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　羽幌警察署並びに消防署から8月における各件数な
どのお知らせです。
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　　　4件)(　　　1件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　4人)(　　　1人負 傷 者
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　　248件)(　　　30件救 急 出 動

　　236人)(　　　27人搬 送 人 員

　　　1件)(　　0件火 災 件 数

218千円)(　0円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者

　今年度も10月1日から赤い羽根共同募金運動が始ま

ります。

　この募金は、高齢者、障がい者、子どもたちなどへ

の地域福祉活動に役立てられます。地域の住民や、企

業の方々、みんなの想いを募金に託すことで、安心し

て生活できるまちづくりにつながります。

　みなさんの想いを赤い羽根共同募金へお寄せください。
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������　羽幌町共同募金委員会
　羽幌町社会福祉協議会内 � 69-2311

�������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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　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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　計画最終年となる平成25年度の温室効果ガスの削減
率実績は、7.92％の減となりました。削減目標の8％に
わずかに及びませんでしたが、節電、効率的な設備導
入などにより目標に近い削減をすることができました。
今後においても温室効果ガス削減に向けた取り組みを
推進していきます。

�������	
��(カッコ内は目標値)

※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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2,802,096.9排出量(kg) ※
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-削減量(kg)
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-削減率(％)
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　町民課環境衛生係 � 68-7003 (課直通)
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　町では、ＣＯ２の削減や省エネなど環境に優しい、
１００％電気で走る「ミニキャブ・ミーブバン」１台を購
入し、公用車として運用を開始しました。
　導入した車両は、災害時においては人荷運送、避難
周知及び避難所等における電源確保等を主目的として
運用し、通常時は他の公用車と同様に日常業務に使用
いたします。
　なお、平成25年10月と平成26年1月には天売・焼尻支
所に地域おこし協力隊活動車両として電気自動車を
リースで導入しています。

※主な特徴
・100％電気で走行
・走行中のＣＯ２排出０(ゼロ)
・普通充電でおおよそ150キロ走行
　可能(充電時間:200Vで約7時間、　
   100ボルトで約21時間)
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　総務課総務係 � 62-1211

� 0164-62-1211（代表）
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　高齢または身体上の理由などで自力で除雪するこ
とが困難な世帯を対象に、除雪サービスを実施して
います。希望される方はお申し込みください。
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�羽幌町在住で65歳以上の除雪支援が必要と思われ
る単身・夫婦世帯及び65歳未満で障がいや難病等で
除雪の労力確保が困難な世帯。
（ただし、次の①～③にあてはまらない方）
��������

�������	
�������������

�������	
�����

�������	
�������������

�������	


�����平成26年11月20日～平成27年3月16日（予定）

������無料�
�������	


　積雪がおおむね15cm以上となった場合、1日1回、
玄関前の除雪を実施。
�����10月3日（金）
�������	
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��訪問調査・課税状況等の内容をもとに利用可否を
決定して後日、文書で結果をお知らせします。

※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

　福祉課地域包括支援センター係 � 62-6021
　※離島地区は役場支所で申込みできます。
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申請期間を過ぎてしまうと原則、申請を受け付けるこ
とができません。申請がお済みでない方は、期間内に
申請をお願いします。
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なお、本年1月1日時点で羽幌町に住
所のあった全世帯あてに7月初旬に2
つの給付金の「申請所送付申込書（ハ
ガキ」）を同封した案内書を送付して
います。紛失等の場合は再発行いた
しますのでご連絡ください。

※お詫び
7月上旬に「申請書送付申込書（ハガキ）」を提出いた
だいた方へ町から「対象・対象外決定通知書」を送付
した際にお名前の敬称が抜けていた方がおりました。
該当される方につきましては、大変失礼をいたしまし
たことを謹んでお詫び申し上げます。
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　福祉課社会福祉係 � 68-7004 (課直通)
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���������　〒078-4106 羽幌町南6条2丁目
　社会教育課社会教育係(中央公民館内) � 62-5880
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　次のとおり武道館（教育委員会）の臨時職員を募集
します。希望される方はご応募ください。

����　武道館の清掃、除雪など管理全般
�����1名　
����　年齢18歳以上の方
����　月～金曜日 午後3:00～午後9:00(休憩1時間)
�����土曜日 午後4:00～午後9:00(休憩1時間) 
����　平成26年11月1日～平成27年3月31日まで
���時給� 800円
�����社会保険、雇用保険、非常勤公務災害に加入
�����市販の履歴書(顔写真貼付)に必要事項を記
入し、10月3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
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　留萌振興局 地域政策課 � 0164-42-8426

