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� 0164-62-1211(代表)
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�������北海道総合政策部知事室
　道政相談センター � 011-204-5523 
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　道が行った業務や制度の内容で、みなさん自身の利
害に関する苦情があれば「苦情審査委員」に申立てが
できます。委員が中立的な立場で必要な調査を行い、
道の関係機関に対し是正や改善を求めます。
　詳しくは、お問い合わせください。　

����　所定の苦情申立書に必要事項を記入し、郵
　　　　送、ＦＡＸ、メールで申立てする。
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　9月9日は「救急の日」。消防署では救命講習会を開催
します。家族や同僚が急に倒れたり怪我におそわれた
時、助けるのも助けられるのもその場に居合わせた
「あなた」です。この機会に応急手当の方法を身につけ
ませんか。

���9月7日(土)　午後1:00～午後4:00
���消防署2階 会議室
���中学生以上
����無料
����怪我等で出血した時の応急処置（止血法）
　　　・突然家族や同僚が意識を失って倒れたら
　　　　(心肺蘇生法）
　　　・ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使い方
�����30名程度
����受講者全員に交付
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　北留萌消防組合消防署警防課救急係 � 62-1246
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　羽幌警察署並びに消防署から7月における各件数な
どのお知らせです。
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　　　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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　　231件)(　　　28件救 急 出 動

　　232人)(　　　27人搬 送 人 員

　　　1件)(　　0件火 災 件 数

74千円)(　0円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者
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　例年、無宗教形式で実施している羽幌町戦没者追悼
式を次のとおり執り行います。
　式典に参列できない場合は、当日の「黙祷」にご協
力をお願いします。

���8月20日(火)
���中央公民館大ホール
���・開式　午前9:55（受付は午前9:00から）

　　　・黙祷　午前10:00　�������	
���

�������羽幌町戦没者追悼式実行委員会事務局
　福祉課社会福祉係 � 68-7004 (課直通）
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　旭川地方裁判所 � 0166-51-6251
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　平成21年5月21日のスタートから、4年が経った「裁
判員制度」。平成24年12月までに4,673人の被告人に判
決が言い渡されました。これまでの裁判員裁判の実施
状況をお知らせします。　
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　平成24年12月までに選任された裁判員の数は26,959
人、補充裁判員の数は9,307人でした。
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　平成24年12月までに判決が言い渡された裁判員裁判
の対象となった事件のうち、56.7％の事件が4日以内
で終了しました。
�������	


　�裁判員に選ばれる前
　　52.0％の人がやりたくないと回答がありました。
　　　 　　�
　�裁判員を経験してみて
　　95.4％の人がよい経験と感じたと回答がありまし
た。
　 ・普段経験できない貴重な経験だった
　 ・社会のことを考えるきっかけになった
　 ・裁判や裁判所が身近に考えられるようになった
※実施状況など詳しくは裁判員制度ホームページでご覧ください。
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　小中学生が何を感じ、何を考えているかを一般の人
に訴えるとともに、次代を担う清新で建設的な意見を
交換できるコンクールです。ぜひご来場ください。

���9月14日(土)　午後1:3０
���中央公民館大ホール
���羽幌町子ども会育成連絡協議会

������　中央公民館内
�社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　町では、平成21年9月に「羽幌町役場地球温暖化対策
実行計画」を策定し、役場の仕事から排出されるCO2
（温室効果ガス）の排出抑制に取り組んでいます。
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　計画4年目となる平成24年度の温室効果ガスの削減
率実績は、6.45％の減となりました。
　平成24年度夏季・冬季節電計画に基づく庁舎内の適
切な温度管理と節電に努めたため大幅な減少となりま
した。今後も職員1人ひとりが環境意識を高め、温室効
果ガス削減の取組みに努めていきます。
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※温室効果ガス排出量は、役場庁舎などの燃料や電気の年間
使用量に、二酸化炭素排出係数を用いて計算し算出していま
す。計画や点検・検討結果の詳細は、町ホームページでご覧に
なれます。
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・冷房の温度を1度高く、暖房の温度を1度低く設定する
・週2日は車の運転をやめる
・1日5分間のアイドリングストップ
・電化製品の電源はこまめに切る
・家族みんながシャワーの使用を少しずつ減らす
・風呂の残り湯を洗濯に使いまわす
・炊飯器やポットの保温をやめる
・家族が同じ部屋で団らんし、暖房と照明の利用を2割減らす
・買い物には自分の買い物袋を利用する
・1日1時間テレビの利用を減らす
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�����������2,802,096.9排出量(kg) ※
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-削減量(kg)

�����-削減率(％)
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　町民課環境衛生係 � 68-7003 (課直通)



　羽幌町文化協会主催の交流まつりを開催します。カ
ラオケやダンス、ゲームなどで秋の夜長を楽しく過ご
しましょう。

��　9月7日(土)　午後6:30
��　中央公民館大ホール
���　1,000円(入場券をお買い求めください）

������　中央公民館内�
　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　親子で楽しめる幼児向けの公演です。幼稚園、保育園
児向けの公演ですが、未就園のお子さんもご覧いただけ
ます。みなさんご来場ください。
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　羽幌小学校プールは、まだまだ開放しています。

