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� 0164-62-1211(代表)
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　子どもに対する声かけ事案・犯罪から身を守るため
に必要な「犯罪発生情報」や「防犯対策情報」を、電
子メールを使って皆さんのパソコンや携帯電話へ警察
署からリアルタイムにお知らせする「ほくとくん防犯
メール」の利用登録を開始しました。子どもを見守り、
安心できる地域づくりのため、どうぞご利用ください。
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　パソコンや携帯電話から、北海道警察本部のホーム
ページにアクセスし「ほくとくん防犯メール」を選択
して、あとは手順に従って進めば登録完了です。
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　http://www.mmg.police.pref.hokkaido.lg.jp/

�������北海道警察本部安全･安心まちづくり
　推進室　� 011-251-0110(内線 3030）
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　　　5件)(　　　2件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　5人)(　　　2人負 傷 者
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　186件)(　　　37件救 急 出 動

　　179人)(　　　35人搬 送 人 員

　　　2件)(　　0件火 災 件 数

2,583千円)(　　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6月における各件数な
どのお知らせです。
　海水浴や花火など、楽しい遊びも油断をすると大事
故につながります。充分注意して遊びましょう。

�������学生ボランティア ゆきんこ
　羽幌町社会福祉協議会内　� 69-2311

　高校生が主となって組織する学生ボランティア「ゆ
きんこ」では、様々な分野でボランティア活動を実施
していますが、現在、福祉ボランティアの一環として
「リングプル」の収集を実施しています。リングプル
を660㎏ 集めると車イス1台と交換でき、現在のところ
約340㎏ 集まっています。高齢により歩行が困難な方
や身体の不自由な方が少しでも早く車イスを利用して
いただけるよう、リングプルの収集にご協力をお願い
します。なお、集めたリングプルは、ゆきんこ事務局
までお届けください。
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　住民税非課税世帯に属する方は、医療費の一部負担
金と入院時の食事代が減額されます。減額の適用を受
けるには、認定を受ける必要がありますので、窓口で
申請願います。申請に必要なものなど、詳細はお問い
合わせください。

���

����������������

8,000円8,000円12,000円外来限度額

15,000円24,600円44,400円入院及び
世帯限度額

100円210円
(長期160円)

260円1食の標準負担額
(食事代)

���低所得�とは世帯員全員が住民税非課税の場合。食事代の

長期とは過去1年間で90日以上の入院期間がある場合。

���低所得�とは低所得�の条件を満たし、かつ世帯員全員が

各種控除後の所得が0円となる場合。
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　福祉課国保医療年金係　� 62-1211(内線127)
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　北海道後期高齢者医療広域連合 � 011-290-5601
　福祉課国保医療年金係 � 62-1211(内線127)
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　日頃の運動不足解消に、朝の散歩を兼ねて健康保持
に、みなさんご参加下さい。

��　7月25日(水)～8月9日(木)　午前6:30から
　　　※雨天等で中止の場合は「赤旗」を掲げます
��　はぼろバラ園
��　体育指導委員協議会

　

������　社会教育課体育振興係
　羽幌町総合体育館内　� 62-6030
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　75歳(一定の障がいのある場合は65歳)以上の方は現
在、国民健康保険や被用者保険などの医療保険制度に
加入しながら、老人保健制度で医療を受けていますが、
平成20年4月からはそれらを脱退し、「後期高齢者医療
制度」に移ることとなります。
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　国民皆保険を維持し、医療保険制度を将来にわたり
持続可能なものとしていくために、高齢化社会に対応
した仕組みとして、独立した医療制度を創設します。
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・75歳以上の高齢者
・一定の障がいのある65歳以上75歳未満の方
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(財政運営・資格管理)
　道内全180市町村が加入する「北海道後期高齢者医
　療広域連合」
(保険料の徴収・窓口業務)
　各市町村
�����

　個人ごとに算定された保険料を被保険者一人ひとり
が支払うこととなり、原則として年金から天引きされ
ます。また、被用者保険の被扶養者だった方も保険料
を負担することになります(2年間の軽減措置がありま
す)。保険料率は、平成19年11月に開催予定の「北海
道後期高齢者医療広域連合議会」を経て保険料条例を
制定し、決定することになっています。
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　現行の老人保健制度と同様に、1割負担(ただし現役
並み所得者は3割負担)となります。

