




羽幌警察署並びに消防署から9月における各件数な
どのお知らせです。
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北海道では、札幌市を除く道内各地で使える「旅を
しよう!!どさんこ旅行券」を発売中です。また、札幌
市では札幌市内で使える「ようこそさっぽろ!!札幌旅
行券」を発売中です。いずれも額面10,000円の旅行券
を8,000円で販売しています。
この秋冬は、北海道内をお得な旅行券で旅しましょう！！
どさんこ旅行券
販売価格
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発行方法

1冊 8,000円
宿泊施設専用券 5,000円券1枚
宿泊、観光施設共通券 1,000円券5枚
インターネット
インターネット
10万冊
(1人5冊まで)
ハガキ
5万冊
(1人各5冊まで)
道民

利用期間

平成27年9月1日〜平成28年2月29日
道内(札幌市を除く)の 札幌市内の宿泊施設、
宿泊施設、
観光施設 観光施設

※あらかじめ登録された施設でのみ利用できます。
登録施設及びチケットの購入方法など詳細は下記HPを
ご覧頂くか、お問い合わせください。






9月23日午後6時50分頃、羽幌町内国道上において交
通死亡事故が発生しました。
悲惨な死亡事故を二度と発生させないために、次の
ことを守りましょう。

・秋は日没が早まります。歩行者などの見落としに注
意しましょう。
・飲酒運転は犯罪です。絶対にやめましょう！


・薄暮時間帯の外出は、なるべく控えるようにしましょう。
・外出の際には、明るい服装で反射材を着用しましょう。






羽幌警察署  62-1110





  






どさんこ旅行券コールセンター  011-351-3161
・ホームページ http://www.tabi-dosanko.com/

札幌市コールセンター  011-222-4894
・ホームページ http://www.tabi-dosanko.com/sapporo
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 0164-68-7013(課直通)
 http://www.town.haboro.lg.jp/
 c-kouhou@town.haboro.lg.jp






羽幌町商工会地域消費活性化事業として、プレミア
ム付き商品券の販売とスタンプラリーを実施します。
10月20日(火)〜12月31日(木)
1冊 10,000円（1,000円券12枚プレミア率20％）
※お一人3冊 30,000円まで
3,000万円（3,000冊）
[市街]商工会 [天売]川口商店 [焼尻]小田商店
65歳以上限定 10月20日(火)
全町民対象
10月21日(水) 〜完売まで
※開始時間 市街 午前9:00/離島 午前8:00
 (10月20日〜12月31日午後5:00まで)
5店舗のスタンプを集めて参加できます。
取扱店等詳細は、
羽幌町 H P・チラシ等でご確認ください。




   



札幌旅行券

販売対象

利用施設





道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべ
ての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイトなどを
含む)に適用される北海道最低賃金(地域別)が次のとお
り改定されます。
時間額 764円
 平成27年10月8日
※最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨
時に支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入されませ
ん。最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃
金法違反として処罰されることがあります。
なお、特定の産業で働く方には北海道の特定(産業別)最
低賃金が適用されます。詳しくはお問い合わせください。

留萌労働基準監督署  0164-42-0463


羽幌町商工会






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。
11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2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


町民課環境衛生係  68-7003 (課直通)

 62-2209

「

」





北海道海鳥センターでは、地球温暖化対策（CO2削
減）のため次の期間、開館時間を変更します。
 平成27年11月1日(日)〜平成28年3月31日(木)
 午前9:00〜午後4:00

生ごみからできた堆肥「きらりコンポスト」を配布し
ます。この堆肥は、苫前町・羽幌町・初山別村の家庭
などから収集した生ごみを発酵させたもので、窒素・リ
ン酸・カリなどを含んだ有機物主体の特殊肥料です。
家庭菜園などにご活用ください。

10月24日（土） 午前10:00
中央公民館駐車場（レストパーク側）
 3,000袋（無くなり次第終了）
※ただし、受け渡しできる堆肥の数は、原則ひとり5袋以内。


北海道海鳥センター  69-2080


町民課環境衛生係  68-7003 (課直通)

















 

