青年就農者の定着支援を目的とした、平成 26年
度青年就農給付金（経営開始型）の申請時期が近づ
きました。給付要件を満たす対象者が申請すると、
年間 150万円の給付金が最長で 5年間支給されます。
給付要件
臼 45歳未満で経営を開始した農業経営者。
（農業従事日数：年間 150日かつ 1,
200時間以上）
渦平成 25年の総所得が 250万円未満。
（所得証明により確認）
嘘平成 21年 4月以降に農業経営を開始している。
唄農業後継者の場合、就農後 5年以内に継承して経
営を開始し、かつ給付期間中に新規参入者と同等
の経営リスクを負って経営を開始する経営計画
である。
欝農地の所有権または利用権を給付対象者が有し
ている。
（農地が親族からの貸借が過半である場
合は、給付期間中に所有権を給付対象者へ移転す
ることが確実なこと。）
蔚主要な農業機械・施設を給付対象者が所有または
借りている。
鰻生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・
取引している。
姥給付対象者の農産物農売り上げや経費の支出な
どの経営収支を給付対象者の名義の通帳および
帳簿で管理している。
厩給付対象者が農業経営に関する主宰権を有して
いる。
浦青年等就農計画の認定を受けており、農業経営開
始後 5年後までに生計が成り立つ実現可能な計
画である。
瓜人・農地プランに中心となる経営体として位置づ
けられている、もしくは位置づけられることが確
実である。
閏生活費確保を目的とした国の他の事業の給付を
受けていない。
噂青年新規就農者ネットワーク（一農ネット）に加
入している。
申請期間 1月 20日雨まで
問 農業支援センター（緯 22383）

平成 27年度・28年度
平取町競争入札参加資格審査申請
地方自治法施行令第 167条の 5第 1項および 167
条の 11第 2項の規定に基づき、平成 27・28年度
物品購入・物品の賃貸借・役務の提供・建設工事・
設計等に係る競争参加資格の登録を受ける場合は、
町ホームページを参照のうえ、手続きを行ってくだ
さい。
問 建設水道課 土木用地係（緯 22226）

書き初めて夢と希望の一年に
平成 27年が全ての人にとって有意義な年となる
ようにという願いを込めて、岩知志パソコンクラブ
とホープの会との合同企画による書き初め大会を
行います。お誘いあわせの上ご参加ください。
日 時 1月 14日卯 14:
00～
場 所 岩知志ふれあい館 ホール
参加費 300円
その他 筆、墨、硯、文鎮、書き初め用紙、新聞紙
等をお持ちの方はご持参ください。
問 川上憲司 （緯 09084275351）
山崎慶喜 （緯 09062614014）
八田由紀子（緯 08055916525）
山田一明 （緯 09097545077）
ホ ー プ

ＨＯＰＥとＦＩＴ体力づくり
冬場の運動不足解消のために。健康な体づくりの
ために。子供達から高齢者まで、地域の誰もが気軽
に参加でき、自分のペースで運動できる場を作りま
した。自分の体は自分で守る・継続は力なりをモッ
トーに役場保健福祉課のプログラムを取り入れ、皆
さんのアイデアを頂きながら進めていきます。
期 間 1月 19日迂～ 3月 30日迂
（毎週迂・卯）
時 間 月曜 18:
00～ 20:
00、水曜 16:
00～ 19:
00
場 所 岩知志ふれあい館 ホール
参加費 無料
問 川上憲司 （緯 09084275351）
山田一明 （緯 09097545077）
山崎慶喜 （緯 09062614014）
福澤かおり（緯 08055996519）

20歳がスタート ！国民年金
国民年金は、日本に住む 20歳から 60歳になるま
でのすべての方が加入し保険料を支払うことで、基
礎年金が支給されるようになっています。
この基礎年金には、老後の生活を支える老齢基礎
年金のほかに、病気やけがにより障害が残ったとき
のための障害基礎年金や、一家の働き手を亡くした
遺族の方のための遺族基礎年金など、万一の場合が
起きたときに生活を支える助けとなるものがあり
ます。
未加入期間や未納期間があると、これらの年金を
受けることができない場合がありますので、老後の
生活や万一の事態に備えて忘れずに加入手続きを
しましょう。
20歳の誕生日が近づくと日本年金機構から加入
手続きの書類が届きます。なお、学生の場合は保険
料の支払いを猶予する制度が利用できますので、窓
口へお申し出ください。
問 町民課 住民年金係（緯 46113）
苫小牧年金事務所（緯 0144366135）