　大会の開催に伴い、スポーツ公園パークゴルフ場
（望潮、池･桜コース）は下記の間、一般の方は使用
できませんのでご協力をお願いします。

���7月29日(日曜日） 午前6:00～午後4:00まで
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������　社会教育課体育振興係
　羽幌町総合体育館内　� 62-6030
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　へびのタツノスケがたまごを見つけた。食べたい一
心で必死に守り、温めるが、生まれた「天の子」の無
邪気な笑顔に食べる気が失せ、その成長を見守る。
　しかし、天の子はやがて天界へ。天の子に会いたい
と一途に願うタツノスケに奇跡が起こる・・・
　劇団カッパ座のファンタジー劇場。4面スクリーン
が重なり合う多面空間演出をご覧ください。

���8月4日(土)　午後1:30(開場)　午後2:00(開演)
���中央公民館大ホール
����1,000円(3歳以上の小人、大人も同一料金)
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　羽幌カッパ友の会　� 62-2539
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　中央公民館の休館日は、毎月第4日曜日としていま
すが、7月と8月については文化公演事業などのため、
次のとおり変更しますので。お間違えのないようお願
いします。
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　7月29日（日曜日)
　8月19日（日曜日）
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　中央公民館　� 62-1178
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　このたびの年金記録に関する問題については、大変
ご心配をおかけしておりますことを、心よりお詫び申
し上げます。
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・平成9年の基礎年金番号の導入以前には、転職や転
居等により、お1人が複数の年金番号を持つ場合も生
じていましたが、1人1番号の基礎年金番号を用いて、
年金記録の確認を簡易・迅速に行えるようにしました。
・これまで、記録を結びつけるための照会を全被保険
者に行い、また、年金の請求時にもご本人に確認して
きましたが、まだ約5,000万件(平成18年6月)の記録が、
基礎年金番号に結びつけられていません。この未統合
の記録は大切に保管されていますが、そのままでは年
金支給に結びつかなくなるおそれがあります。
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・年金受給者、被保険者の皆さまには、基礎年金番号
に結びつけられている加入履歴を順次送付します。ご
疑問があれば、お問い合わせください。
・5,000万件の記録を年金受給者、被保険者の記録と
突き合わせ、未統合の記録がある可能性のある方には、
お知らせします。
・社会保険庁や市町村に記録がない場合には、領収書
等の証拠がなくても、銀行通帳の出金記録、元雇用主
の証言などをもとに、総務省に設置された年金記録確
認第三者委員会で判断してもらいます。
・5年の時効を超えた場合でも、全額お支払いできる
ようにする特別立法が行われました。

��������	
����������

・社会保険事務所の専用窓口にお問い合わせ下さい。
お電話でのお問い合わせは「ねんきんあんしんダイヤ
ル」まで。また、インターネットのＩＤ・パスワード
方式による年金加入履歴の取得もご利用下さい。

�������ねんきんあんしんダイヤル　24時間・
　土日も対応　� 0120-657830（フリーダイヤル)
　ホームページ　http://www.sia.go.jp
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　8月27日(月)  午前9:00～午後1:00
　川北老人福祉センター�62-1424

固定資産税（第2期分）
国民健康保険税（第1期分）
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　中山間地域等においては、他の地域に比べ過疎化、
高齢化が急速に進行する中で、農業生産条件の不利な
地域が多いことから農地等への管理が行き届かず、耕
作放棄地の増加等による多面的機能の低下が懸念され
ています。このため、担い手の育成等による農業生産
活動等の維持を通じて、中山間地域等における耕作放
棄の発生を防止し、多面的機能を確保することを目的
とする制度です。
　羽幌町では、平成12年度から平成16年度の1つの事業
期間(5年間)を終了し、新たに平成17年度から平成21年
度の5年間を「新対策」に基づき事業を実施しておりま
す。
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・農地、法面、水路、農道の適正管理
・農地と一体となった周辺の管理
・農業生産の効率化及び土地生産性の向上を目的とし
た活動推進
・担い手団体への支援
・学校教育機関と連携した自然生態系の実施
・農用地等保全体制整備
　これら生産性の確保及び向上、環境整備を目的とし
た活動に加え、17年度からの取組みとして協議をして
いた「小学過程での農業知識向上、体験的農業学習を
通じた地域住民交流を目的とする協定の締結」を実施
しております。平成18年度の対象面積・農家数等は昨

