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　昨年6月に改正された道路交通法により、自動車の後
部座席のシートベルト着用が今年の6月19日までに義
務化されます。シートベルトの着用により、運転者も
同乗者も万一の事故から身を守りましょう。
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・車内各部(座席や天井)へ顔や体をぶつけたり、ガラ
スを突き破って車外へ投げ出される危険性があります。
・事故の衝撃で運転者や助手席の同乗者にぶつかり、
怪我を負わせたり自身が怪我を負う危険性があります。
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　羽幌警察署警務係 � 62-1110 (内線222)

　ガソリン価格の値上がりによりポリ容器等でのガソ
リンの買いだめが考えられますが、このような行為は
火災予防上、危険を伴い大事故の発生が心配されます。
ガソリンは何らかの小さな火種があれば、爆発的に燃
焼する極めて危険性の高い物質です。
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・ガソリンや軽油の買いだめは極力控えましょう。
・ガソリンを乗用車で運搬する場合は、専用金属製容
器で最大22リットルまでです。
・セルフスタンドでは、利用客自らがガソリンを容器
に入れることはできません。
・消防法令の基準に適合した容器を使用しましょう。
　（ホームセンターやスタンドなどで購入できます）
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・40リットル以上200リットル未満のガソリンを保管
する場合は、あらかじめ保管場所の構造要件が不燃材
料を使用しているなど、関係条例の基準に適合してい
る旨の書類を添えて、消防署への届出が必要です。
・200リットルを超える場合は町長の許可が必要です。
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　北留萌消防組合消防署予防課　� 62-1246
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　　　2件)(　　　0件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　2人)(　　　0人負 傷 者
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　131件)(　　　36件救 急 出 動

　　128人)(　　　36人搬 送 人 員

　　　3件)(　　1件火 災 件 数

25千円)(　　16千円損 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4月における各件数な
どのお知らせです。
　行楽シーズンがはじまります。遠出をする機会が多
くなるこの時期、時間と心にゆとりのある運転を。

�������	
������

　自動車税は毎年4月1日の所有者(使用者)の方に納め
ていただく道税です。必ず納期内に納めましょう。

�納税通知書は5月7日に発送していますが、納税通知
書が届いていない方は留萌支庁税務課までご連絡願い
ます。
�平成20年度の自動車税納税通知書(バーコードが印字
されているもの)は、従来の金融機関のほか指定のコン
ビニエンスストアから納税することもできます。

������　サークルＫ、サンクス、スパー、
　　　　　　　セイコーマート、セブンイレブン、
　　　　　　　ファミリーマート、ローソン
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　留萌支庁税務課　� 0164-42-8416
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　春の消防演習を実施します。火災防ぎょ訓練中は、
付近の消火栓を使用しますので、地域によっては水道
水が濁る恐れもありますが、よろしくご協力のほどお
願いします。
　また、訓練区域内は大変危険を伴いますので、付近
には車を駐車しないようお願いします。

���　6月1日(日)
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・南3条通り、ヘアーサロン・うつみ（フェローズ）前
において、羽幌消防団による分列行進を行います。
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・羽幌綜合車輌工業(株)前にて救助救出訓練を行い、同
工場を想定して火災防ぎょ訓練を行います。
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　総務課情報管理係　� 62-1211(内線216)

　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についてお知らせしてい
ます。
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100071926町長

0000549教育委員会

0000000議会

0000101その他

1000132336合計

��������	
��������

�������	
����������

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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�北留萌消防組合消防署警防課 � 62-1246
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羽幌町情報公開条例・個人情報保護条例について�

各種統計調査について�

羽幌町の基本計画について（総合振興計画・自立プラ
ン・都市計画・その他各種計画について）

�

はぼろの財政状況について�

町税の納税や種類について�

固定資産税のあらまし
（税額の算定と納税・評価替えについて）

�

ごみ処理の現状
（ごみの分別収集、資源化・きらりサイクル工房等）

�

町営住宅建設の今後の展望�

環境と生活を考えよう
（町の環境考える、環境を守る生活とは）

�

環境とわたしたち（海鳥を中心にした自然環境・環境
保全・海鳥の生態系や分布状況について）

��

介護保険制度と在宅福祉サービスについて��

認知症予防教室
（高齢と認知症・認知症の早期発見とその対策）

��

介護教室
（高齢者の疾病・在宅サービスの利用と生活支援）

��

介護予防教室
（成年期からの介護予防・生活設計について）

��

栄養教室
（健康増進、疾病予防の食事、料理・簡易食事診断）

��

すこやか講座（健康づくり・疾病予防、早期発見と改
善方法について）

��

国民年金（基礎年金）について��

国民健康保険講座
（健康保険制度・高額療養費について）

��
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長寿医療講座
（長寿医療制度・各負担金減額等について）

