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　羽幌警察署並びに消防署から3月の各件数などのお
知らせです。
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　　　5件)(　　0件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　7人)(　　　0人負 傷 者
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　　98件)(　　　36件救 急 出 動

　　104人)(　　　35人搬 送 人 員

　　　2件)(　　0件火 災 件 数

0千円)(　　0円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者

��������	
���������

　平成24年4月分より支給額が次のとおり改定されま
した。手当の対象や内容など詳しくはお問い合わせく
ださい。
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　福祉課社会福祉係 � 68-7004(直通)
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50,400円特別児童扶養手当（1級）

33,570円特別児童扶養手当（2級）

26,260円特別障害者手当

14,280円障害児福祉手当

14,280円福祉手当（経過措置分）
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0円9,780円～41,420円の範囲の額41,430円児童1人

0円
児童1人のときの金額に5,000
円を加算

46,430円児童2人

0円
3人目から児童1人増すごとに、児童2人の
ときの金額に3,000円を加算

児童3人

※額は月額

　羽幌町では、お風呂のないご家庭に、いきいき交流
センター（はぼろ温泉サンセットプラザ）の入浴割引券
をお渡ししています。詳しくはお問い合わせください。

���　羽幌町に住所があり、お住まいにお風呂がな
　　い方(間借り・アパート・借家を含みます)
���　役場1階 総合窓口
����　平成25年3月31日まで
�������	※乳幼児(3歳以下)は無料です。
・大人(中学生以上)　130円　��������	
��
・小人(小学生以下)　210円　��������	
�
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�������町民課町民生活係 � 68-7003(直通)
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  各種税金の支払いや納税相談などお気軽にご利用    
  ください。
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後期高齢者医療制度は、加入者のみなさんが支払う保険料によって成り立っ
ています。その保険料の計算の基となる保険料率は2年ごとに決定されます。
平成24・25年度の保険料率が次のとおり見直しされました。
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　（加入者が等しく負担）

������
②所得割
　（加入者の所得に応じて負担）

����
③賦課限度額
　（1年間の保険料の上限額）

�������������	


���������北海道後期高齢者医療広域連合 � 011-290-5601 ／ 福祉課国保医療年金係 � 68-7004（直通）
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47,709円(一人当たりの額)�����

�

※世帯の所得などにより保険料が軽減される場合があります。平
成24年度の保険料の額は、7月に個別にお知らせします。

���� (前年の所得－基礎控除33万円)×10.61�

� � � 1年間の保険料（100円未満は切り捨て）
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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。

���4月21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(直通)

　雪解けで道路や自宅周辺のごみが目立つ時期になり
ました。きれいな町づくりのため地域のみなさんでご
み拾いのご協力をお願いします。
　また、雪解けなどの地盤のゆるみでごみステーショ
ンが傾いていませんか？ごみステーションの管理は各
町内会にお願いしています。強風などで倒れることの
ないよう、いま一度点検をお願いします。

・町内会や各団体、ボランティアのみなさんのご協力
　もお願いします。町内会が行う地域清掃活動に対す
　るごみ袋の配布は、後日町内会長に連絡します。
・清掃ボランティアをして
   いただけるときは事前に
   連絡をお願いします。
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������　町民課環境衛生係 � 68-7003(直通)

　障がいのある方または障がいのある方と生計をとも
にしている方が所有している軽自動車等で、一定の要
件を満たす場合は、申請により軽自動車税の減免を受
けることができます。（ひとりの対象者につき普通自
動車を含め1台のみ）
　減免対象となる要件など、詳しくはお問い合わせく
ださい。
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・身体障害者手帳､療育手帳､精神障害者保健福祉手帳
・軽自動車税納税通知書(5月上旬にお届けします)
・運転免許証・印鑑
�����平成２4年5月24日（木）
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　財務課税務係 � 68-7002(直通)
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　町民のみなさんが製作した芸術文化作品を多くの方
に見てもらえるよう、中央公民館ロビーの空いている
スペースを開放します。
　個人、グループは問いません。展示を希望される方
は中央公民館までお問い合わせください。
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　写真、絵画、書道、盆栽などジャンルは問いません
�������	