すずらんの
まちだより
発行 /平取町
編集 /総務課

びらとり

今冬における節電のお願い
今冬は数値目標を伴わない節電のお願いとなり
ますが、お客様には、次の期間・時間帯について、
引き続き無理のない範囲で、これまで取り組んでい
ただいている節電へのご協力をお願いいたします。
噛節電をお願いしたい期間・時間帯噛
3月 31日雨まで 8:
00～ 21:
00
問 北海道電力株式会社富川営業所
（緯 0145620019）

「福祉灯油給付券」を配布
（該当する方は早めに申請を）
灯油価格の高騰に伴い、低所得者である高齢者世
帯、重度障がい者世帯、ひとり親世帯に対し、冬期
間の暖房に必要な灯油購入費の一部を助成するた
め、灯油給付券を配布します。希望される方は、下
記の申請場所にて申請してください。
※個人情報の関係上、対象世帯へは通知しません
対象世帯
平成 26年 12月 1日現在で平取町に住民登録があ
る町民税非課税世帯で次のいずれかの条件に該当
する世帯。
（施設入所者・長期入院者は除く。
）
臼全世帯員が昭和 25年 3月 31日以前に生まれた高
齢者世帯（平成 8年 4月 2日以降に生まれた者が
同居する場合も含みます。
）
渦身体障害者手帳 1・2級の手帳を持つ人が同居し
ている重度障がい者世帯
嘘療育手帳 A判定の手帳を持つ人が同居している
重度障がい者世帯
唄精神障害者保健福祉手帳 1級の手帳を持つ人が
同居している重度障がい者世帯
欝平成 8年 4月 2日以降に生まれた児童を養育して
いる、ひとり親世帯
助成額 1世帯あたり 10,
000円分
（生活保護受給世帯は 1世帯 8,
000円分）
申請期間・場所 3月 30日迂まで
保健福祉課 福祉係（ふれあいセンターびらとり）
役場振内支所・役場貫気別支所
必要なもの
世帯全員の平成 26年度集合主税納税通知書と印鑑
なお、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保
健福祉手帳・児童扶養手当証書を所持している方は
手帳等を持参してください。
問 保健福祉課 福祉係（緯 46112）
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平成 26年度青年就農給付金
（経営開始型）のお知らせ

行事予定

平成 27年

１

№

1月 9日
（次号 1月 23日発行）

1月 16日 ～ 1月 31日

1月
16画 －－ 始業式（振中）
10:
00建設工事入札／役場 議員・委員控室
10:
00子どもクッキング教室
／ふれあいセンターびらとり
19:
00貫気別スポーツ祭／貫気別町民センター
18蚊

9:
30本町地区スポーツ祭／町民体育館

19俄 －－ 始業式（二小・貫小・振小）
20峨 －－ 始業式（紫小・平小）
22牙

23画

9:
30議会運営委員会
／役場 議員・委員控室
15:
00貫気別地区リトルラビットスポーツ
クラブ／貫気別町民センター
9:
30町議会臨時会／役場 議場

27峨 13:
30農業委員会総会／役場 議場
18:
30シシリムカ文化大学
／ふれあいセンターびらとり
28我 15:
30本町 地 区 リ ト ル ラ ビ ッ ト ス ポ ー ツ
クラブ／町民体育館
17:
15夜間納税窓口（30日まで）
／役場 税務課窓口
29牙 10:
00建設工事入札／役場 会議室

総合計画審議会 開催
第 5次総合計画事業実施計画等の審議のため審
議会を開催しますので、傍聴を希望される方は、
当日会場にお越しください。
期 日 1月 14日卯 開会 13:
30
場 所 役場 2階 議事堂
問 まちづくり課 企画係（緯 22222）

平取町で起業する方を支援します
町内で新たに成長性、独創性のある事業内容で起
業する事業者を対象として、事業所開設費や販売促
進費の一部を補助します。
詳しくは下記へお問い合わせください。
問 まちづくり課 企画係（緯 22222）