��

北海道医療給付講座
（重度医療・ひとり親医療・乳幼児医療・老人医療）

��

社会福祉講座
（心身障害者福祉・児童福祉・老人福祉について）

��

トイレの水洗化、補助制度について・上下水道事業の
あらまし

��

水道料金と水道施設について��

羽幌町浄化センターのしくみについて
（施設の見学・説明等）

��

新農業者年金制度について
(新旧制度の比較、家族経営協定等)

��

農地転用許可等について��

観光の現状と課題について��

学校教育、家庭教育について
教育相談全般について

��

生涯学習ってなぁに
(なぜ生涯学習なの)

��

健康づくりのすすめ
（簡単ストレッチ体操）

��

健康づくり講座
（運動不足解消・健康維持のためのメニューについて）

��

スキー技術の習得（基礎～応用）��

水泳技術の習得（基礎）��

救急救命講座
（応急手当の重要性・止血法・心肺蘇生法について）

��

火災予防講座
（初期消火の重要性・火災の煙の恐ろしさについて）

��
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　町内に居住、勤務または在学する方で、職場や町内会
などの団体・グループで5人以上集まれば利用できます。
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　原則として、平日の午前９時から午後９時までの２時
間程度とします。土日開催などの要望については担当
課内で検討し対応します。
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　会場は原則として町内各公共施設や集会所などとし
ます。なお、会場は申込者で準備していただきます。
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880

　出前講座「ほっと講座はぼろ」は、町民の団体やグルー
プが主催する学習会などに町職員が講師として出向き、
町政や専門知識を生かした説明や実習を行うことによ
り、町職員と町民のコミュニケーションを図るとともに、
町民のまちづくりに対する理解を深め、生涯学習の推進
を通して「自ら学び創造性豊かで生き生きとした人づく
り・町づくり」を目指しています。
　「もっと町のことを知りたい」、「利用したい制度があ
るので詳しく知りたい」など、普段なかなか知る機会が
ないことなどはぜひご利用下さい。
　受講を希望される場合は、開催
希望日のおおむね１カ月前までに、
社会教育課社会教育係に申込書を
提出してください。電話、FAXで
の申し込みもできます。
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　農業委員会の活動内容(昨年1月～12月)についてお知
らせします。総会については、概ね毎月下旬に開催し
ています。
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　留萌支庁水産課漁業管理係 � 0164-42-8472
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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　津軽三味線の新田親子として活躍の新田昌弘と、和
太鼓の期待の新星しんたが今までにない和楽器のセッ
ションを実現します。三味線の繊細さと和太鼓の迫力
をぜひお楽しみください。

���6月24日(火)　午後6:30(開場) 午後7:00(開演)
���中央公民館大ホール
�����一般 1,000円 / 高校生以下無料
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　第55回写真道展の入賞・入選作品、約200点を展示
します。北海道の生活・産業・観光・自然の一瞬をと
らえた作品をぜひご覧下さい。

���6月17日(火)～26日(木)
���中央公民館1階ロビー
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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　水道事業者は水道の使用者に対して、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、次の各閲覧場所に備えてありますの
でご覧ください

�����羽幌町上水道事業
　　　　　羽幌町簡易水道事業(曙・天売・焼尻)
�����役場建設水道課、天売支所、焼尻支所、
　　　　　中央公民館、曙生活館
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　建設水道課水道係　� 62-1211 (内線 326･327)
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10回農業委員会総会

