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　みなさんのお宅は、もう下水道に接続されています
か？下水道が利用できる区域（供用開始区域）内では、
約4割の方が下水道に接続し利用されています。
　接続された方からは「臭いがしない」「虫が出ない」
という衛生面だけではなく、「用便をすますのに膝や腰
の負担が軽くなった」など身体面でも快適になったと
いうお話もお聞きします。
　広報はぼろ4月号にも掲載していますが、供用開始区
域になって3年以内に接続工事を行う場合、補助金の支
給や無利子での資金のあっせん制度の適用となります。
接続を予定されている方は、
冬期間は降雪等により工事が
困難な場合もありますので、
お早めに指定工事店へご相談
願います。
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   建設水道課下水道係　� 62-1211(内線322・323・325)

�������	
������

　住民税非課税世帯に属する方は、医療費の一部負担
金と入院時の食事代が減額されます。
　減額の適用を受けるためには、申請して認定を受け
る必要がありますので、窓口で手続きしてください。
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・老人保健の医療受給者証
・健康保険被保険者証
・印鑑
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8,000円8,000円12,000円外来限度額

15,000円24,600円40,200円
入院及び
世帯限度額

100円210円
(160円)��

260円
1日の標準負担額
(食事代)

���低所得�とは世帯員全員が住民税非課税の場合。

���低所得�とは低所得�の条件を満たし、かつ世帯員全員が

一定基準を満たしている場合。(一定基準とは各種控除後の所得

が0円となること)

���低所得�の方で長期入院(過去1年間で90日以上の入院期間)

のある方は、申請により食事代がさらに減額となります。
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　福祉課国保医療年金係　� 62-1211(内線127) 　羽幌町では平成１４年度から２３年度の１０カ年計画で、
公共下水道計画区域を除く町内全域を対象に、生活排
水による水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図る目
的で合併処理浄化槽設置整備事業を推進しています。
　この事業は、合併処理浄化槽の設置を希望される方
を対象に下記の人槽区分毎に決められた額を補助金と
して交付し、設置の促進を図る事業です。
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　公共下水道事業計画区域を除く行政区域
　(天売・焼尻・築別・上築・曙・寿町の一部・中央・
　平・上羽幌・高台・汐見地区)
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　上記の地域の方で、個人の専用住宅で対象人員１０人
　槽以下の合併処理浄化槽を設置する方。

�����

�������	
�������

��������������

363,000円423,500円5人槽

441,000円514,500円6人～7人槽

576,000円672,000円8人～10人槽
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　町民課環境衛生係　� 62-1211(内線105)
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　近所の人が寝ている時間や、燃えそうなものが近く
にあるとき花火をするのは絶対にやめましょう。
　使い終わった花火は必ず持ち帰るようにしましょう。
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　花火遊びは危ないと怒られ子どもたちだけで隠れて
遊び、事故を起こしてしまう例が少なくありません。
大人が積極的に一緒になって花火の正しい使い方、火
の後始末を指導してください。
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　線香の小さな火が、大きな火災や事故の原因となる
ことがあります。必ず火が消えたことを確認するよう
にしてください。
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　北留萌消防組合消防署　� 62-1246
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� 0164-62-1211(代表)
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　7月からほっと号の定期券を販売しています。料金
は1,000円で2カ月間有効です。有効期間内は何度でも
お乗りいただけます。2カ月で10回(5往復)以上乗車さ
れる方は大変お得ですよ。
　ますますお得で便利になったほっと号をどうぞご利
用ください。お買い求めは沿岸バスターミナルで。
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　沿岸バス(株)　� 62-1550
　政策推進課政策調整係　� 62-1211(内線225)
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　ハートタウンはぼろ内に開設している行政サービス
コーナーが、7月からより便利になりました。
　場所を1階に移転し、新たな取扱い業務として公民館
図書の返却も受付けます。
　なお、7月から休業日も変更となっています。お買い
物のついでにどうぞご利用ください。

��　ハートタウンはぼろ1階 エレベーター前
���午後1:00～午後4:00
���　第1・第3火曜日、役場の閉庁日
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　町民課　� 62-1211(内線100)
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　日頃の運動不足解消に、朝の散歩を兼ねて健康保持
にみなさんご参加下さい。

