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　羽幌警察署並びに消防署から9月における各件数な
どのお知らせです。

　秋を迎え、これから徐々に日が短くなります。夕暮
れ時の交通事故防止のため、次の点に注意しましょう。
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・歩行者は車の接近に気づかないこともあります。歩
　行者の不意な行動に対処できるようスピードダウン
　を心がけましょう。
・歩行者の動きを予測する「かもしれない運転」に努
　めましょう。
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・外出するときは明るい服を身に着けましょう。
・夜間は、持ち物や衣服に夜行反射材をつけ、ドライ
　バーに目立つようにしましょう。
・横断するときは、遠回りになる場合でも必ず信号機
　や横断歩道を利用しましょう。
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　羽幌警察署 � 62-1110
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　子ども手当は、子どもの健やかな育ちを支援する制
度で、中学校修了前までの子ども（施設入所等の子ども
を除く）を養育している方が受給できます。
　「平成23年度における子ども手当の支給等に関する
特別措置法」成立により、平成23年10月から半年間の子
ども手当制度は次のとおりとなりました。
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　対象となる子どもの年齢および出生順により、次の
とおり支給されます。所得制限はありません。
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・平成24年2月（平成23年10月分～平成24年1月分）
・平成24年6月（平成24年2月分、平成24年3月分）
※平成24年4月分以降は新たな制度として支給
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　10月分からの子ども手当を受け取るためには、審査
を受けなければなりません。今まで受け取っていた方
も含め、支給要件に該当するすべての方が申請してく
ださい（公務員の方は勤務先へ）。
　支給要件や申請方法はお問い
合わせください。
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　福祉課社会福祉係 � 68-7004（課直通）

����

�������	
�����������

　　　4件)(　　　2件発 生 件 数

　　　1人)(　　　0人死 者

　　　3人)(　　　2人負 傷 者
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　　279件)(　　　31件救 急 出 動

　　282人)(　　　32人搬 送 人 員

　　　2件)(　　0件火 災 件 数

10,092千円)(　0円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　1人)(　　　0人負 傷 者

　資源として再利用するため布類の回収を次のとおり
行います。洗濯した後、透明又は白色系の袋に入れて
お近くの収集場所までお持ちください。料金は無料で、
羽幌消費者協会が回収します。

���11月8日（火）　午前9:00～午後1:00
������川北老人福祉センター
�����・幸町南集会所
�����・中央公民館談話室（小ホール向） 
������　綿50%以上の衣類など
　※ジャージ、ジーパン、布団などは回収できません
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　町民課環境衛生係 � 68-7003(課直通)
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　生ごみからできた堆肥「きらりコンポスト」を配布し
ます。この堆肥は、苫前町・羽幌町・初山別村の家庭
などから収集した生ごみを発酵させたもので、窒素・リ
ン酸・カリなどを含んだ有機物主体の
特殊肥料です。家庭菜園などにご活
用ください。

���10月29日（土）　午前10:00
���中央公民館駐車場（レストパーク側）
��　3,000袋（無くなり次第終了）
※ただし、受け渡しできる堆肥の数は、ひとり5袋以内。
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　町民課環境衛生係 � 68-7003(課直通)
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15,000円3歳未満

10,000円（第1子・第2子）3歳～小学校修了前

15,000円（第3子以降）

10,000円中学生

������　
　北留萌消防組合消防署予防課 � 62-1246

�������	
��������������

　秋も深まり暖房器具の使用も増え、火災が発生しや
すい時季を迎えました。町内から死傷者の伴う火災や
財産の損失を防ぎ、町民のみなさんの火災予防に対す
る意識を高めて頂くことを目的に、秋の火災予防運動
を実施します。
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　消防署ではすべての住宅に義務付けられた住宅用火
災警報器の設置を促進しています。まだ設置していな
いご家庭は、すみやかに設置しましょう。 
　なお、運動期間中に消防職員が立入検査に伺い、設
置の有無を確認しますのでご協力をお願いします。
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道町民税（第3期分）
国民健康保険税（第4期分）
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　「税を考える週間（11月11日～17日）」にあわせ、小中
学生を対象とした税の書道展を開催します。力強く書
き上げられた作品の数々をぜひご覧ください。

���11月11(金)～11月17日(木)
���中央公民館ロビー
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�財務課税務係 � 68-7002(課直通）
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　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 � 62-6020
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　年齢を重ねることで膝や腰が痛くなることは一般的
に多く、誰もが経験していることでしょう。痛いから
といって体を動かさないと、余計に筋肉が落ち体も
弱ってきます。適切な動きによりいつまでも若々しく
いられるよう、一緒に運動し
ませんか。

���10月26日(水)　午前10:00～午前11:30
���総合体育館パワデール
����町内在住の65歳以上の方
���財団法人 さっぽろ健康スポーツ財団
　　　　健康運動指導士　佐竹 恵治 氏
　　　東京都健康長寿医療センター 都老人総合研究所
　　　　研究副部長　大渕 修一 氏
����運動しやすい服装、運動靴、タオル、水分
　※ストレッチマットをお持ちの方は持参ください。
����無料

������

�北海道海鳥センター � 69-2080

　北海道海鳥センターでは、地球温暖化対策（CO2削
減）のため次の期間、開館時間を一部変更します。

��　平成23年11月1日から平成24年3月30日まで
����　（火曜～金曜）　午前9:00～午後4:00
　　　　　（土・日・祝日）　午前9:00～午後5:00
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　プロジェクト・ワイルドは「自然や環境のために行
動できる人」を育成する環境教育プログラムです。さ
まざまな活動を体験し、理念やその指導方法、アレン
ジ方法を2日間で学びます。どうぞご参加ください。

