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　地方税法等の改正に伴い、羽幌町国民健康保険税条
例も今年の4月1日から改正しました。主な改正内容は
次のとおりです。
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�国民健康保険の被保険者だった方が後期高齢者医療
制度に移行する場合、国民健康保険税の軽減判定所得
の算定の特例が移行後5年間だったものを恒久化。

�後期高齢者医療制度への移行によって国保の単身世
帯となった世帯(特定世帯)は移行後5年間世帯別平等割
額を2分の1減額する措置に加え、移行後6年目から8年
目までの間にある世帯(特定継続世帯)に対し、世帯平
等割額を4分の1減額する措置を追加。

※この他に羽幌町税条例等も改正しています。改正内
容については、改めてお知らせします。
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　財務課税務係 � 68-7002 (課直通)
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　貴重な水資源の有効利用を図るとともに、道路陥没
などによる事故の未然防止を目的として、水道管の水
漏れを発見するための漏水調査と水道管の洗浄をあわ
せて実施します。
　実施時間は深夜となりますが、この作業により場所
によっては10分程度水がでなくなる時間帯が発生しま
す。町民のみなさまにはご迷惑をおかけしますが、ご
理解とご協力をお願いします。
 　また、水道水にニゴリが見られる場合
がありますので、ニゴリがなくなるまで
蛇口から水を出していただき、キレイに
なった後に利用してください。
　
�����川南地区 (下図の範囲)
�����6月17日(月)～28日(金) ※土・日除く
�����午前0:00～午前6:00頃まで
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　建設水道課水道係 � 68-7006 (課直通)
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調査区域　　　の範囲 

　これからの季節は、釣り、サーフィンなど、マリンレ
ジャーのベストシーズンを迎えます。マリンレジャー
を安全に楽しむために次のポイントを確認しましょう。
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　留萌海上保安部 � 0164-42-9118
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ライフジャケットの常時着用�①まずは浮いていること

防水パック入り携帯電話等の連絡
手段の確保

�②次に迅速な救助要請

海の事件・事故は局番なしの
「118番」 
�③緊急通報は
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　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。

����

�������	
�����������

　　　4件)(　　　0件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　6人)(　　　0人負 傷 者
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　166件)(　　　31件救 急 出 動

　　169人)(30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

　羽幌町の地元ブランド「焼尻サフォーク肉」の定着
と地産地消を図るため、町民のみなさんに特別価格で
販売します。希望される方は必ずご予約のうえ購入し
てください。

　

�����7月27日（土）から
�����1キログラム 3,600円（税込み）
�����6月20日(木)～7月14日（日）
                 ※販売予定数に達したら終了します

��������

・大山商店　　TEL 62-1067 / FAX 62-5858
・工藤精肉店　TEL 62-1155 / FAX 62-3613
・杉下精肉店　TEL 62-1412 / FAX 62-4936
・はた精肉店　TEL 62-1732 / FAX 62-4579

※予約制とし、ひとり2キログラムまで購入できます。ただ
し、用意できた肉量によっては、予約した場合であっても、
希望数を販売できない場合もあります。ご理解とご協力
をお願いします。なお、これは町が羽幌肉商組合へ補助
して実施するものです。
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　産業課農政係 � 68-7008 (課直通)
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　財務課税務係 � 68-7002 (課直通)
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　学校管理課学校教育係 � 68-7010 (課直通)

　町では、川北地区のみなさんが利用しやすいように
納税出張窓口を開設していますが、ここ数年の利用状
況から下記のとおり開設時間を変更します。みなさん
のご理解とご協力をお願いします。
　ご利用の際は、納付書をお忘れなくお持ちください。

�����午前9:00～正午まで(5月まで)
　　　　　　　　　　　▼
　　　　　��������������	
�����
����毎月27日(休日の場合は次の平日)

�����川北老人福祉センター　���������
�����町税、公営住宅使用料、保育料、介護保険料、
　　　　　上下水道使用料など
　　　　　※国民年金保険料は取り扱っていません。
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　保護者や地域のみなさまに教科書に対する理解と関
心を深めてもらうために、教科書展示会を開催してい
ます。どなたでも自由にご覧いただけ
ますので、ぜひご来場ください。