��　7月25日(火)～8月9日(水)　午前6:30から
　　　※雨天等で中止の場合は「赤旗」を掲げます
��　はぼろバラ園
��　羽幌町体育指導委員協議会

　
������　社会教育課体育振興係
　羽幌町総合体育館内　� 62-6030
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　道立消費生活センターの相談で50歳以下の相談件数
は減少の傾向にありますが、60歳以上の高齢者の相談
件数が一層増加しています。
　相談の多くは「会場に集めたり」や「訪問販売」に
よる、布団類や浄水器、健康食品、健康機器の販売が
あげられますが、最近は、消防法の改正で住宅に「火
災報知器の設置」が義務付けられたため、それを売り
つけるために、オレンジ色のつなぎを着て「消防から
来た」「準公務員である」など消防署員と思わせる悪
質な火災報知器の訪問販売による苦情が増えています。
消防署が住宅用火災報知器を直接販売することはあり
ませんので注意しましょう。
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　町民課町民生活係　� 62-1211(内線113)
　北海道立消費生活センター　� 050-7505-0999
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　今回は「雷」についてお話しします。雷は発達した積
乱雲（雷雲）によって起こり、電光や雷鳴を伴い、落雷や
ひょう、短時間に強い雨や突風をもたらします。
　雷の種類は、「 熱雷 」「 界雷 」「 渦雷 」に大別されます。

ねつらい かいらい うずらい

「 熱雷 」は、地面付近の湿った空気が熱せられて激しい
ねつらい

勢いで上昇することによって発生し、主に蒸し暑く風
の弱い夏の日の午後から夕方にかけて起こります。
「 界雷 」は、暖かい空気の下に冷たい空気がもぐり込む
かいらい

前線付近で発生します。このため、季節・時間帯に関係
なく起こりますが、北海道では秋雨前線による影響で
秋が雷の発生する一番多い時期となっています。
「 渦雷 」は、発達した低気圧や台風などの中心で周囲か

うずらい

ら吹き込む空気が、強い上昇流を起こすために発生し
ます。
　雷の年間の日数（平年値）は、旭川で10日、留萌では13
日となっています。主に夏から秋にかけてが多く、旭川
では6～10月、留萌は8～11月にかけて多く発生してい
ます。気象台では、雷により災害の起こるおそれがある
場合に、「雷注意報」を発表して注意を呼びかけます。
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　旭川地方気象台防災業務課　� 0166-32-7102
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　国土交通省の実施する「都市再生街区基本調査」の
一環として、国土地理院が町内で測量を実施します。
　都市再生街区基本調査とは、都市部の地籍調査を推
進するための基礎的なデータを整理するもので、人口
が集中している市街地を対象に平成16年度から実施さ
れている調査です。
　この中で実施する今回の測量は、新たな基準点を設
置するための測量と、既に設置されている基準点など
の再測量を行います。この測量は街区のの現状を把握
するための測量ですので民地へは立ち入りません。ま
た、民地との境界に関わる測量を行うものではありま
せんので、民地所有者の立ち会いも必要ありません。

��　平成18年8月～12月(予定)
����　羽幌町市街地区
����　街区基準点測量、街区点測量
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　北海道地方測量部測量課
　� 011-709-2311(内線4551)
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　6月に羽幌町内で2件の不審者目撃情報がありました。
幸い事件、事故には至っていませんが今後も注意が必
要です。北竜町では、小1女児が不審者に神社の社務所
裏まで連れて行かれ突然口をふさがれたため大声を出
して逃げ出した事件が発生するなど、子どもたちを守
るためには地域住民の力が必要です。

　空き時間、犬の散歩などを利用して町内パトロール
を行う「羽幌町パトロール隊」は随時募集中です。登
録された方には腕章、隊員名札、パトロールマニュア
ルなどを配布いたします。
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　羽幌町パトロール隊実行委員会事務局
　社会教育課社会教育係　� 62-5880