79件農業経営基盤強化促進法による諸手続き

35件所有権移転に係る嘱託登記事務

1件 第3条許可

農地法
による

1件 第4条許可

2件 第5条許可

14件 第20条による受付

11件現況証明

13件農地等斡旋及び調整

随時農業者年金業務(各相談、現況届の受付･処理)

随時贈与税･不動産取得税納税猶予該当者申告指導

随時その他農地等に関する相談業務

1回作況調査・農地パトロール
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　農業委員会　� 62-1211 (内線 332)
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　遊漁船業を行うためには、遊漁船業務主任者を乗船
させることが法律で定められており、遊漁船業務主任
者になるためには講習の受講が条件となっています。
　平成15年度に講習を受講された方で遊漁船業務主任
者を継続するためには、再度講習を受講し更新しなけ
ればなりません。

���6月27日(金)　午後1:30 (受付は正午から)
���留萌市中央公民館
���封筒に「遊漁船業務主任者講習受講」と記載し、
　　　80円切手と返信用封筒、さらには下記の事項を
　　　記載した用紙を同封し、送付してください。
　　　(1)受講希望者の氏名・住所・連絡先電話番号
　　　(2)新規と更新の別
　　　　※更新の場合は遊漁船業者の登録番号と前回
　　　　　受講時の終了証明書番号も必要
�����6月6日(金)



　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。

��　6月20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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　留萌社会保険事務所 � 0164-43-7211

年金の加入状況の確認、納付書や年金手帳の再発行な
ど年金に係る相談を受け付けています。

���6月12日(木)　午前10:00～午後4:00
��　役場4階 大会議室
��　事前予約がおすすめです。
　　　予約方法は直接社会保険事
　　　務所に電話するか、役場窓
　　　口にある予約票で申し込ん
　　　でください。
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時
10９

時
　時間

曜日
羽幌バドミントン愛好会

軟式ママテニスA面月
曜
日

卓球友の会

羽幌ＦＣ(第2･4週)
羽幌中学校卓球部

B面
ストロベリー 'S

軟式ママテニス
清掃のため休館

A面火
曜
日

土木バドミントン

ミニバレーボール連盟
ファイターズ

B面
さわやか卓球

羽幌籠友会
土木バド

A面水
曜
日

羽幌中学校卓球部

羽幌ＦＣ
ラベンダーズストロベリー 'S

B面
ピンポンクラブ

格斗(成人)
格斗クラブ(少年)A面木

曜
日 羽幌バドミントン愛好会さわやか卓球

B面
卓球友の会ファイターズ

羽幌籠友会A面金
曜
日 ミニバレーボール連盟

ラベンダーズストロベリー 'S
B面

羽幌中学校卓球部ピンポンクラブ

A面土
曜
日 たくっちＦ.ＣB面

A面日
曜
日 B面
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　町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)

　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。
　6月から会場が役場に変わります。お間違えのない
ようお気をつけください。

��　6月10日(火)　午前9:00～正午
��　役場1階 相談室
������　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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������　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。

��　6月27日(金)
��　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)
　　　※動きやすい服装でお越しください。
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　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、事前にお電話でお申し込みください。
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健康センター午前9：30～小苺くらぶ  5日(木)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル11日(水)

健康センター午後1：00～乳児健診11日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ12日(木)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ16日(月)

健康センター午後12：30～3歳児健診18日(水)

焼尻研修センター午前5：00～焼尻地区総合健診24日(火)

天売研修センター午前5：00～天売地区総合健診25日(水)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル25日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ30日(月)

�������	　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
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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。
今回はサンセットプラザのスタッフによる講話を行い
ます。健康相談も併せて行いますので気軽にご参加く
ださい。

��　6月26日(木)　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
����　6月19日(木)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

　6月1日は「人権擁護委員の日」です。
　人権擁護委員は、いつでも地域住民からの相談に応
じています。相談内容についての秘密は守られます。
また、相談は無料で難しい手続もありません。人権相
談は、離婚相談などの家庭内の問題や借地借家の問題、
隣近所のもめごとなど、とても幅広い内容となってい
ます。羽幌町では下記により「特設人権相談所」を開
設し、人権に関わるご相談をお受けします。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3研修室
������

　工藤 喜一 氏・花房 毅 氏・坂本 ちゑ子 氏

��������	
��

������

　町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)

　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

�������	