���6月28日(金)まで ※土・日除く
���役場庁舎 1階ロビー
　　　※今年度より中央公民館から変更
����

・現在使用している小・中・高等学校用教科書の見本
・平成26年度から使用する高等学校用教科書の見本
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��中央公民館内
　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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　20世紀美術を代表する巨匠として高い人気を誇るマ

ルク・シャガール。本展では、華やかなパリ・オペラ

座の天井画をはじめ、フランス各地

の教会を飾るステンドグラスとその

下絵などシャガールの代表的なモ

ニュメント作品を紹介します。

��　7月21日(日)　
��　北海道近代美術館
          (札幌市中央区北1条西17丁目)
���

��　町民(中学生以下は保護者同伴)
���　一般 1,000円 /高大生600円/小中生 400円
　　　　(10名以上の団体割引料金)※昼食代は自己負担
����　7月4日(木)まで
�����40名
※応募多数の場合は抽選とします。また、10名に達し
ない場合は中止とします。

中央公民館前集合、出発・午前7:30
北海道近代美術館到着・正午
北海道近代美術館出発・午後3:00
中央公民館前到着、解散・午後7:30
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　羽幌小学校プールの一般開放を実施します。ご利用
の際はスイミングキャップを忘れずに。

����　6月中旬～9月中旬
　　　　　※水温の状況をみて開放します。
����　(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12日～15日

�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　犯罪や非行をした人の立ち直りについてみんなで考
え、犯罪や非行の起きない社会をつくろうという、全
国で行われている運動です。
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　犯罪を犯し立ち直ろうとした人を地域で見守り支え
ていくことや、犯罪や非行をする人を生み出さない家
庭や地域づくりをすることも大切なことです。
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　この運動は今年で63回目を迎える全国的な運動です。
犯罪や非行のない地域をつくるため、安全で安心な暮
らしをかなえるために、自分には何ができるかを、み
なさんで考えてみませんか。

�������福祉課社会福祉係内
　羽幌地区保護司会事務局 � 68-7004 (課直通)
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�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　普段、あまり聴くことのできない「ゴスペル」。映
画「天使にラブソングを」で、一躍ブームとなりました。
　kikiさんはソロですが、明るいトークと美しいハー
モニーで観客のみなさんと一緒に歌ったり楽しいコン
サートです。みなさんお揃いでお越
しください。

������6月19日（水）　焼尻小中学校体育館
　　　　　　6月20日（木）　天売小中学校体育館
�����午後6:00開場 / 午後6:30開演
���　無料
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���������� 羽幌町総合体育館パワデール内
　NPO法人羽幌町体育協会　� 62-6030

　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28日(日）※雨天決行
���　総合体育館～汐見方面往復
�����(少年の部) 4㎞　(一般の部) 6㎞・10㎞　
����　小学3年生以上
���　少年の部（中学生以下）1,800円
　　　　一般の部（高校生以上）3,000円
����　7月1日(月)まで

���������	
���	����

������

�羽幌町観光協会 � 0164-62-6666

　焼尻めん羊牧場内「ふれあいファーム」でサフォー
クの羊毛を使ったクラフト作りが体験できます。親子、
友達仲間との旅の思い出にいかがですか。

� �　7月6日(土)、7日(日)、14日(日)、21日(日）、28日(日
)
���� 午前10:00～午後3:00
���焼尻めん羊牧場内 ふれあいファーム
   　　※7月6日、7日は焼尻めん羊まつり会場内（焼尻
　　　港周辺）
���会場で随時受付しています。
����ひとり1回 500円（材料費含む）
����ハガキ大の板に羊毛を貼って羊の形にするク
　　　ラフトと立体の羊を作成するコースがあります。
　　　（所要時間はおよそ３０分です）
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��������中央公民館内
　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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　陸上自衛隊第2音楽隊は、現在３６名の編成で自衛隊内
の儀式の演奏をはじめ、定期演奏や学生とのジョイン
ト・コンサートなど幅広く活動しています。この機会
に一流の演奏をご鑑賞ください。

��　6月22日(土)　午後1:30 開場 / 午後2:00 開演
��　中央公民館大ホール
���　無料
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　第60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
えた作品をご覧ください。

