
→裏面もご覧ください。 

 

201５．10 

日 月 火 水 木 金 土 

    １ ２ ３ 

    ○福祉バス定期運行 

（ルスツ温泉） 

留寿都高等学校振替休日 

就学時健康診断（各種

検査） 

（公民館 9：30～12：00） 

担当：教育委員会 

○福祉バス定期運行 

（ルスツ温泉） 

留寿都高等学校振替休日 

就学時健康診断（内科

検診） 

（診療所 13：30～14：30） 

担当：教育委員会 

 

当倶知安厚生病院 

留寿都中学校文化祭 

（中学校 9：00） 

担当：留寿都中学校 

 

   ごみの収集日→ 生ごみ  資源ごみ①③・有害ごみ 

   診療所担当医師→ 担当医：糸矢 担当医：大泉  

４  ５   ６  ７  ８ ９ 10 

当倶知安厚生病院 

秋のウヨロ川フットパスコース巡り

及び第 7 回なんでもチャレンジ

クラブ 

（公民館 8：30 出発） 

担当：教育委員会 

◇地区連絡員文書配布 

留寿都高等学校後期始業式 

 

 

ほっとなサロン うぃず・ゆー 

（公民館発 9：00） 

担当：教育委員会 

ＢＣＧ・麻しん風しん混

合１期・水痘予防接種 

（診療所 受付 13：00～13:1 5） 

担当：保健医療課 

国勢調査郵送提出期限 

 

○福祉バス定期運行 

（ルスツ温泉） 

◎ひのき屋わいわい

音楽隊コンサート 

（子どもセンター 15：30～16:30） 

担当：子どもセンター 

○福祉バス定期運行 

（ルスツ温泉） 

●弁護士無料法律相談会 

（公民館 13：00～14：30） 

担当：総務課 

 

当倶知安厚生病院 

○第 19 回村民パークゴルフ大会 

（ふれあい公園パークゴルフ場

11：45） 

担当：教育委員会 

 生ごみ 燃やせるごみ  生ごみ  資源ごみ①② 

 担当医：大泉 担当医：大泉 担当医：糸矢 担当医：糸矢 担当医：糸矢  

11 12 （体育の日） 13 14 15 16 17 

当倶知安厚生病院 

 

 

 

●16 日の粗大ごみ

申込締切日 

 

 

４種混合・ヒブ・ 

小児用肺炎球菌予防接種  

（診療所 受付 13：00～13:1 5） 

担当：保健医療課 

○チャリティーカラ

オケの夕べ 

（公民館 18：00～20：40） 

担当：留寿都村文化団体連絡協議会 

 

○福祉バス定期運行 

（ルスツ温泉） 

乳児健康診査 

（子どもセンター 受付 13：00～14：30）  

担当：保健医療課 

○秋の火災予防運動

（～10/31まで） 

担当：消防留寿都支署 

○福祉バス定期運行 

（ルスツ温泉） 

 

当倶知安厚生病院 

 

 生ごみ 燃やせるごみ 燃やせないごみ 生ごみ 
粗大ごみ 

（申込締切り：１3日（火）） 
資源ごみ①③ 

  担当医：糸矢 担当医：糸矢 担当医：糸矢 担当医：糸矢  

18 19 20 21 22 23 24 

当倶知安厚生病院 

○留寿都小学校学芸会

（小学校 8：45） 

担当：留寿都小学校 

○寿会例会 

（ルスツ温泉 11：00） 

担当：社会福祉協議会 

◇地区連絡員文書配布 ４種混合・ヒブ・ 

小児用肺炎球菌予防接種  

（診療所 受付 13：00～13:1 5） 

担当：保健医療課 

○秋の特設行政相談所

（公民館 13：30～16：00） 

担当：企画課 

 

 

○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

 

○福祉バス定期運行 
 （ルスツ温泉） 

 

 

 

当倶知安厚生病院 

留寿都高等学校体験

入学・学校説明会 

 

 

 生ごみ 燃やせるごみ  生ごみ  資源ごみ①② 

 担当医：糸矢 担当医：大泉 担当医：大泉 担当医：大泉 担当医：大泉  

25 

 

当倶知安厚生病院 

 

26 27 28 29 30 31 

◯いきいき体力アップ教室 

（公民館 13：30～） 

担当：地域包括支援センター 

介護保険料第 4 期納期限 

○秋の消防演習 

（15：00） 

担当：消防留寿都支署 

 

○寿会紅葉の旅（十勝

方面） 

（役場出発 8：00） 

担当：社会福祉協議会 

 ○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

 

○福祉バス定期運行 
 （ルスツ温泉） 

 

 

 

当倶知安厚生病院 

第 8 回なんでもチャレンジクラブ 

（公民館 10：00） 

担当：教育委員会 

 

 生ごみ 燃やせるごみ 燃やせないごみ 生ごみ  資源ごみ①③ 

 担当医：大泉 担当医：大泉 担当医：大泉 担当医：大泉 担当医：糸矢  

◎ 収集日を守りましょう ◎ 

 