　道では、道内在住の個人および団体を対象に「北海道
シェイクアウト」という自主参加型の一斉防災訓練を
実施します。時間もかからないその場で行う大変シン
プルな訓練で、参加者の防災意識向上に効果的です。

����10月15日(水)　午前10:00
������それぞれの場所で概ね1分程度、下記の動作
　　　　  を行います。
　①姿勢を低くする
　②手や腕で首や頭部を守る
　③揺れが収まるまでじっとする
������無料
����　 専用Ｗebサイト(http://www.shakeout.jp）にア
クセスし、申し込みフォームから登録してください。
����　10月14日(火)まで
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　今回展示する写真は今年5/20～29まで東京で開催さ
れた「東京写真月間2014」に展示された天売島在住の
写真家寺沢氏の作品です。ぜひご来場ください。

���10月9日(木)～11月12日(水)
���中央公民館�書の北溟記念室
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　親子で楽しめる幼児向けの講演です。

���9月30日(火)午前10:00
��　中央公民館大ホール（入場料無料）　
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　切り絵や陶芸など、いちい大学生の作品を展示。

���9月30日(火)～10月3日(金)
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　管内陶芸愛好者の趣向を凝らした作品を多数展示。

���10月8日(水)～10月10日(金)

�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　ミニ盆栽趣味の会の会員が丹念に仕上げた作品を展
示します。どうぞお越しください。

���9月24日(水)～9月26日(金）
���中央公民館ロビー

������　ミニ盆栽趣味の会　長谷川 � 62-2540

　「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」ことを目的と

して開催されます。今回は片足のマルチアスリート田

中氏を講師に迎え講演を行います。お気軽にご参加く

ださい。

���9月26日(金)　午後7:00から
���中央公民館 大ホール
���「自身の可能性を信じて」　田中 哲也 氏
����無料（申込も不要です。）
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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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　動物の適正な飼育への関心と理解を深めるためプロの
ドックトレーナーによる講演、しつけ教室が開催されま
す。犬を飼っている方、これから犬を飼おうとしている
方の参加をお待ちしています。愛犬同伴で参加できます。

���9月20日（土）午前10:00～正午まで
���留萌合同庁舎（留萌市住之江町2丁目）
���「犬と正しく付き合うための講演」
　　　「しつけ実技指導」
　　　（愛犬の相談指導を受ける場合申し込み必要）
　　　※愛犬同伴による参加の場合の注意
　　　　・愛犬同伴の場合は市町村への飼養登録・狂
　　　　　犬病予防接種済みで健康な犬に限ります。
　　　　・庁舎内には犬は入れません。講演中は庁舎
　　　　　外に各自の責任で犬を管理してください。

�������	
�留萌振興局
　環境生活課自然環境係 � 0164-42-8436 (係直通)

　生後3カ月以上の犬は、法律で年1回の狂犬病予防注
射と生涯1回の登録が義務付けられています。
　町では、次の日程で今年度2回目の狂犬病予防注射
と登録受付を行いますので、都合の良い会場で接種し
てください。

��　9月26日(金)　午前10:00～午後4:30
����　3,110円(毎年1回)
���　600円(戸別訪問希望者のみ)
���　3,000円(犬の生涯に1回)
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老人福祉センター午前１０：００～１０：３０

漁村改善センター (港町4丁目)午前１０：３５～１０：５５

幸町南集会所午前１１：００～１１：２0

栄町コミュニティセンター午前１１：２５～１１：５５

羽幌消防署午後１：００～１：３０

羽幌上水道浄水場午後１：３５～２：００

羽幌町役場午後２：０５～２：３０

戸別訪問 ※事前に申し込みが必要午後２：３５～４：３０

※犬へは、首輪・口輪等をつけて犬に慣れた方が連れ
てきてください。飼い主が押さえることができない犬
は予防注射を受けられない場合があります。
　なお、狂犬病予防注射は年に1回受けるものです。
春（5月）に受けている犬は、今回の予防注射を受ける
必要はありません。
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　町民課環境衛生係 � 68-7003（課直通）
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　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311