�����9月20日(金)まで
�����(平日)午後3:00～午後9:00
　　　　　(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・8月12日～15日
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　えっ！ねこときんぎょがおともだち！？人形劇団で
おなじみの劇団カッパ座がやってきます！今回のお話
はネコと金魚の不思議な友情物語「ねこときんぎょ」
です。歌と踊りのミュージカルと
心温まる世界観をどうぞご家族で
お楽しみください。

���9月2日(月)　
          午後6:00開場 / 午後6:30開演
���中央公民館大ホール
����大人　前売券1,500円(当日1,800円)
　　　　小人　前売券1,000円(当日1,300円)
�������ベスト電器羽幌店、ダイソー羽幌店
                   　 羽幌カッパ座友の会(電話注文)
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　羽幌カッパ座友の会 � 62-2539

��������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880

　今年も小学生が夏休みに自由研究で作った作品を展
示します。子どもたちの力作をぜひご覧ください。

���9月5日(木)～9月19日(木)
��　中央公民館1階ロビー
�����2・4・6年生の作品
※展示スペースの関係から、今回は2・4・6年生の作
品展示となります。1・3・5年生の作品は、冬休み作
品展として開催予定です。

��������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　地域全体で福祉を考える場として子どもからお年寄
りまでみなさんが交流を深めることを目的に、今年も
ふれあい広場を開催します。

���9月8日(日)　午前10:00
���レストパークはぼろ周辺
※雨天時は旧町民体育館、勤労青少年ホーム駐車場
���

�ふれあい模擬店　�エアースライダー遊具 
�展示・相談コーナー　�ビンゴ大会 ほか
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　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311
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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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　星星會展は、2005年に第１回を開催し、以降隔年で

展覧会を開催しいるグループ展です。メンバーは、下

田義�氏、竹内浩一氏、田渕俊夫氏、牧進氏で日本画の

伝統を未来へ受け継ぐ事を目指し、新作の大作を中心

に発表する展示会です。ぜひご覧ください。

��　9月15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 600円 /中高大生300円/小学生以下無料
　　　　(10名以上の団体割引料金)
             ※昼食代は自己負担
����　8月30日(金)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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　保健師と栄養士による健康相談です。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。

��　9月17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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　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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　留萌町村会 � 0164-43-4456/総務課職員係 � 62-1211
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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

　次のとおり嘱託職員を募集しますので、希望される
方はご応募ください。

�������1名
�������・羽幌町内に在住し、平成25年10月1日現在
　　　　　で年齢65歳以下の方
　　　　　・刈払機の操作資格を有し、かつ除雪機等の
　　　　　操作が可能な方
����　週29時間以内とし、別途定める。
����　平成25年10月1日～平成26年3月31日(予定)
��　月額 111,500円
���健康保険、厚生年金、雇用保険等に加入
����　市販の履歴書(顔写真貼付)に必要事項を記
　入し、8月30日(必着)までに申し込む。※郵送可
����　履歴書による書類審査、面接 ※日程は後日通知

�������	
�〒078-4198羽幌町南町1番地の1
　学校管理課総務係  � 68-7010 (課直通）
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　9月3日に開催の総務産業常任委員会活動報告会では、
通常の質疑回答とは別に、当常任委員会(産業、観光、
建設港湾、財政関係等)の活動に関して、提言を受け付
ける時間を設けます。あらかじめ、提言内容と提言希
望者数を把握したいため、登録制としますのでご希望
の方は、議会事務局まで申込みください。

����　8月30日(金)まで
����・様々な提言の傾聴が目的のため、委員会から
　　　　の回答はありません。
　　　　・発言時間は一人3分程度を予定
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��　9月3日(火)　午後6:30～
��　中央公民館 小ホール　
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　羽幌町議会事務局  � 68-7011 (課直通）
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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。
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�����平成2年4月2日から平成8年4月1日までに
　生まれた方（大学卒業及び卒業見込みは除く）
　消防は身体等に関する要件が必要です。
�����平成25年9月9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9月9
日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10月20日(日)

��������

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
従事します。

一般事務初級

消防署に勤務し、専門的業務に従事します。消防初級

����

　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。

�������	
��

　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）

���9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
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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。

��　9月11日(水) 　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。

��　9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

　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。

������　苫前クリニック
　　　　　(苫前町字苫前)
　　　　   � 64-9070
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　 北海道立羽幌病院 管理栄養士 石川 � 62-6060
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　北海道栄養士会留萌支部では、健康な毎日を送るた
めの食事に関することや正しい漢方薬の基礎知識を学
んでいただくヘルシーライフ教室を開催します。毎日
の健康づくりにみなさんお揃いでお越しください。

���9月7日(土)　午前10:30～午後3:00
���中央公民館小ホール
����500円
����不要です。直接会場にお越しください。
���講演1「食べることは生きること」
　　　芦別慈恵園 施設長 川邊 弘美 氏
　　　講演2「漢方薬を理解する～漢方薬って何？～」
　　　旭川医科大学病院麻酔科 准教授 間宮 敬子 医師
���公益社団法人 北海道栄養士会留萌支部
���㈱ヤクルト
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健康センター午前9：30～苺くらぶ  2日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル  4日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ  9日(月)

健康センター午後1：00～乳児健診11日(水)

健康センター午後0：30～1歳6カ月児健診18日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ19日(木)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル25日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ26日(木)

健康センター午前7：45～
乳がん・子宮がん検診
骨粗しょう症健診

29日(日)

������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020
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　町内で行われる保健事業や子育て教室などの日程を
お知らせします。

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

��　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
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