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　役場の業務は年末12月29日で終わり、新年は1月9日
から行います。住民票や各種証明書などが必要な方は
早めにご請求ください。なお、休み中の死亡などの届
出は、役場庁舎正面右側の職員通用口の「宿直室」で
取り扱います。
　各施設の休館とごみ収集の休み、並びに水道事業者
の当番は次のとおりとなっております。

　はぼろ温泉サンセットプラザの温泉から9月29日に
レジオネラ属菌が検出され、温泉浴槽・配管の洗浄、
消毒を繰り返し、水質検査で安全が確認されたことか
ら、10月24日より温泉の利用を再開いたしました。
　住民の皆様は勿論のこと、日頃からご利用頂いてお
りますお客様には、健康面でのご心配や施設利用に対
するご不便をお掛けしたことにつきまして、お詫びを
申し上げます。
　今後は安全に入浴して頂くため、厚生労働省が推奨
する、塩素系薬剤を添加する滅菌方法を用いることと
し、設備改修を行います。改修方法は、菌の発生を防
止するため、外部温泉施設の温泉源から貯湯槽・給湯ポ
ンプを経由しないバイパス配管を新設し、温泉水を空
気に触れさせない改修をいたします。宿泊施設内の設
備では、衛生管理を目的とした配管交換と塩素系薬剤
注入装置の設置工事を行ないます。
　また、大浴槽・露天風呂の温泉浴槽は１週間に1回の
換水清掃をしておりますが、各浴槽の排水・給湯管毎に
電動弁を取付けることで、毎日1カ所ずつ浴槽の換水清
掃を可能にし、4日間のローテーションで全ての浴槽の
清掃作業を行ない、温泉大浴場などを利用される皆様
の健康と安らぎのある施設として、衛生管理の遵守に
努めるとともに、今後は温泉施設の水質検査結果につ
いて情報提供してまいります。
　なお、現在工事施行中の大浴場改修につきましては
12月末日までとなっておりますが、完了次第別途お知
らせいたします。
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　　　8件)(　　　2件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　8人)(　　　2人負 傷 者
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　391件)(　　　42件救 急 出 動

　　390人)(　　　43人搬 送 人 員

　　　4件)(　　　0件火 災 件 数

3,687千円)(　　0千円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者

　羽幌警察署並びに消防署から11月における各件数な
どのお知らせです。
　道路が凍結し滑りやすくなっています。車を運転す
る方も歩行者の方も、充分にご注意ください。
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　商工観光課観光振興係 � 62-1211(内線571)

　歳末の繁盛期を迎え火気取り扱い量が増加し、全道
的にも不注意・不始末による死傷者を伴った火災が多発
しています。このため、住民の防火意識の高揚を図り、
出火防止と人命損傷の絶無を目的とし、歳末特別警戒
を実施します。
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�家庭における防火安全対策の推進
�物品販売店舗、旅館・ホテル、飲食店などの不特定多
数の者が出入りする防火対象物における防火安全対策
の徹底
�高齢者、災害弱者などを中心とした死傷者事故防止
対策の徹底
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　北留萌消防組合消防署予防課 � 62-1246

　町では、今年も降雪量や吹雪などの状況に応じ、早
朝から道路の除雪作業を実施しますので、皆さまには
除雪の障害となる物件の撤去、移動をお願いします。
　障害となる物件は道路に設置された車庫前のスロー
プやブロック、商店街ののぼり用のつか石などです。
今一度自宅周辺の点検をお願いします。
　また、路上駐車車両は除雪時間を長くする要因であ
るばかりか、狭い道路では除雪作業ができなくなるこ
とがあります。限られた時間内でより広い地域を除雪
するため、ご理解とご協力をお願いします。
　なお、除雪作業中は総合車庫が不在となりますので、
除雪に関するお問い合わせは下記までお願いします。