　ひとり暮らしの高齢者が一堂に会し、お互いの交流
を深める集いを開催します。温泉に入ってお食事をし
て、みなさんで楽しい一日を過ごしませんか。

���10月10日(金)　
���妹背牛温泉ペペル(妹背牛町)
��　・午前8:30  　 羽幌出発　
　　　・午前11:00　 妹背牛温泉到着
　　　・午前11:30～午後2:50　会食、交流、温泉浴
　　　・午後3:00　   妹背牛温泉出発
　　　・午後5:30 　  羽幌到着（予定）
���平成26年10月10日現在で町内在住(離島は除く)
　　　の65歳以上のひとり暮らしの方。
���　1,000円(当日ご持参ください)
��　40名
�����10月3日(金) ※定員に達し次第締め切ります。
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������　
　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311

菅野 孝山春奈 かおり
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　永年にわたり郷土羽幌町の発展に寄与されたお年寄
りのみなさんを敬愛し、長寿をお祝いするため羽幌町
敬老の集いを開催します。
　入場料は無料ですので、ぜひ、ご来場ください。

���9月26日(金)　午後1:00式典開始
���中央公民館大ホール
���町内在住の65歳以上の方
��

・春奈 かおり （演歌・歌謡曲）
・菅野 孝山 (津軽三味線）
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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。
��������	
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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）

���10月9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

����

　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。

��　10月8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)
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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。

��　10月21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

����

　血圧測定、体重・体脂肪測定と個別に健康相談を行い
ます。

��　10月28日(火)　午前10:00～午前11:00
��　老人福祉センター
������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020

�������	


　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) 
��　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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　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

�������	
��

������　和田・村上
 � 090-1542-5432 � haru.michi.2916@gmail.com

　���������	
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　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。

��������	

9/25(木)　お魚のさばき方講座
　　　    ～旬のお魚をさばいみよう！～
10/1(水)　ｍｙ味噌づくり
��������

羽幌ままなびHP　http://www.c-sqr.net/c/cs32357/
Facebookページ　「羽幌ままなび」

�������������

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル  1日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ  6日(月)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ  9日(木)

健康センター午前7：45～乳がん・子宮がん検診
骨粗しょう症検診13日(月)

健康センター午後1：00～乳児健診14日(火)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル16日(木)

健康センター午前9：30～苺くらぶ20日(月)

健康センター午前10：00～離乳食教室23日(木)

健康センター午後0：30～3歳児健診24日(金)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ27日(月)

������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020

�������	
������

　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。
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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

「�������	
�����」

　今年もおろちゃんマラソン大会の参加者を募集して
います。健康増進や体力づくりに日ごろジョギングを
されている方、ぜひ参加しましょう。 

��　10月12日(日)　午前10:00スタート(雨天決行)
����　小学生以上の方
���　総合体育館～中央方面(往復)
���　無料
����　9月27日（土）
����　各種目タイム順位(1～6位まで賞状・メダル
　　　　　が授与されます)
※申込要領など大会の詳細はお問い合わせください。

�������	
�総合体育館パワデール内
　NPO法人羽幌町体育協会 � 62-6030

�������	
������

「�������	
����」
とおあしかい

　羽幌の自然や炭鉱跡地などを探訪しながら、自分の
足でフルマラソンの距離を歩いてみませんか？
　気軽に参加できるようハーフマラソンの距離を歩く
コース、ランの部も受け付けています。お誘いあわせ
のうえ、ぜひご参加ください。申込方法など詳しくはお
問い合わせください。

��　9月28日(日)　午前7:00スタート
　　　（雨天決行※強風・豪雨の場合は中止）
����　高校生以上で健康に自信のある方
����

・フルの部・ランの部　42.195km
　総合体育館～上羽幌～羽幌炭鉱～築別～総合体育館
・ハーフの部　21.0975km　※羽幌炭鉱までバス移動
　羽幌炭鉱～築別～総合体育館
���　軽食・飲物経費
・フルの部・ランの部　 1,500円
・ハーフの部　1,000円
����　9月20日(土）午後5時まで
※申込用紙は、総合体育館・中央公民館・
旭屋書店・リカーショップカクイにあり
ます。

����������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880

　今年も町民芸術祭（展示部門）を次のとおり開催し
ます。年に一度の発表の場、みなさんの力作を出品し
てみませんか。詳しくはお問い合わせください。

����　10月26日(日)～10月28日(火)
����　町内在住の方

�����菊花・写真・絵画・書道・俳句・短歌・川柳
����　10月10日(金)
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