今回は親と子が一緒にバランスのよい食べ方や適切
な食習慣を身につけるなど「食育５つの力」を中心と
した食育の普及を目的とし、さらにその中の「選ぶ力」
に「味がわかる力」を加え、豚汁づくりにチャレンジ。
子どもの頃からの減塩対策とバランスプレートを使い
バランスガイドを完成させることを目的としています。
 11月8日(日) 午前10:00〜午後1:00
 すこやか健康センター
 小学生とその保護者
 食育の話、調理実習(おにぎらず、豚汁、あっさ
り塩キャベツ、つぶつぶいちごラッシー）
 1人300円  エプロン、三角巾
 10月28日(水)
羽幌町食生活改善協議会



農家のお母さんたちが丹精込めて作った留萌管内の農
産物や加工品を販売します。ぜひご来場ください。
10月17日(土) 午前10:30〜午後0:30
羽幌町総合車輌車庫(南町グラウンド向かい)
農産物、加工品、手工芸品の販売
お雑煮、牛乳などの飲食コーナー、酪農クイズ、
ドライフラワー、ハロウィンかぼちゃ作りなど
留萌管内農村女性ネットワーク ｢オロロン」
中留萌支部


すこやか健康センター内
健康支援課保健係（栄養士） 62-6020




農林水産課農政係  68-7008 (課直通）




































秋も深まり暖房器具の使用などにより、火災が発生
しやすい時季を迎えました。町民みなさんの火災予防
に対する意識を高めて頂くことを目的に、秋の火災予
防運動を実施します。


私たちの身の回りにある暖房器具の多くは灯油を燃
料としています。その取扱いを誤れば火災等の事故を
引き起こす危険性があります。灯油を安全に取り扱う
ため、保管や取扱いに注意することが大切です。
石油ストーブ等に灯油を補給する場合は、必ず火を
消し、灯油が漏れないように注意すること。
灯油を保管する容器は専用の物で安全性に関する推
奨マーク及び認定証が貼付されているものを使用し、
必ず栓で密閉し火気から遠ざけて保管すること。

 
住宅用火災警報器の設置は義務付けされています。
火災発生時にきちんと作動するように日頃から点検と、
年に1回程度、布で乾拭きするなどお手入れをしておき
ましょう。また、電池交換時期の確認も忘れずに！

北留萌消防組合消防署予防課  62-1246

 




地域の課題に対して町民、ＰＴＡ、行政などが一体と
なって取り組み、課題解決を図るため毎年開催していま
す。今回は北海道立教育研究所から専門講師を招き、近
年増加している中高生のネットトラブルの現状や被害に
遭わないための心構え、防止対策などについて講演会を
開催します。

北海道では、個人住民税の特別徴収（給料から天引
き）の推進を図るため、事業主のみなさまが、特別徴
収の手続きをご利用しやすいように、道のホームペー
ジ上に個人住民税の特別徴収に関する道内各市町村提
出用の様式を掲載し、ダウンロードしてお使いいただ
けるページを作成しました。特別徴収の手続きにぜひ
ご利用ください。

11月12日(木) 午後7:00
中央公民館大ホール
「子どもたちをネットトラブルから守るには」
北海道立研究所附属情報処理教育センター
中井 英和 氏


http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/tax/
tokubetuchoushuu̲downloadsite.htm


http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/ts/zim/
kojinyosiki.htm

・給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届書
・納期の特例に関する承認申請書
・特別徴収への切替申請書
・特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書

中央公民館内
社会教育課社会教育係  62-1178

留萌振興局地域政策部
税務課主査(個人道民税)  0164-42-8419(直通)

 

運動の重点
子ども、女性の犯罪被害防止
防犯標語「」などを使った防犯指導を
繰り返し行い、登下校には見守り活動を！
「ついてない」「くるまにらない」「おきな
こえをだす」「ぐににげる」「だれかにらせる」
特殊詐欺被害の防止
「レターパックや宅配便で現金を送って」と言われた
ら詐欺です。儲け話や家族の名をかたり突然のお金の要
求には安易に信じることなく、怪しいと思ったら警察に
相談しましょう！
タイヤ盗難の被害防止
タイヤは鍵のかかる場所に保管し、鎖などで連結して
施錠しましょう！

羽幌警察署  62-1110


 
平成27年4月1日以降に工事契約し、平成28年1月29日ま
でに工事完了・実績報告のできる道産木材を利用した住
宅リフォームのうち、一定の要件を満たすものについて、
次のとおり商品券を交付します。