��　10月29日(土)　午前10:00～午後5:00
　　　10月30日(日)　午前9:00～午後4:00
��　北海道海鳥センター
��　環境教育や体験学習に興味のある方。ただし、2
　　　日間とも参加できる方に限ります。
��　環境共育事務所うてきあに代表　太田 稔 氏
���　4,000円（テキスト代） ※再受講者は無料
��　24名
����　10月20日(木)
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　北海道海鳥センター � 69-2080

　高齢または身体上の理由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ます。希望
される方はお申し込みください。

�����市街地区在住でおおむね65歳以上の除雪支
　援が必要と思われる単身・夫婦世帯。（ただし、次
　の①～③にあてはまらない方）
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�����平成23年12月1日～平成24年3月16日（予
定）
������無料�
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　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。
�����平成23年11月4日（金）

※詳しくはお問い合わせください。なお、
離島地区の方は個別に対応します。

�������	
　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 � 62-6020
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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2年目となる平成22年度の温室効果ガスの削減
率実績は、0.07％の増となりました。
　厳冬による暖房器具使用や対象管理施設の増加が主
な要因と考えますが、今後は対象施設の増減を加味し
た目標値の見直しを行いつつ、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力していき
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
間使用料に、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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2,577,928.9����������	2,802,096.9排出量(kg) ※

△ 224,168.0�������-削減量(kg)

△ 8.0����-削減率(％)
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　町民課環境衛生係 � 68-7003(課直通)
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　北海道では、新規開業・新事業展開のため若年者（39
歳以下）を正社員として2名以上雇用した中小企業者や
NPO 法人等に、奨励金・補助金を交付します。
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・雇用人数2～4人の場合　1人あたり15万円を交付
　（既卒3年以内の方は20万円）
・雇用人数5人以上の場合　1人あたり30万円を交付
������

・交付金額　対象経費の1/2（上限150万円）
・対象経費　設備投資、運転資金ほか
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　留萌振興局商工労働観光課 � 0164-42-8440
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　道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべ
ての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイトなどを
含む)に適用される北海道最低賃
金(地域別)が次のとおり
改正されました。

������時間額 705円
�������	平成23年10月6日

※最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、
臨時に支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入され
ません。最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、
最低賃金法違反として処罰されることがあります。

������

　留萌労働基準監督署 � 0164-42-0463
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健康センター午後0：30～3歳児健診  2日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ  7日(月)

中央公民館午後1：00～

 高齢者インフルエ
   ンザ予防接種（市街）
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  7日(月)

  8日(火)

  9日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ14日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル16日(水)

健康センター午後1：00～乳児健診16日(水)

中央公民館午後1：00～高齢者インフルエ
  ンザ予防接種（市街）21日(月)

健康センター午前9：30～苺くらぶ24日(木)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ28日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル30日(水)
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　平成24年の新成人をお祝いします。
　町外からの出席も可能ですのでお申込みください。

���平成24年1月8日(日)　午後1:00から
���中央公民館
���平成3年4月2日～平成4年4月1日生まれの方
����

�羽幌町に住民登録のある方
　申込みはいりません。
�羽幌町に住民登録のない方
　12月9日までにお申込みください。（保護者からの申
込みも可）なお、12月10日以降に申し込まれた場合、式
典には参加できますが、成人者名簿に記載されません。

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

　町内で行われる保健事業や子育て教室などの日程で
す。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
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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、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
��　幼稚園・保育園に未入園のお子さんと保護者
��　保育士による手遊び ほか

　子宮頸がん・乳がん・大腸がん検診の受診率向上を
目指して、特定の年齢に達した方にがん検診を無料で
受けられる「クーポン券」を送付します。
　ぜひ、この機会に受診してくだ
さい。対象者は次のとおりです。
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　平成23年4月20日を基準として羽幌町に住民登録が
ある方で、4月1日現在、次の年齢の方
�子宮頸がん検診（問診・視診・細胞診※）
���������������������	�
��

　※超音波検査、体部検査は無料になりません。 
�乳がん検診（問診・視触診・マンモグラフィ）
����������������������������

�大腸がん検診（問診・検査キットによる検査）��
������������������������������

�����平成24年3月31日まで
����

　町の集団検診で使用できるほか、個別（病院）の検診
は、クーポン券郵送時に同封の文書でご確認ください。
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������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020

　4月から中学1年生～高校1年生の女子を対象に費用
助成を行っている子宮頸がん予防ワクチン接種は、ワ
クチンの十分な効果を得るため3回の接種、6カ月間の
期間が必要です。
　国の補助が平成24年3月末で終了することから、町で
はそれまでに1回でも接種を終了していれば、4月以降
も残りの回数分の費用を助成します。
　本人または保護者の希望で行う任意接種となります
ので、効果・副反応を十分に理解したうえで接種の判断
をお願いします。
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������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020
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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）

���11月10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。

��　11月9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、毎月1回
開催しています。

��　11月21日(月) 　午後1:３０～午後4:00
��　勤労青少年ホーム
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　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311
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　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。健康手帳をお持ちの方
は、ご持参ください。

��　11月22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

��������	

��������	
�������

　生活のしづらさや将来に不安を感じている方を対象
とした巡回相談です。
　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 木曜日　午前9:0０～午後5:00（祝日除く）
��　川北老人福祉センター
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　留萌圏域障がい者総合相談支援センター「うぇる」
　� 0164-43-7575　� wel-sien@bz01.plala.or.jp

　道立羽幌病院は、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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