��　6月24日(月)～7月4日(木)　
��　中央公民館1階ロビー
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　平成26年度の留萌管内町村職員採用資格試験（第1次
試験）の案内です。受験を希望される方は次によりご
応募ください。なお、試験会場など詳しくはお問い合
わせください。

����　上級（一般事務）
�����町村長部局、教育委員会等各種委員会事務
局、議会事務局等に勤務し、一般行政事務に従事。
����

�昭和58年4月2日から平成4年4月1日までに生まれた
方で、学校教育法による大学（短大を除く）を卒業ま
たは平成26年3月までに卒業見込みの方。
�����平成25年6月24日(月)まで
※平日の午前9時から午後5時まで。郵送の場合は6月24日
(月)までの消印があるものに限り受け付けます。

�����留萌町村会（留萌市住之江町2 留萌合同庁舎内）
�������平成25年7月28日(日)
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　留萌町村会 � 0164-43-4456
�総務課職員係 � 62-1211
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　留萌税務署総務課 � 0164-42-0661
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　札幌国税局では、税務職員を募集しています。
　税務職員は、人事院が実施する国家公務員採用試験
である税務職員採用試験の最終合格者の中から採用さ
れます。希望される方は次によりご応募ください。

�����　高校卒業程度
����

�高卒見込みの者及び高卒後3年を経過していない者
�����

�インターネット「http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html」
　平成25年6月24日(月)～7月3日(水)
�郵送又は持参
　平成25年6月24日(月)～6月28日(金) ※通信日付印有効
�����人事院北海道事務局（札幌市中央区大通西12丁目）
�������平成25年9月8日(日)

�������	
　
　羽幌町国際交流協会事務局　� 62-4461（小川）

　アメリカ・クロアチア・フィリピン・インド・バン
グラデシュなどから北海道大学に留学している方、20
名が来町します。　
　羽幌町国際交流協会ではホームステイの受入家庭を
募集しています。小さな、そしてあたたかい一夜の国
際交流をしてみませんか。

��　6月22日(土)～6月23日(日）
�����6月20日(木）まで

�������	
�����

�������	


　旭川弁護士会　� 0166-51-9527　

　旭川弁護士会では、弁護士が常駐していない市町村
を会場に、毎月1回、管内を巡回し相談会を開設します。
　身近に法律に関する問題がありましたら、この機会
にお気軽にご相談ください。なお、相談には事前予約
が必要です。

��　6月26日(水）　午後1:0０～午後4:00（1人30分程度）
��　中央公民館 3Ｆ会議室
����　法律相談全般(例：多重債務・交通事故・相
　　　　　続・犯罪被害など）
���　無料
����　堀田　健 弁護士
��　旭川弁護士会
�����羽幌会場以外にも、他の管内市町村会場へも申
込み可能です。詳しくは、お問い合わせください。
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　道立羽幌病院については土・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
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健康センター午前9：30～苺くらぶ  1日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル  3日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ11日(木)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル17日(水)

健康センター午後1：00～乳児健診17日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ22日(月)

健康センター午後0：30～1歳6ヵ月児健診24日(水)

健康センター午前10：00～離乳食教室26日(金)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ29日(月)
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　町内の保健事業や子育て教室などの日程を掲載して
います。事業内容など詳しくはお問い合わせください。

������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係　� 62-6020

「�������	
���」�������

　親子で参加できる子育て教室です。保護者の方が安
心して子育てできるようお手伝いをしています。楽し
い子育ての輪、友だちの輪を広げませんか。

��　毎週火・金曜日
�����午前9:30～午前11:00
��　すこやか健康センター
��　0歳から6歳までの幼稚園・保育園に未入園のお
　　　子さんとその保護者

����

　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。
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　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）

���7月11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
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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。

��　7月12日(金) 　午前9:00～正午
��　役場1階 相談室
�������町民課総合受付係 � 68-7003(課直通)
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　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。

��　7月22日(月) 　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
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　軽い運動や血圧測定などを行いますので、動きやす
い服装でお越しください。

��　7月30日(火)
��　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)

������　すこやか健康センター内

　 福祉課保健係 � 62-6020
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　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) 
��　川北老人福祉センター

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