年度から変動がなく、約921ha、167件(うち生産組合2

件、その他1件）で、交付金総額は79,433千円余りと

なっています。耕作放棄の防止、生産性の確保及び向

上、担い手の育成などにより、経営体の確保と育成を

図り、地域農家への支援を推進しております。
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　農林水産課農政係　� 62-1211(内線342)
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　1998年にデビューした函館を拠点に世界を旅するト
ラベリングバンド。太鼓や笛、歌や踊りなど、おなじ
みの楽器を使ってのパフォーマンスでふだん味わうこ
とのない臨場感と感動をお届けします
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���8月22日(水)　午後6:30
���焼尻小中学校体育館
����無料
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���8月23日(木)　午後6:30
���天売小中学校体育館
����無料
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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　ジャズファンのみなさん、お待たせいたしました。
5年ぶりのジャズ公演！ 1975年、旭川青少年吹奏楽団
ＯＢ会アーフラッツとして発足以来、多くのファンに
親しまれているアマチュアジャズバンド「アーフラッ
ツ」がやってきます。

���8月26日(日)　午後3:30(開場)　午後4:00(開演)
���中央公民館大ホール
����一般 500円
　　　　高校生以下 無料
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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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。

��　8月21日(火)　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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　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。

������　加藤病院
　　　　　(南6条5丁目)
　　　　   � 62-1005
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　子ども達が水になれ親しんでもらえるよう、楽しみ
ながらの教室を開催します。

���8月4日(土)、5日(日)
���羽幌小学校プール
���来春及び来々春小学校に入学する幼児
※申込み等の詳細については、保育所及び各幼稚園を
通じてご案内します。

�������社会教育課体育振興係
　総合体育館内　� 62-6030

　今年で32回を数える少年少女卓球大会を開催します。
大会前日には、北海道卓球連盟強化部強化幹事を歴任
されている荒谷憲治氏を迎え、卓球教室も開催します。
ぜひご参加ください。申込案内は各学校及びクラブ
チームを通じて行います。
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���8月18日(土)
��　午前9:30（高校･一般)　午後1:00（小中学生）
���総合体育館
������

���8月19日(日)
��　午前8:30
���総合体育館

�������社会教育課体育振興係
　総合体育館内　� 62-6030
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焼尻研修センター午前10：00～住民健診結果説明会(焼尻)  1日(水)

天売研修センター午前10：30～住民健診結果説明会(天売)  2日(木)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル  8日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ  9日(木)

健康センター午後2：00～乳児健診21日(火)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル22日(水)

健康センター午後12：30～3歳児健診22日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ30日(木)

　あいあいサークルを除き、対象となる方にはお手紙
で通知しています。あいあいサークルの参加を希望さ
れる方は、事前に電話でお申し込みください。

�������	　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。
お気軽にご参加ください。無料送迎バスも運行します。

��　8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
����　8月21日(火)まで
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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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������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

　保健師と栄養士による健康相談です。町内在住の方
なら誰でも利用できます。毎回軽い運動と体重・体脂
肪測定、血圧測定、健康の話をしています。

��　8月27日(月)
��　歌謡ビクス
��　動きやすい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)
　　　※健康手帳をお持ちの方は、ご持参ください。
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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。

���8月9日(木)　午前10:00～午後4:00
��　役場4階 大会議室

�����
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留萌社会保険事務所 � 0164-43-7211

　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。

��　8月7日(火)　午前9:00～正午
��　役場会議室
������　弓庭 登 氏
���

・苦情がある、困っていることがある
・苦情を申し出たが、説明や措置に納得がいかない
・手続き、サービスなどで制度や仕組みがわからない
・苦情や困っていることについて、どこに相談してよ
　いかわからない
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������  町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)
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　北海道では現在、平成２０年３月で終了する「北海道第
３次長期総合計画」に替わる、「新しい総合計画」の策
定作業を行っています。昨年7月に留萌市内で開催し
た「地域と未来を語る会」を始め、様々な皆さんから
のご意見を基に、この度「新しい総合計画」の原案を
作成しました。この原案を道民の皆さんへお知らせし、
ご意見を伺う「地域意見交換会」を次のとおり開催し
ます。参加をご希望の方はお申込みください。なお、
会場の都合により、参加人数多数の場合は申込みをお
断りする場合がありますので、あらかじめご了承くだ
さい。

��　８月１０日(金)　午後1:００分～午後3:00
���留萌合同庁舎 ２階講堂
　　　（留萌市住之江町2丁目)
�����8月8日(水)まで

�������	
��留萌支庁地域振興部
　地域政策課 担当:丸山 � 0164-42-8425

　夏休みを機会に、親子が絵本を通してコミュニケー
ションを深められるよう開催します。申し込みはいり
ません直接会場へお越しください。

���8月3日(金)　午前10:30～午前11:30
���中央公民館 第1・第2研修室
���絵本の読み聞かせ　他
���幼児～小学校低学年
���教育委員会
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　中央公民館図書室　� 62-1178