一人ひとりがまちづくりの主役です 輝くびらとり未来につなごう
すずらんのまちだより び ら と り
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昨シーズン同様、本町地区の雪捨て場は「平取橋
の下付近」となっていますのでお知らせします。
前雪捨て場の親水公園広場は、緊急用ヘリポート
になっていますので、絶対に雪を捨てないで下さい。
また、振内地区の雪捨て場は、進入経路を下図の
とおりに変更しますので、ご了承いただけますよう
お願いします。
怯本町地区

怯振内地区（進入経路を変更。場所は例年と同じ）
国道 237 号線
ホクレン
振内給油所

雪捨場
問 建設水道課 土木用地係（緯 22226）

二風谷ファミリーランド
スケートリンク 営業停止のお知らせ
二風谷ファミリーランドのスケートリンクは施
設の老朽化に加え、利用者数減少のため今年から営
業を停止しますのでご了承願います。
問 産業課 商工観光係（緯 22223）

町道除雪についてのお願い

図書館映画鑑賞会 開催

各担当へは直通
町では、約 230娃の町道除雪を行っていますが、 電話が便利です

限られた車両で効率良く作業を進めていくために、
町民皆様のご協力をお願いします。
猿各ご家庭の出入口に残った雪は、皆様で除雪をお
願いします。
猿道路に雪を出さないで下さい。
猿路上駐車はしないで下さい。
猿除雪車には近寄らないで下さい。
※除雪は早朝から順次行っていますが、地域によっ
て時間帯が異なり、ご家庭での除雪後に除雪車が通
ることがあります。また、除雪にあたり、雪を私有
地の空き地に寄せる場合があります。ご迷惑をおか
けしますが、ご理解とご協力をお願いします。
問 建設水道課 土木用地係（緯 22226）

「テディベアのぬいぐるみ作り」
参加者募集
教育委員会では、「女性教養講座」を開催します
ので、お気軽にご参加ください。
日 時 1月 28日卯 10:
00～ 15:
30
場 所 中央公民館 大会議室
内 容 布でテディベアのぬいぐるみを作ります
講 師 貝澤 里江子 氏
参加費 300円（ボタン等の材料代）
持ち物 テディベアを作成する布（50c
m 程度）
、
わた 300g、裁縫道具、ミシン（持参できる方のみ）
定 員 10人（先着順）※申込みは下記へ
問 生涯学習課 社会教育係（緯 22619）

びらとり温泉ゆから
「こども入浴無料」のお知らせ

役場関係電話番号
緯 22221
平取町役場
2221
総務課（代表） 緯 2緯 22222
まちづくり課
緯 22223
産業課
緯 22224
税務課
緯 22225
出納室
緯 22226
建設水道課
緯 22227
議会事務局
アイヌ施策推進課
緯 22341
農業委員会・土地改良区
緯 22695
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雪捨場のお知らせ

確定申告会場開設期間等のお知らせ

町立図書館では、入場料無料の映画鑑賞会を次の
次のとおり確定申告会場を開設します。
とおり開催しますので、家族そろってぜひご覧くだ （確定申告会場が変更となっています）
さい。
申告書の作成には時間を要しますので、なるべく
上映作品 『サマーウォーズ』
早めにお越しいただくようお願いします。なお、会
『時をかける少女』の細田守監督が放つ青春アド
場が混雑している場合には、入場をお断りすること
ベンチャーアニメ。天才的な数学力を持ちながらも
があります。
内気な性格の小磯健二は、あこがれの先輩・夏希に
確定申告会場にお越しの際には、
「前年の申告書
頼まれ、長野にある彼女の田舎へ。そこで二人を
控え」、確定申告に必要な書類および印鑑をご持参
待っていたのは、大勢の夏希の親せきたちだった。 ください。
場 所 苫小牧市労働福祉センター 2階ホール
しかも、健二は夏希から「婚約者のふりをして」と
（苫小牧市末広町 1丁目 15番地 7）
頼まれ、親せきの面々に圧倒されながらも大役を務
期 間 2月 2日迂～ 3月 16日迂まで
めることに……。
※上記期間、税務署に申告会場は設置していません
2009年 8月公開作品（上映時間 115分）
期日・場所 ※事前申込は不要です
時 間 平日 9:
00～ 17:
00（受付終了時間 16:
00）
1月 24日丑 ふれあいセンターびらとり
問 苫小牧税務署（緯 0144323241）
臼 10:
00 渦 13:
00 嘘 15:
10