木材の量









 





 








5

m3以上10





交付金額(1棟当たり)

m3未満

60,000円

10 m3以上15 m3未満

130,000円

15 m3以上

200,000円


工事区分

交付単価(1m2当たり)

床

3,300円/m2

内装

2,300円/m2

※上限は20万円（合計で）
平成27年10月19日(月)〜11月13日(金)

・北海道木材産業協同組合連合会  011-251-0683
(札幌市中央区北4条西5丁目1番地北海道林業会館3階)
・北海道水産林務部林業木材課  011-204-5490


 



道町民税（第3期分）
国民健康保険税（第4期分）









町内の保健事業や子育て教室などの日程です。








2日(月)

苺くらぶ

午前9：30〜

羽幌保育園

5日(木)

あいあいサ〜クル

午前9：30〜

健康センター

9日(月)
10日(火） 市街高齢者インフルエ
午後1：00〜
26日(木） ンザ予防接種
27日(金）

中央公民館

9日(月)
天売高齢者インフルエ
午後1：00
〜11日(水)
ンザ予防接種
24日(火)

天売診療所

10日(火)
焼尻高齢者インフルエ
〜12日(木)
午後1：30
ンザ予防接種
25日(水)

焼尻診療所

11日(水)

小苺くらぶ

午前9：30〜

健康センター

12日(木)

乳児健診

午後1：00〜

健康センター

16日(月)

苺くらぶ

午前9：30〜

健康センター

19日(木)

あいあいサ〜クル

午前9：30〜

健康センター

19日(木)

1歳6 ヵ月児健診

午後0：30〜

健康センター

30日(月)

小苺くらぶ

午前9：30〜

健康センター

※インフルエンザ予防接種については、配布されてい
るチラシをご覧ください。(申込期限10/22厳守)
 すこやか健康センター内
健康支援課保健係  62-6020




毎週火・金曜日 午前9:３０〜午前11:00
すこやか健康センター
幼稚園・保育園に未入園のお子さんと保護者
保育士による手遊び ほか

 羽幌保育園内
子育て支援センター  62-1656




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）
11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





軽い運動や体重・体脂肪など各種測定、健康の話をし
ていますのでお気軽にご利用ください。



11月24日(火)
川北老人福祉センター (午前10:00〜午前11:00)






















































































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。


 

 すこやか健康センター内
健康支援課保健係  62-6020

 11月11日(水) 午前10:00〜正午
 役場1階 記者室(職員玄関側)

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、毎月1回
開催しています。
 11月24日(火) 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



















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）
スタジオ囲炉裏（羽幌町寿町2番地の5）








平成28年の新成人をお祝いします。
町外からの出席も可能ですのでお申込みください。


NPO法人 ウェルアナザーデザイン
 0164-56-1662/080-5723-9264(携帯電話)






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。

10/29(木) ママもヨガで全身リフレッシュ！
11/ 5(木) 〜世界にひとつの器作り〜陶芸教室
11/29(日) みんなの音楽会♪〜ママたちによる手作りコンサート〜

羽幌ままなびHP http://www.c-sqr.net/c/cs32357/
Facebookページ 「羽幌ままなび」
 村上・竹中・工藤
村上  090-2052-3948



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。



親子で参加できる子育て教室です。楽しい子育ての
輪、友だちの輪を広げませんか。










 my−childhood−friend@docomo.ne.jp






10月19日から25日までの一週間を行政相談期間と定め、
定例相談以外に相談日を設けます。相談内容の秘密は厳
守され相談料も無料です。お気軽にご相談ください。

道立羽幌病院は、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


町民課総合受付係  68-7003(課直通)

10月21日(水) 午前10:0０〜正午
中央公民館第2研修室

平成28年1月10日(日) 午後1:00から
中央公民館大ホール
平成7年4月2日〜平成8年4月1日生まれの方

羽幌町に住民登録のある方
申込みの必要ありません。
羽幌町に住民登録のない方
12月7日までにお申込みください。
（保護者からの申
込みも可）なお、12月7日以降に申し込まれた場合、式典
には参加できますが、成人者名簿に記載されません。

中央公民館内
社会教育課社会教育係  0164-62-1178