�無料です。展示方法・期間はご相談ください。ただ
し、営利目的で利用することはできません。

������　中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880

　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。
　当日は大変混み合いますので犬の登録をされている
方は役場から送付された「はがき」を、犬の登録をして
いない方は、住所・氏名・電話番号・犬の種類・特徴など
を書いた「用紙」を持参してください。

����　3,040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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　町民課環境衛生係 � 68-7003(直通)

������　中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　アンモナイトを含んだ珍しい化石（ノジュール）など
世界的に貴重な化石や、炭鉱の歴史資料なども展示し
ています。

����　5月1日～10月30日
����　午前10:00～午後4:00
���　毎週月曜日(月曜が祝日の場合は火曜日)
���　210円�(高校生以下 無料)
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　和・洋建築の珍しい建物です。北海道指定有形文化
財に指定されています。

����　5月1日～8月３１日
����　午前9:00～午後4:00
���　なし
���　310円 (高校生以下 無料)
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築別郵便局午前１０：００～１０：２０

旧築別中学校午前１０：３０～１１：００

曙生活館午前１１：２０～１１：４０

朝日集会所午後１：３０～２：００

中央集会所午後２：１０～３：００

老人福祉センター午前１０：００～１０：５０

若葉団地(町営住宅)午前１０：５５～１１：３５

北町集会所午後１：００～１：４０

上水道浄水場午後１：４５～２：２５

福寿川・相合橋(南4条通側)午後２：３０～３：００

栄町南団地集会所午前１０：００～１０：２０

栄町コミュニティセンター午前１０：２５～１１：００

南町集会所午前１１：０５～１１：５０

幸町南集会所午後１：００～１：５０

旧漁協会館午後２：００～３：００

役場午前１０：００～１１：００

消防署午前１１：０５～１１：５０

戸別訪問　�������	午後１：００～

　天売・焼尻地区は6月に実施予定です。転居、犬の
譲渡、死亡などの場合は鑑札と印鑑を持参し、役場
（支所）で手続きをしてください。
　

������　
　北留萌消防組合消防署予防課 � 62-1246
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　火災が発生しやすい気候となる時季をむかえ、みな
さんの火災予防思想の普及を図り、死傷事故や財産の
損失を防ぐことを目的に火災予防運動を実施します。
　特に住宅用火災警報器の設置を徹底するなど、地域
一体となった取り組みにより、高齢者などを中心とす
る死者の発生を減少させることを目指します。
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・寝たばこは絶対やめる
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用
・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す
�������

・逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する
・寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐため、防
　炎品を使用する
・火災を小さいうちにくい止めるため住宅用消火器を
　設置する
・お年寄りや身体の不自由な人を守るため、隣近所の
　協力体制をつくる
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　産業課水産林務係 � 68-7008(直通)
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　4月から6月にかけて空気の乾燥と強風で、火事が発
生しやすい状況になります。山火事はタバコなどの火
の不始末によるものが多く、山菜採りなどで山林に入
る際は火の始末に十分注意してください。
　森林は、地球温暖化防止のための二酸化炭素の吸収
源として期待されています。かけがえのない貴重な財
産を未来に残すため、山火事の防止にみなさんのご協
力をお願いします。

�山林は、必ず誰か（国、町、法人、個人など）が所有
する土地であり、所有者の財産です。山林に入る際は、
森林所有者や管理者の許可を受けましょう。
�山林への火気の持ち込みは厳禁です。喫煙は絶対に
やめましょう。

※万が一、山火事が発生（または目撃した）場合は早急
にご連絡ください
・北留萌消防組合消防署（電話）62-1246
・羽幌町林野火災予消防対策協議会（役場産業課内）
・羽幌警察署（電話）62-1110
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　今年も雪解けとともにヒグマの出没情報が寄せられ
る時期となりました。森林の手入れや山菜採りなどヒ
グマの生息区域に足を踏み入れる機会も増えてきます。
　ヒグマによる不幸な事故を未然に防ぐため、次のこ
とに注意しましょう。特にヒグマに遭遇しないように
することが大切です。
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・ヒグマの出没が予想される野山には出かけないよう
　にし、行く場合は集団での行動を心がける。
・鈴、ラジオ、大声で話すなど音を出す工夫をする。
・残飯、生ごみ、空き缶は持ち帰る。
・自宅のコンポスト（たい肥）や漬け物は、撤去や管理
　を徹底する。

※万が一ヒグマに遭遇したり､足
跡や糞などを見つけた場合は、す
みやかに情報をお寄せください。
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　森林の働きを十分に発揮させるため、羽幌町森林整
備計画を策定しました。計画期間は、平成２４年4月1日
から平成34年3月31日までの10年間です。
　森林は、国土の保全や水を蓄える働きのほか、適切
に伐採・植栽することで再生可能な資源となります。
今回の計画では、伐採に適した森林を木材等生産林と
して、伐採後に必ず植栽するよう定めています。
　羽幌町森林整備計画は、役場産業課で閲覧できるほ
か、町ホームページでもご覧い
ただけます。
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　産業課水産林務係 � 68-7008(直通)
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　次のとおり平成24年度の自衛隊一般幹部候補生を募
集します。受験資格などはお問い合わせください。

����

【一般幹部候補生・海上技術幹部候補生】

�20歳以上26歳未満(22歳未満は大学卒）

・大学院修士取得(見込み含む)は28歳未満
【歯科幹部候補生】

・20歳以上30歳未満で専門の大学を卒業(見込み含む)
【薬剤科幹部候補生】

・20歳以上26歳未満で専門の大学を卒業(見込み含む)
・薬学修士学位取得者は28歳未満
�����4月27日(金)必着
�����5月12日(土)　※一部13日
�����筆記試験(一般教養・専門)

　今夏、町内で予定されている観光イベントは次のと
おりです。家族・友人誘って
出かけてみませんか。
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　産業課観光振興係 � 68-7007(直通)
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6/1（金）からウトウWELCOME DAYS

6/23（土）～6/24（日）第2回はぼろ甘エビまつり

7/7（土）～7/8（日）第31回焼尻めん羊まつり

7/21（土）はぼろ花火大会

第34回オロロンライン全道マラソン大会　7/22（日）

7/28（土）～7/29（日）第28回日本一の味覚天売うにまつり������　自衛隊旭川地方協力本部
　留萌地域事務所 � 0164-42-4650
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　生活のしづらさを感じている方や将来に不安を感じ
ている方などのために、巡回相談を行っています。
　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）
��　老人福祉センター
※訪問での相談も受け付けています。事前にご連絡ください。
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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
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健康センター午後0：30～1歳6カ月児健診  2日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ  7日(月)

健康センター午後1：00～乳児健診  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)

健康センター午前9：30～苺くらぶ21日(月)

健康センター午後1：30～ポリオ予防接種23日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ24日(木)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル30日(水)

　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（祝日除く）
��　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

　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。

������　苫前クリニック
　　　　　(苫前町字苫前)
　　　　   � 64-9070
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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）

���5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

����

　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。

��　5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(直通)
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　住民のみなさんの心配ごとに相談員が応じます。

��　5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です。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。

��　5月29日(火)
��　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

�������	

��������	
�����

　第36回二科会写真部北海道支部写真展の入賞作品及
び会員などの作品を一堂に展示します。感性豊かなレ
ベルの高い写真をぜひご覧ください。

��　5月31日(木)～6月5日(火)　
��　中央公民館1階ロビー

������　中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880