　雪捨て場はつぎのとおりとなっています。搬入にあ
たっては、雪捨て場の奥まで行って捨ててください。
入り口付近や通行に支障をきたす場所には捨てないで
ください。多くの人が使うのでルールを守りましょう。

���
������場所 : 汐見
(営業・非営業問わず)
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　建設水道課管理係 � 62-1211(内線313・314)
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自動車学校 葬斎場

�������場所 : 朝日

総合体育館

朝日団地�����
�
� ※6条通りからは入れ 

　ません
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62-2027サ ワ ス イ ㈲30・31日12月

62-5031㈲イワサキ設備機器1・2日1月

62-1600㈲ マ ツ ダ 興 業3・4日

62-4470北 日 本 設 備 ㈱5・6日

62-2807柏 谷 管 工 業7・8日
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12月30日～1月3日中 央 公 民 館

12月30日～1月5日総 合 体 育 館

12月31日～1月1日町 民 ス キ ー 場

12月30日～1月5日老 人 福 祉 セ ン タ ー

12月30日～1月8日行政サービスコーナー

12月30日～1月5日北 海 道 海 鳥 セ ン タ ー

12月31日～1月3日ご み 収 集 業 務
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1月9日から役場の開庁時間が30分
早くなり、次のように変わります。
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　この度は、温泉から検出されたレジオネラ属菌によ
る感染者は幸いにもおられませんでしたが、健康への
影響はどのようなものかお知らせします。
　レジオネラ症は感染症のひとつで、レジオネラ属菌
が原因で起こります。この菌に汚染された目に見えな
いほどの細かい水滴を吸い込むことで感染します。人
同士の感染はありませんが乳幼児、高齢者、病人など
抵抗力の低下している人がかかりやすい傾向にありま
す。レジオネラ症はレジオネラ肺炎とポンティアック
熱の2つに分けられ、レジオネラ肺炎は潜伏期間が2～
10日で高熱、悪寒、咳、筋肉痛、頭痛、疲労感、食欲
減退などの症状が出て、発症はまれでも急激に重症に
なる場合があります。一方ポンティアック熱は潜伏期
間が1～3日で、発熱や筋肉痛が見られますが肺炎は見
られません。始めは風邪のような症状ですが症状は軽
く、一般に数日で回復します。両方とも潜伏期間の経
過後、何も症状が出なければ感染の心配はありません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（福祉課保健係）
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  天売消防団 1月5日(金)
  焼尻消防団 1月5日(金)
  羽幌消防団 1月7日(日)
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　毎年恒例となりました日本の凧展を今年も開催しま
す。苫前町在住の 能登 忠 氏 が収集した全国各地の珍
しい凧がご覧になれます。大凧や連凧など普段見るこ
とのできない凧を展示します。ぜひお越しください。

���平成18年12月28日～平成19年1月14日
���中央公民館展示スペース

������

　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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　町民の皆様の無病息災を願って、新年も例年同様に
どんど焼き祭を実施します。

���平成19年1月15日(月)　午前10:00
�����1月13日(土)午後1:00～15日(月)午前10:00
�����羽幌神社境内　※各自持込
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�しめ飾り、門松などには塩化ビニールやプラスチッ
ク素材が多く使われ、お焚きの際に環境汚染が懸念さ
れますので、これらの部品を外して持ち込み願います。
また、お焚きあげの品々を入
れてきたビニール袋などはお
持ち帰り願います。
　なお、塩化ビニールやプラ
スチック製部品は町の収集ご
みとして出していただくこと
になりますが、気が引けると
いう方は神棚の塩で清めてか
ら出してください。
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　羽幌神社・羽幌町聖徳太子奉賛会
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　寒さも一段と厳しさを増し、本格的な冬の到来とと
もに、いよいよスキーシーズンもやって来ます。今
シーズンも安全を第一に、大人から子どもまで安心し
て楽しめるスキー場を目指します。ご来場お待ちして
おります。
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　町民スキー場　� 62-6800
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19,800円1,000円2,500円1,800円180円大人