【資源ごみ①】  缶・ビン・ペットボトル 

        その他プラスチック    

【資源ごみ②】  新聞・チラシ類・雑誌 

        ダンボール・ミックスペーパー 

【資源ごみ③】  紙製容器包装   

【有害ごみ】   電池・蛍光管類   

【粗大ごみ】   申込締め切りは13日（火）までです。 

当休日当番医電話番号 

（受付17時まで） 

 

●倶知安厚生病院 

０１36-22-1141 

 

●留寿都診療所 

（土日祝休診） 

０１36-46-3774   



発行：留寿都村役場企画課 電話 0136-46-3131 

 

●２０１５ 国勢調査が実施されます● 

  

 ５年に１度、総務省が実施する国勢調査が１０月１日を調査期日 

として実施されます。国勢調査の結果は、福祉施策や防災計画、生 

活環境の改善をはじめとした日本の未来をつくるために欠かせない 

様々な施策の計画づくりなどに役立てられます。 

 日本の今を知り、よりよい未来をつくるため、国勢調査へのご回 

答をよろしくお願いします。 

 

○ 調査対象者 

 国勢調査は，平成 27 年 10 月１日現在、日本に住んでいるすべ 

ての人及び世帯が対象です。 

 

○ 調査期日 

 平成２７年１０月１日 

 

○調査書類の配布期間 

 ・調査票の配布期間（インターネット回答されなかった世帯にのみ） 

 平成２７年９月２６日～３０日 

 

○調査書類の配布方法 

 統計調査員が各世帯を訪問し、インターネットで回答されなかった 

世帯にのみ、紙の調査票を配布します。 

 

○回答期間 

 ・郵送による提出 

 平成２７年１０月７日までに返信用封筒に入れ、ポストに投函し 

てください。 

 ・調査員による回収 

 平成２７年１０月７日頃までにご自宅に伺いますので、お渡しく 

ださい。 

 

○国勢調査コールセンター 

 電話番号 0570-07-2015 

    ※ＩＰ電話の方は、03-4330-2015 

 受付時間 8 時～21 時 

 

 

 

 

 

                     問合せ先：企画課 

●１０月の運転免許更新時講習日程● 

◎講習は、更新手続きを警察署で済ませてからの受講となります。なお、更新手続きと講習を同一日に希望する方が多く、窓口が混み合

いますので、時間に余裕をもって手続きをお願いします。 

◎受講時間は厳守です。開始時間に遅れた場合は受講できません。（講習は３０分前より受付いたします。） 

◎更新免許証の郵送は講習を受講してからの申請になります。（郵送手数料は、1,000 円かかります。）倶知安の講習会場では手続き

をしていません。講習終了後に倶知安警察署内の交通安全協会の窓口で手続きしてください。 

  

会 場 名 

  区分 

 

講習月日 

優 良 一 般 違 反 初 回 

倶知安町文化

福祉センター 

   6日(火) １５時３０分 １０時３０分 １３時００分 ― 

１３日(火) １５時４５分 ― １０時００分 １３時１５分 

２０日(火) １１時００分 １５時３０分 １３時００分 ― 

                                                      問合せ先：企画課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

●秋の特設行政相談所を開設します● 

 

 １０月１９日～２５日は行政相談週間です。国の行政等に関す

る相談をお寄せください。 

 行政相談委員が、住民の皆さんからの行政に対する苦情や意

見・要望等の相談に応じる「秋の特設行政相談所」を次の日程で

開設しますので、お気軽にご相談ください。また、相談は行政相

談所以外でも行政相談員や函館行政評価分室でも随時受け付けて

しています。相談は無料で秘密厳守です。 

 

○このような相談はありませんか。 

・道路がでこぼこになっていて通行に支障がある。 

・道路標識が分かりづらい、見えづらい。 

・登記や社会保険について、聞きたいことがある。 

・役所に相談したいがどこの窓口に行けばよいかわからない。 

 

○日時 １０月２１日（水）１３：３０～１６：００ 

○場所 留寿都村公民館  

○相談料 無料 

○行政相談委員 和田 幸弘さん   

○函館行政評価分室 行政苦情１１０番  

電話 0570-090110 

問合せ先：企画課 

 

●特殊詐欺にご注意を● 

 特殊詐欺とは、面識のない不特定の者に対し、電話その他の通

信手段を用いて、預貯金口座への振込みその他の方法により、現

金をだまし取る詐欺をいいます。平成２７年上半期の特殊詐欺全

体の認知件数は、７，４６８件で、前年同期に比べて約１割増加

し、被害額は２７８億５，０００万円で約１割減少しました。そ

の内、振り込め詐欺の認知件数は前年同期に比べ、約３割増加し、

被害額も約１割増加しました。 

 離れて暮らす息子や孫をかたり、「旦那さんのいる女性を妊娠

させた」「会社のお金を使い込んだ」などと、家族の情愛につけ

こみ、多額の現金をだましとるものが多く、このような不信な電

話があった場合は、一人で悩まず、ご家族や警察にご相談くださ

い。 

 

問合せ先：企画課 


