め
ています。

�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880

　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(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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　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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001223430町長

0000101教育委員会

0000101選挙管理委員会

0010337議会

002228739合計
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※監査委員・農業委員会の公文書公開請求はありませ
んでした。
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　産業課農政係 � 68-7008 (課直通)

　町内の飲食店や宿泊施設が焼尻サフォーク肉を仕入
れる場合、その経費の一部を助成します。
　町民のみなさんや町外客へ飲食店等で焼尻サフォー
クを食する機会を増やすことで、地産地消、地元ブラン
ドの定着と観光振興を図ることを目的としています。
　申請方法など詳しくはお問い合わせください。
　
�������	
10頭程度
���　羊肉価格の半額
�����　7月上旬頃
����　5月30日(金)

※焼尻サフォークを提供する飲食店名とメニューは、
後日、広報・ホームページでお知らせします。
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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。

2,849,520 円平成24年度末残高

(12件)2,987,000 円平成25年度積立額（寄付の状況）

1,517,095 円(平成25年度基金取崩額）

4,319,425 円平成25年度末残高
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　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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　留萌保健所 � 0164-42-8327
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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、2年に1度、知事が実
施する定期検査を受け、検定証印が付されていなけれ
ばなりません。         
　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。

�������	

・6月11日(水）午前9:30～午後2:30（中央公民館小ホール）
・6月12日(木）午前10:30～午前11:30（役場焼尻支所）
・6月12日(木）午後4:15～午後4:45（役場天売支所）

������

　産業課商工労働係 � 68-7007 (課直通)

定期検査済証シール
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　北留萌消防組合消防署 � 62-1246

　消防署では、春の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。訓練中は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。
　また、訓練場所付近には駐車をしないようお願いし
ます。

����　6月1日(日）　
��������　
�救助救出訓練　午後2:00～
　消防署庁舎裏にて
�分列行進　午後2:25～
　南3条通　3丁目～2丁目　
�火災防ぎょ訓練　午後2:50～
　オロロン農業協同組合地域振興センター

�������	
���

　留萌保健所では、高次脳機能障がいやアルコール依
存症、その疑いのある方のご家族が集まり、お互いの
体験や思い、悩みを語り合う家族の集いを開催します。
　なお、参加費は無料です。
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��　6月12日(木)・11月5日(水)
��　午前10:00～午前11:30
��　留萌保健所
��　高次脳機能障がい者(疑いを含む)の家族
�������	
　
　交通事故や頭部のけが、脳卒中などで脳が部分的に
損傷を受けたため、言語や記憶などの機能に障害が起
きた状態をいいます。
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��　5月15日(木)・6月18日(水)・7月10日(木)
　　　9月18日(木)・10月22日(水)・11月18日(火)
��　午後2:00～午後3:00
��　留萌保健所
���アルコ－ル問題を抱える方の家族、身近な方
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　ミニ盆栽趣味の会会員１０名が丹念に仕上げた約120
点の作品を展示します。どうぞお越しください。

��　6月5日(木)～8日(日)　※最終日は午後5:００まで
���中央公民館ロビー
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　ミニ盆栽趣味の会　長谷川 � 62-2540

�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880

　航空自衛隊航空中央音楽隊による羽幌町巡回演奏会
を開催します。この機会にぜひ一流の演奏を鑑賞して
ください。

���6月14日（土）　午後5:00開場 / 午後6:00開演
�����中央公民館大ホール
���　無料
������　防衛大臣直轄の音楽隊として、防衛省
の式典及び各地での演奏会など年間約１００回の演奏活
動を行っています。これまで数
多くの国家行事及び国際イベン
トに参加しています。
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　北海道海鳥センター � 69-2080 
　ノビタキ

�������	
�〒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 � 62-6021

�������	
�中央公民館
　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　徳川美術館(愛知県名古屋市)が所蔵する尾張徳川家
ゆかりの品々から、歴史と格式を示す約２３0の至宝を紹
介。国宝「源氏物語絵巻」2場面を期間限定で特別公開
している特別展です。

���7月１３日(日)
���北海道近代美術館
��　
・午前7:30　中央公民館前集合、出発
・正午　　   北海道近代美術館到着
・午後3:00　北海道近代美術館出発
・午後7:30　中央公民館前到着、解散
���町民(中学生以下は保護者同伴)
���　一般 1,100円 / 高大生 600円 / 小中生 400円 
�����6月27日(金)まで
�����40名
※応募多数の場合は抽選とします。また、10名に達し
ない場合は中止とします。

�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880

��������	������������
おおたに てつじょう

���������	
����

　現役の僧侶ですが、お話は決して宗教色の強いもの
ではなく、挨拶の大切さや仲間の中での生き方、家族
円満の秘訣など心に元気を与えてくれるお話がいっぱ
いです。ご家族お揃いでお越しください。

������6月10日（火）　焼尻小中学校体育館
　　　　　　6月11日（水）　天売小中学校体育館
　　　　　　6月12日（木）　中央公民館大ホール
�����午後6:00開場 / 午後6:30開演
���　無料

　希望される方は下記を参照のうえ、お申込みください。

���������ケアマネジャー　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
・普通自動車運転免許を有している者(ＡＴ限定可)
・次のいずれかの資格を有する者
   介護支援専門員 / 社会福祉士 / 保健師 / 看護師（医療
施設等での勤務経験あり）
����　月曜日～金曜日（祝日除く）　週29時間
����　平成26年6月1日～平成27年3月31日
��　月額 200,000円
����社会保険、雇用保険、非常勤公務災害補償等に加入
����　市販の履歴書(顔写真貼付)に必要事項を記
　入のうえ、5月23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

�������	
����������

�������	
�

　羽幌の自然を楽しむ観察会。今回は、羽幌にやって
きた渡り鳥を探します。初めての方でも楽しめますの
で、気軽にご参加ください。

��　5月24日(土)　午前9:00～午前11:30
��　北海道海鳥センター　
���　100円(保険料)
����　5月21日(水)

�������	
��

�������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） 

�������	
��������

　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18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）



����

　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。
��������	
�

　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12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

����

　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11日(水) 　午前10:00～正午
��　役場1階 相談室
�������町民課総合受付係 � 68-7003 (課直通)

������

　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23日(月) 　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

����

　血圧測定、体重・体脂肪測定と個別に健康相談を行い
ます。

��　6月10日(火)　午前10:00～午前11:00
��　老人福祉センター
������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020

�������	


　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。

��　毎週水曜日　午前9:00～午後5:00(祝日除く) 
��　川北老人福祉センター
���������　
　NPO法人　ウェルアナザーデザイン
　� 0164-56-1662/080-5723-9264(携帯電話)
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　詩吟は、子どもから大人まで、男女問わず、歌の得意
でない方も気軽に楽しめます。腹の底から(腹式呼吸)
声を出して、ストレスを解消し、健康になりませんか。

��　5月28日(水)　昼の部　午後2:30～午後4:00
　　　　　　　　 　夜の部　午後7:00～午後8:30
��　中央公民館第1研修室
���　無料

�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880 

��������	
������

������　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

�������	
��

　���������	
���������

　ママさんがいろいろなことを学ぶ事ができる講座
を開催しています。興味のある講座に参加してみて
ください。メンバー募集中です。
見学も可能です。

������　
和田 � 090-1542-5432 � �������	���
���������	��　
土屋 � 090-2870-6929

�����

5/22(木)　初心者歓迎♪かぎ針で編む会
�������

子連れ卓球！ / ママのためのメイクアップ講座 /
子どもの麦わら帽子を編む会

��������

羽幌ままなびHP　http://www.c-sqr.net/c/cs32357/
Facebookページ　「羽幌ままなび」

�������������

健康センター午前9：30～苺くらぶ  2日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル  4日(水)

健康センター午後1：00～乳児健診  9日(月)

健康センター午後0：30～3歳児健診11日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ12日(木)

健康センター午前9：30～苺くらぶ16日(月)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ23日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル25日(水)

焼尻研修センター午前5：00～焼尻地区総合健診25日(水)

天売研修センター午前5：00～天売地区総合健診26日(木)

�������	
�����

　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。 

��　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

�������

　留萌保健所 � 0164-62-8329

　留萌保健所では、こころの悩みや病気など各種相談
に応じています。お気軽にご相談ください。

��　6月3日(火) / 10月7日(火)　午後2:30～午後4:30
��　すこやか健康センター
������統合失調症、認知症
　　　　　・登校拒否、家庭内暴力
　　　　　・家庭、職場、学校での人間関係など
���　無料
�������　
　上記以外の月で毎月1回、留萌保健所でも開設してい
ます。詳しくはお問い合わせください。

���������

�������

　町民課総合受付係 � 68-7003 (課直通)

　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2日(月)　午 後1:00～ 午 後
3:00
��　中央公民館 第2研修室
���　無料
������　
　花房 毅 氏・村田 菊男 氏・米山 しげみ 氏

�「�������」������




