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� 0164-62-1211(代表)
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　　　3件)(　　　1件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　3人)(　　　1人負 傷 者

������

�������	
�����������

　116件)(　　　23件救 急 出 動

　　115人)(　　　23人搬 送 人 員

　　　0件)(　　0件火 災 件 数

0円)(　　0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5月における各件数な
どのお知らせです。
　行楽シーズンがやってきます。遠出をする機会が多
くなるこの時期、心と時間にゆとりのある運転を。
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　ハローワーク留萌　� 0164-42-0388

　栄町の雇用促進住宅羽幌宿舎（2棟）は、独立行政法
人雇用・能力開発機構の中期目標により廃止されるこ
とが決定されており、新規での入居ができない状況で
した。しかし、昨年末以降の派遣契約の中途解約など
に伴い住居がなくなった方への対策として雇用促進住
宅の活用が進められることになったことから、次に該
当する方は、ハローワークで所定の手続きを行うこと
で新規入居が可能となりますのでお知らせします。詳
しくはお問い合わせください。
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� 派遣契約の中途解約などに伴い、住居がなくなった
　求職者（なくなる見込みの方も含む）
���に準じた求職者で、緊急的に住居が必要とハロー
　ワークが判断した方
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　7月27日(月)  午前9:00～正午
　川北老人福祉センター�62-1424

���������	
��

�������	
��

　羽幌町では、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調査に支障を
きたす雑草などを除去いたしますので、ご承諾くださ
いますようお願いします。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21年11月下旬頃まで
����　幸町・南町・栄町・寿町
����　株式会社 極東コンサルタント

������

　農林水産課地籍調査係 � 62-1211(内線351・352)

　国内において新型インフルエンザ患者が確認され、
感染が拡大していますが、正しい情報をもとに、基本
的な予防を心がけましょう。また、疑われる症状があ
りましたら相談窓口までご連絡ください。
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　発熱、頭痛、関節痛などの全身症状と、のどの痛み、
鼻水、下痢、吐き気などがあります。普通の風邪の症
状より強くでることが特徴です。
※医療機関を受診する前に必ず電話をして、指示を待ちま
しょう。（他の患者への感染を防ぐため）
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・不要な心配は避け、うがいと手洗いをこまめに行う
・人ごみに行かない
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■福祉課保健係（すこやか健康センター内）
　� 0164-62-6020（平日の午前8:30～午後5:30まで）
　※上記以外は羽幌町役場 � 0164-62-1211
■留萌保健所発熱相談センター（留萌保健福祉事務所）
　� 0164-42-8324（午前9:00～午後9:00まで）
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　地上デジタル放送を楽しむための説明会を開催しま
す。事前の申し込みはいりません。都合の良い会場へ
お気軽にご参加ください。料金はかかりません。

��　地上デジタル放送の目的・受信方法、悪徳商法
　　　への対策など30分程度説明します。
（説明者）総務省担当者
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�総務省北海道北テレビ受信者支援センター
 　� 0166-21-6450（平日の午前10:00～午後6:00まで）
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栄町コミュニティセンター午前9：00～

6月24日(水)
幸町南集会所午前11：00～

北町集会所午後1：30～

中央公民館午後3：30～

焼尻総合研修センター午前10：30～
6月25日(木)

天売総合研修センター午後2：00～

������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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　町民課環境衛生係 � 62-1211(内線106)

　5月13日、きらりサイクル工房で爆発事故がありま
した。当日は破砕ごみ収集日で、可燃性ガス容器（ス
プレー缶等）が破砕ごみの袋に混入していたものと思
われます。幸いにも人身への被害はありませんでした
が、一歩間違えると大事故となります。
　再度、分別・排出方法の確認をお願
いします。

����

�スプレー缶やガスボンベなど引火性のあるものは、
使い切ってから安全な場所で穴を開け、中身を完全に
抜いてください。（ボランティア清掃時含む）
・刃物や割れたガラスなどを新聞紙に包むときは、必ず
中身を明記して、破砕ごみの袋に入れてください。
・破砕ごみと危険ごみを混ぜないでください。
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　北海道海鳥センター � 69-2080

�������	
����������

�������	
����

�������	
���������
	����

�������		�
��

��������	
������������

�������	
��

�������	
��

「�����」

　現況届は農業者年金を受給するために必要な毎年の
手続きです。届出用紙は農業者年金基金から直接受給
者に送付していますので、氏名、生年月日など必要事
項を記入のうえ提出してください。印鑑はいりません。

����　6月30日（火）
������　
・経営移譲年金を受給している方
・農業者老齢年金を受給している方
�������	
��農業委員会 � 62-1211(内線332)

「����」

　現在、児童手当を受給している人は引き続き手当を
受給するために現況届を提出しなければなりません。
現況届は、毎年6月1日における状況を記載し、引き続
き児童手当を受ける要件があるかどうかを確認するた
めのものです。

・現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられ
なくなります。 
・必要に応じて提出する書類があります。（新規申請の
添付書類と同様です） 

����　6月30日（火）
������　児童手当受給者、特例給付受給者

　羽幌小学校プールの一般開放を実施します。どうぞ
ご利用ください。なお、天候により水温が上がらない
場合は、開放開始日が延期にな
る場合があります。ご利用の際
はスイミングキャップを忘れず
に。

����　6月16日(火)～9月13日(日)
����　(平日) 午後3:00～午後9:00
　　　　　※夏休み期間中は午後1:00から
　　　　　(土曜日) 午後1:00～午後9:00
　　　　　(日曜日) 午前10:00～午後9:00
���　毎週月曜日 / 7月8日～10日 / 8月13日～16日

※中学校プールは利用者減少のため今年度から中止と
なりました。
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�������NPO法人羽幌町体育協会
　 羽幌町総合体育館パワデール内 � 62-6030
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　7月1日、平成21年経済センサス－基礎調査が全国一
斉に行われます。調査結果は国、道、市町村が地域開
発や都市計画など私たちの生活を良くするために必要
な基礎資料となります。調査員がお伺いして調査票を
配布・回収しますので、調査票が届きましたらもれな
くご記入ください。調査員は「調査員証」を携帯してい
ますので安心してご協力をお願いします。
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　総務課情報管理係 � 62-1211(内線215)
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�羽幌警察署 � 62-1110

　来日外国人による犯罪検挙は、依然として高水準で
推移しており、その約4割は不法滞在者が占めていま
す。地域の安全を妨げる国際犯罪組織の暗躍を防止す
るためには、みなさんの協力が欠かせません。「おか
しいな？」と思ったら警察に通報してください。
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　スポーツ公園のパークゴルフ場の望潮コースは夜間
も照明を点灯しています。どうぞご利用ください。

������　毎週木・金・土曜日（10月末日まで）
������　日没から午後9:00まで
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　社会教育課体育振興係 � 62-5880
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　商工観光課観光振興係 � 62-1211(内線361)

　冬期間、閉鎖していました幸町コミュニティセン
ターのトイレが利用できるようになりました。サン
セットビーチ駐車場を使用の際など、どうぞご利用く
ださい。使用期間は10月末まで
を予定しています。
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　商工観光課商工労働係 � 62-1211(内線362)

　町では小規模企業の資金の円滑化と雇用の安定並び
に企業の振興育成を図るため、中小企業特別小口貸付
制度を設けています。詳しくはお問い合わせください。

������150万円（運転資金、雇用の安定資金）
�����2.5％
�����30カ月以内（据置期間1カ月を含む）
����

・営業実績が1年以上あり、要綱に定める業種である
・緊急に資金を必要とするもので、使途が明確である
・常時雇用する従業員がおおむね5名以下である
・町税等の滞納がない
����連帯保証人1名以上を必要とする
�������留萌信用金庫羽幌支店
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　商工観光課商工労働係 � 62-1211(内線362)

　留萌地域には、特色ある農水産物や美しい自然など
の魅力ある資源がたくさんあります。こうした地域資
源を活かして地域経済の活性化を図るため、観光振興
や農商工連携に関する支援策を活用しませんか。ぜひ
参加ください。

���6月24日（水）　午後7:00から
���役場4階 大会議室
���支援策を紹介する施策説明会、個別相談会
��　町内の農業、漁業、商工業、観光関係者等
����無料
���留萌信用金庫、北海道留萌支庁、羽幌町
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　福祉課社会福祉係 � 62-1211(内線123)
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　羽幌町近郊の旬の自然をゆるゆると楽しむ観察会。
豊かな自然とのんびり向き合ってみませんか？

���7月5日(日)　午前9:00～正午
���北海道海鳥センター
���どなたでも参加いただけます
����100円（保険代）
����双眼鏡があればお持ちください
�����7月2日(木)
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　日本野鳥の会道北支部の会員による写真展です。道
北の豊かな自然とさまざまな野鳥の写真を展示します。

���7月1日(水)～8月30日(日)
���北海道海鳥センター

�������

　北海道海鳥センター � 69-2080



�������	
��

�������������

健康センター午後1：00～乳児健診  1日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ  6日(月)

健康センター午前9：30～苺くらぶ13日(月)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル15日(水)

健康センター午前6：00～市街地区総合健診17日(金)

健康センター午前6：00～市街地区総合健診18日(土)

健康センター午前6：00～市街地区総合健診19日(日)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ23日(木)

健康センター午前9：30～苺くらぶ27日(月)

健康センター午後0：30～1歳6ヵ月児健診29日(水)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル29日(水)

　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。あいあいサークルは0歳児のお子
さんとその保護者が対象です。申し込みはいりません。

������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

　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。

��　7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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　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。

��　7月14日(火)　午前9:00～正午
��　役場1階 相談室
������

・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

������　
　町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)
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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。事前に
お問い合わせのうえ相談することをおすすめします。

���7月9日(木)　午前10:00～午後4:00
��　役場4階 大会議室

�����

　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。

��　7月30日(木)
��　歌謡ビクス
��　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。

�����

������　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。

������　加藤病院
　　　　　(南6条5丁目)
　　　　   � 62-1005
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�留萌社会保険事務所 � 0164-43-7211
�������	
　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。
今回は保健師による講話を行います。気軽に楽しみな
がらご参加ください。送迎バスも運行しますので、ご
利用の方は申し込みの際にお知らせください

��　7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
����　7月21日(火)まで
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栄町南団地バス停前　午後1：05

栄町団地バス停前（旧道立病院）　午後1：08

東出商店前（幸町）　午後1：10

沿岸バス羽幌ターミナル前（旧駅）　午後1：15

喫茶店イフ前（南大通3）　午後1：17

朝日生命前（南大通1）　午後1：20

　留萌信用金庫と留萌支庁では、地域のものづくりを
支援するため、中小企業などに対し商品開発などの費
用の一部を助成します。詳しい内容や応募方法はお問
い合わせください。

����　1件あたり10万円以内（一応募者につき1件）
����　10件程度（選考委員会により選考）
����　町内に事業所がある中小企業、団体、個人
������

・地元の食材を活用した商品開発及び販路拡大
・新技術を取り入れた商品開発及び販路拡大
・事業拡大や地域振興に特に効果が認められるもの
����　7月31日（金）
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　留萌支庁地域振興部地域政策課 � 0164-42-8423

����������NPO法人羽幌町体育協会
　 羽幌町総合体育館パワデール内 � 62-6030
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　ランナーが事前に予想タイムを登録し、実際の走行
タイムとの誤差により順位を決定する「宣言タイム制」
マラソン大会の参加申込を受け付け中です。
　自分のペースで走ることができますので、日頃ジョ
ギングをされている方にもおすすめです。
　入賞の秘訣は自分のペースを守ることです！

��　7月26日(日）※雨天決行
���　総合体育館～汐見方面往復
����　小学3年生以上
���　一般の部（高校生以上）3,000円
　　　　少年の部（中学生以下）1,800円
����　6月30日(火)まで
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　老人クラブでは会員を募集しています。自らの生き
がいを求めて次のような活動をしています。一緒に活
動してみませんか。

����

　社会奉仕活動、芸能発表会などの文化活動、スマイ
ルボーリングなどのスポーツ活動、旅行などの研修活
動、レクリェーション活動
　　　　　

�������	
�老人クラブ連合会事務局
　 羽幌町老人憩いの家 � 62-1333
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