11,000円500円1,300円1,000円100円子人

※オープンの日程は積雪状況により変更になる場合が
ありますので、予めご了承ください。

　排水設備工事責任技術者資格の有効期間は4年間で
あり、資格登録者は4年毎に資格登録更新の手続きをす
る必要があります。
　対象となる方は、「日本下水道協会北海道地方支部」
から既に郵送されている資格登録更新実施案内及び申
込書などにより、定められた期間内に手続きを行って
ください。

�����　平成14年度に当該技術者試験に合格した
　　　　　　方、または資格登録更新手続きを行った
　　　　　　方で、資格登録期間が平成19年3月31日
　　　　　　で満了する資格登録者
����　平成19年1月15日(月)～19日(金)
����　手続き終了後、更新用テキストを配付
���　更新手数料：3,000円
　　　　資格認定証交付等手数料：2,000円
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　建設水道課下水道係　� 62-1211(内線323)
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　経済産業省では、工業統計調査を平成18年12月31日
現在で実施します。工業統計調査は製造業を営む事業
所を対象として、その活動実態を明らかにすることを
目的として調査します。調査結果は国や地方公共団体
の行政施策の重要な基礎資料として利用されるととも
に、企業、大学などでの研究資料、小・中・高等学校
の教材など広く利用されているところです。
　皆様から提出していただく調査票については、統計
法に基づき調査内容の秘密は厳守されますので、正確
なご記入をお願いします。

����　経済産業省
　　　　　北　海　道
　　　　　羽　幌　町
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　総務課情報管理係　� 62-1211(内線216)
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　1月29日(月)  午前9:15～午後4:00
　川北老人福祉センター�62-1424
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��������������� 個別の内容及び支出先などについては、情報公開条例に基づき請求・閲覧する
ことができます。(個人情報に関する事項は公開できませんのでご了承下さい)
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※祝儀等：慶祝、式典、大会、行事、祭事、各種総会などに対する祝、志に係る経費
　弔　意：町政関係者及びその親族に対する香典、供花など
　見　舞：病気、事故、災害などに対する見舞の経費(災害救助法適用の見舞は別途)
　その他：各種大会賞、会券、町長名刺、贈答品(歳暮･土産･記念品)、募金、寄附金、協賛金、会食費など
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　調理業務に従事している調理師の方は、2年毎に12月
31日現在の調理従事場所などを届け出なければならな
いと定められています。該当する方は忘れずに！

�������	学校、病院、事業所など多数人に飲
　　　　　　　　食物を供与している施設や飲食店営
　　　　　　　　業、魚介類販売業、惣菜製造業の店
　　　　　　　　舗で調理業務に従事している調理師
�������	
��

　留萌保健福祉事務所保健福祉部(留萌市住之江町2)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　0164-42-8326
�����平成19年1月15日(月)
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　留萌保健福祉事務所保健福祉部　� 0164-42-8326

����　12月23日(土)　午前10:00 
����　日曜日～土曜日 午前10:00～午後5:00
����　火､木､金､土曜日 午後6:00～午後8:30
�����
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　110番を正しく利用していただくために、毎年1月10
日を「110番の日」と定めています。
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　皆さんからの通報でいち早く事件事故を知ることに
より、犯人の検挙や被害者の救護等に対応できます。
通報の際は、あせらず落ち着いて状況をお伝え下さい。

������

　羽幌警察署　� 62-1110
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健康センター午前9：45～あいあいサ～クル10日(水)

健康センター午後1：30～1歳6カ月健診11日(木)

健康センター午前9：45～苺くらぶ15日(月)

健康センター午前10：00～離乳食教室18日(木)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル24日(水)

健康センター午後2：00～乳児健診25日(木)

健康センター午前6：00～市街総合健診27日(土)

健康センター午前6：00～市街総合健診28日(日)

健康センター午前9：45～苺くらぶ29日(月)

　対象となる方にはお手紙で通知しています。
　また、毎週火・金曜日の9時30分からは、0歳から6歳
までの幼稚園・保育園に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。

�������	　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。
　請求の際には、印鑑や通帳等必要なものがあります
ので、事前にお問い合わせすることをおすすめします。

���1月11日(木)　午後1:00～午後5:00
　　　1月12日(金)　午前9:00～正午
��　役場4階 第2会議室
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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。

��　1月9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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　羽幌町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。

��　1月19日(金)　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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　高血圧を予防するための料理教室です。来年の2月
まで毎月開催します。高血圧の方や家族が高血圧の方
はもちろん、料理に関心がある方もご参加ください。

��　1月12日(金)　午前10:30
��　すこやか健康センター
��　減塩のための調理の工夫、調理実習、試食
��　町内在住の成人女性
���　無料
����　12月29日(金)まで

�������	　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。

������　苫前厚生病院(苫前町古丹別)
　　　　   � 65-3535

　過去に石綿を製造し、または取り扱う作業に従事し
たことがあり、下記に該当する方は無料で健康診断が
受けられます。

����　12月28日(木)まで
���

�従事していた作業が特定できること
・初回ばく露から10年以上経過していること
・以前石綿作業に従事していた事業場が廃業や倒産し
た、または退職者に対する健康診断の実施を拒否した
などの理由で健康診断を受診できない状況にあること
・石綿に係る健康管理手帳を所有していないこと
������

�北海道労働保健管理協会　� 011-862-5030
・結核予防会北海道支部　� 011-700-1331
・慶友会吉田病院健康相談センター　� 0166-25-9553
　ほか、詳しくはお問い合わせください。
�申請には事前に上記機関から申込書及び問診票を入
手し、必要事項を記入のうえ返送する必要があります。

�����

　商工観光課商工労働係 � 62-1211(内線572)

　保健師と栄養士による健康相談を行います。市街地
区は体重・体脂肪測定、血圧測定、健康の話、軽い運
動をしています。どなたでも参加できます。
　焼尻地区の成人健康相談では、血圧測定やお味噌汁
の塩分測定も行います。お気軽にご利用ください。
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��　1月29日(月)
��　太極拳(運動できる服装でお越しください)
��　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)
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��　1月30日(火)
��　西浦コミュニティセンター (午前11:00～午後0:00)
　　　焼尻総合研修センター (午後3:00～午後4:00)

������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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　留萌社会保険事務所 � 0164-43-7211
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　町内循環バス「ほっと号」のご利用を感謝して、ク
リスマスイベントを実施します。日頃、バスに乗る機
会の少なくなったお子様たちもぜひご乗車ください。
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12月18日から22日までと25日の6日間、ご乗車いただ
いた皆様にプレゼントを差し上げます。また、期間中
はサンタに扮した乗務員と車内のイルミネーションで
クリスマスの雰囲気を味わっていただきます。
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12月24日の日曜日には、小学生以下を対象にサンタ
ほっと号が無料運行を行います。10分程で町内を一周
し、サンタからプレゼントを差し上げます(100個予定)。
また、乗車いただいた全員に、時刻表入りほっと号
カードを差し上げます。
乗車される方は、午後3時までに沿岸バス本社ターミナ
ルにお集まりください。
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　沿岸バス本社ターミナル　� 62-1550

�������	
���

　保護者の方はもちろん、一般町民のみなさんもご覧
になれます。これからの羽幌を担う新成人を一緒に激
励しましょう。

���平成19年1月7日(日)　午後1:00から
���中央公民館大ホール
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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北海道心の教育推進会議では子どもたちに生命を尊重する、ひ
とを思いやるなどの「豊かな心」を育むことの大切さを、家庭、
学校や地域などへ普及･啓発する活動を展開しており、羽幌町
教育委員会では｢心の教育推進キャンペーン｣を応援します。