�����南4条4丁目���6月22日(木)　午後2:40頃

���男性、30～35歳くらい、黒のフード付きジャンパー、短

めの茶髪、黒のサングラス、白色薄型カメラ持参

���小5児童が帰宅途中、男を追い抜かそうとしたときに写

真を撮られたような気がした。

�����北5条通り���6月22日(木)　登校時

���上記の者に酷似

���生徒が登校中、後ろからついてきて追い越しざまに写

真を撮られた。

�����南5条4丁目���3月17日(金)　午後3:00頃

���男性、30歳くらい、茶色コート

���女子小学生が歩行中、男が小走りでついてきたので自

宅に逃げ帰った。

�����南町1���3月8日(水)　午後3:00頃

���男性、40歳くらい、身長170cmくらい、色不明コート、

黒ズボン

���女子小学生が下校途中、男に声をかけられ自宅に逃げ

帰った。

�����南4条3丁目���3月3日(金)　午前7:00頃

���男性、40歳くらい、身長170cmくらい、色不明コート、

黒ズボン

���登校途中に男から「学校に連れて行ってあげるか」と

声をかけられ走って逃げた。
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　平成17年度の取組み状況は、「農地、法面、水路、農
道の適正管理」「農地と一体となった周辺の管理」「「担
い手団体への支援」「学校教育機関と連携した自然生態
系の実施」などといった活動に加え、17年度からの新た
な取組みとして、「小学過程での農業知識向上、体験的
農業学習を通じた地域住民交流を目的とする協定締結
に向けた協議」や「農地、水路、農道等の補修・改良
を必要とする範囲及び位置を
示した農用地等保全マップの
整備」を実施しております。
　
　平成17年度の対象面積は、
約921ha、対象農家数等は167
件（うち生産組合2件、生産法
人1件、その他1件）、交付金総額は79,433千円余りと
なっています。
　耕作放棄の防止、生産性の確保及び向上、担い手の
育成などにより、経営体の確保と育成を図るものであ
り、地域農家への支援を推進しております。
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　中山間地域等においては、他の地域に比べ過疎化、
高齢化が急速に進行する中で、農業生産条件の不利な
地域が多いことから農地等への管理が行き届かず、耕
作放棄地の増加等による多面的機能の低下が懸念され
ています。このため、担い手の育成等による農業生産
活動等の維持を通じて、中山間地域等における耕作放
棄の発生を防止し、多面的機能を確保することを目的
とする制度です。羽幌町では、平成12年度から平成16
年度の1つの事業期間(5年間)を終了し、新たに平成17年
度から平成21年度の5年間を「新対策」に基づき事業を
実施しております。
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　農林水産課農政係　� 62-1211(内線342)
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　各地で語り継がれている「言い伝え」「生活史」など
に関する絵本を募集しています。絵本は創作ではない
史実や伝説などに基づくもので、子どもに分かりやす
い内容とします。デジタル絵本として子どもたちや次
世代に残してみませんか？
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　デジタル絵本として北海道のホームページで広く紹
介します。
������

�グループによる共同制作で未発表の作品
�作品は、日本工業規格A4版またはA5版サイズ(ヨコ
長に使用)で15枚以内
����

　作品に政策推進課に備えてある応募申込書を添付し
て提出してください。
����　11月1日(水)まで
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　政策推進課政策調整係　� 62-1211(内線224・225)
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　羽幌町文化協会では、個人、団体での発表会や展示
会の開催を支援しています。文化協会加盟の有無は問
いません。発表会・展示会を開催したい方は、羽幌町文
化協会事務局までご連絡下さい。
　日頃の活動の成果を披露してみてはいかがですか？

　
������　羽幌町文化協会事務局
　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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　社員の結婚や出産、就学などのお祝い事や、事故な
どのアクシデントが発生した時、少しでも助けになる
のが勤労者共済会が行う慶弔共済給付事業です。　勤
労者相互の助け合いによる福祉の向上を目的に、福利
厚生事業を少額の掛け金で会社に代わって行います。

����　留萌管内の中小企業で働くみなさま
����　会社単位でお申し込みください
���　毎月1人あたり700円
��　慶弔共済給付事業・レクリェーション事業・フ
　　　ラワープレゼントの助成事業・映画鑑賞券の斡
　　　旋事業・温泉入浴料のサービス事業
��　留萌支庁管内町村からの補助金と会員の会費で
　　　運営しています
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　羽幌町商工会　� 62-2209
　留萌管内町村勤労者共済会事務局(留萌支庁内)
　� 0164-42-8440(内線2418)
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　お子様が水に親しんでいただけるよう、楽しみなが
らの教室を開催します。申込み等詳細については、各
幼稚園及び保育所を通じて募集案内を配付します。