ふれあいセンターびらとり
緯 46111
問 町立図書館（緯 46666）
緯 46112
保健福祉課
緯 46113
町民課
緯 23026
児童館
子ども発達支援センター
3400
緯 2地域包括支援センター
3700
「ほほえみ」 緯 2国立日高青少年自然の家では、非常勤職員を募集
平取町社会福祉協議会
緯 42267 します。詳しくはお問い合わせください。
緯 46666 （ht
図書館
t
p:
/
/
hi
daka.
ni
ye.
go.
j
p/
s
yokui
nbos
yu/
）

国立日高青少年自然の家
非常勤職員 募集

怯労務作業員怯

平取町教育委員会
緯 22619 人 数 労務作業員 1人
中央公民館
緯 22749 内 容 宿泊棟清掃・寝具の整頓など
町民体育館
二風谷アイヌ文化博物館
申込方法 1月 21日卯必着で履歴書（写真貼付）
緯 22892
を郵送または持参
緯 24085
沙流川歴史館

恭事務補佐員・技術補佐員恭
緯 33211 人 数 事務補佐員 1人、技術補佐員 1人
役場振内支所
5204 内 容 事務：研修支援補助 技術：施設管理業務
役場貫気別支所 緯 5申込方法 1月 30日窺必着で履歴書（写真貼付）
平取町国民健康保険病院
を郵送または持参
緯 22201
問 国立日高青少年自然の家（緯 62954）
平取町外 2町衛生施設組合

緯 22024
「びらとり温泉ゆから」では、子育て応援企画と
して期間限定で“こども入浴無料”
（小学生以下）
全道 PKグランプリ 参加者募集
日高西部消防組合平取支署
を実施していますので、皆さまのご来館をお待ちし
緯 22361
期 日 2月 1日羽 集合 9:
30
ております。なお、事故防止のため必ず大人（保護
場
所
二風谷ファミリーランド
者）の同伴をお願いします。
対 象 参加チーム数により変更する場合あり
期 間 5月 31日羽まで
小学 1～ 4年、小学 5・6年、中学生、高校・一般
※次の施設もこども入浴無料を実施中です！
募集チーム数 120チーム
煙新ひだか町三石「みついし昆布温泉 蔵三」
参加料 1チーム（7人分）
煙南幌町「なんぽろ温泉ハート＆ハート」
小・中学生 3,
000円 高校・一般 6,
000円
煙美唄市「青の洞窟温泉 VI
VA美唄 ピパの湯
ホームページ QRコード
申 込 1月 14日卯までに
ゆ～りん館」
参加料を入金のうえ、所定の申込用紙を提出
煙東神楽町「森のゆ ホテル花神楽」
煙羽幌町「はぼろ温泉サンセットプラザ」
問 全道 PKグランプリ実行委員会
（役場産業課内 緯 22223胃 22277）
問 びらとり温泉ゆから（緯 23280）

贈与税の申告は e-Taxで！
贈与税の申告書は国税庁ホームページ「確定申告
書等作成コーナー」で作成できます。作成した申告
書は、印刷して郵送等により提出できるほか、その
まま「確定申告書等作成コーナー」から eTa
xで
送信できます。
贈与税の申告期間中（2月 2日迂～ 3月 16日迂）
は、24時間 eTa
xの利用が可能です。
eTa
xの利用に際しては、電子証明書の取得、Ｉ
Ｃカードリーダライタの購入などの事前準備が必
要です。（住基カードに格納された電子証明書は、
社会保障・税番号制度の導入に伴い平成 28年 1月
以降に申請・交付が開始される個人番号カードに格
納されます）
手 続 き の 詳 し い 内 容 は、 eTa
xホ ー ム ペ ー ジ
【ht
t
p:
/
/
www.
et
ax.
nt
a.
go.
j
p】をご覧ください。
問 苫小牧税務署（緯 0144323241）

農業者年金説明会のお知らせ
農業者年金に関する説明会を次のとおり開催し
ますので、希望者は申し込みください。
日 時 2月 10日雨 13:
30～
場 所 ふれあいセンターびらとり 小会議室
対 象 農業者
相談員 農業者年金相談指導員
（北海道農業会議）橋本 氏
その他 終了後、希望者に個別相談会を行います。
申 込 2月 9日迂までに下記へ申込みください。
問 農業委員会 事務局（緯 22695）または、
ＪＡ平取町営農課（緯 22020）