��　8月5日(土)・6日(日)　午前9:30から
��　羽幌小学校プール
��　来春もしくは来々春小学校に入学する幼児

�
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　社会教育課体育振興係
　羽幌町総合体育館内　� 62-6030
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　政治、軍事だけでなく、文化や芸術にも高い関心を
寄せたことで知られるナポレオン。その才能はあらゆ
る分野で発揮され、フランスの発展に多大な影響を与
えました。本展は、肖像画や自筆原稿、遺品といった
ナポレオンゆかりの品々をはじめ、同時代の絵画、彫
刻、工芸品、家具など約300点を紹介し、その波乱に満
ちた生涯を振り返るものです。
　スクールバスで送迎いたします。ご家族皆さんで参
加しませんか？
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　第31回少年少女卓球大会が開催されます。みなさん
ぜひ応援にお越しください。卓球教室の申込み等詳細
については、各小中高等学校及び一般はクラブチーム
を通じて募集案内をします。
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��　8月２０日(日)　午前8:３０から
��　羽幌町総合体育館

������

��　8月１９日(土)　午前9:３０から
��　羽幌町総合体育館

�������	
　社会教育課体育振興係
　羽幌町総合体育館内　� 62-6030

��������	
��

�����������	
�

��　8月23日(水) 午前１０:３０～午後1:3０
��　すこやか健康センター
��　町内の６０歳以上の男性
���　３００円
��　調理実習（冷やし五目そば、なすの即席漬け、
　　　ホタテのバター焼き）
�����8月16日(水)まで
���羽幌町食生活改善協議会

�������	　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020 ��　8月6日(日)　午前8:00集合

���(８ : ００）中央公民館前出発
　　　(１２ : ００）STVスピカ「大ナポレオン展」見学
　　　(１５ : 3０）STVスピカ出発
　　　(１９ : 3０）中央公民館前到着・解散
��　STVスピカ(札幌市中央区北1条西8丁目)
��　一般町民(中学生以下は保護者同伴)
���　無料(ただし、入館料・昼食代は自己負担）
���　一般 800円 / 高大生 500円 / 小中生 200円
����　４０名(最小催行人数10名）
　　　　　※募集人数を超えた場合は抽選
����　7月31日(月)まで
　　　　　電話又はメールでお申し込みください
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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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、
今回は地域包括支援センター職員による口の体操（発
声など）や健康相談を行います。気軽に楽しみながら
できますので、みなさんお気軽にご参加ください。無
料送迎バスも運行しています。

��　8月22日(火)　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
����　8月15日(火)まで

�������	　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

�������	
��

�������������

焼尻研修センター午前10:00～焼尻健診結果説明会１日(火)

天売研修センター午前10:30～天売健診結果説明会２日(水)

羽幌保育園午前9:30～苺くらぶ(育児教室)３日(木)

健康センター午前9:45～あいあいサークル９日(水)

健康センター午前10:00～離乳食教室10日(木)

健康センター午後0:30～フッ素塗布16日(水)

羽幌保育園午前9:30～苺くらぶ(育児教室)21日(月)

健康センター午前9:45～あいあいサークル23日(水)

健康センター午後2:00～乳児健診24日(木)

　対象となる方にはお手紙で通知しています。
　また、毎週火・金曜日の9時30分からは、0歳から6歳
までの幼稚園・保育園に入園前のお子さんとその保護
者を対象に「うさこちゃん あそびの広場」を開催して
います。会場はすこやか健康センターです。

�������	　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

　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。

���8月10日(木) 午後1:00～午後5:00
　　　8月11日(金) 午前9:00～正午
��　役場1階 相談室
������　留萌社会保険事務所 � 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。

��　8月8日(火) 午前9:00～正午
��　役場1階 相談室
�����　弓庭 登 氏
�������町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)

�����

　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。

��　8月21日(月) 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

�������

　保健師と栄養士による健康相談を行っています。町
内在住の方なら誰でも利用できます。毎回体重・体脂
肪測定、血圧測定、健康の話、軽い運動をしています。

�

��　8月28日(月)
��　歌謡ビクス（歌にあわせてエアロビクス）
��　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)
������　福祉課保健係
　すこやか健康センター 内 � 62-6020

�����




