自治振興会では、花いっぱい運動を推進するため、
次により生涯学習推進事業「町外花壇見学会」を実
施します。参加を希望される方は申し込みください。
期 日 8月 20日鵜
場 所 上野ファーム（旭川市）
対 象 町民 30人（定員になり次第締切）
参加料 700円（入園料）
その他 町有バスを運行します。
詳細については参加者に後日連絡します。
申 込 8月 11日雨 8:
30から
問 自治振興会事務局（緯 22619）

町長杯カラオケ大会 出場者募集
町民税 1% まちづくり事業の 1つとして行う「平
取町長杯カラオケ大会」の出場者を募集します。
町内のカラオケ好きの皆さま、この機会にぜひ出
演してみませんか。詳細はお問い合わせください。
期 日 10月 4日羽 11:
00～
場 所 中央公民館 大ホール
申 込 8月 30日羽まで
問 尾友 良美（緯 22968）

「エゾシカポテト メンチコロッケ」販売
社会福祉法人平取福祉会就労継続支援事業所さ
るがわでは、大変人気商品となっている「エゾシカ
ポテトメンチコロッケ」を、山の駅ほろしり館にて
販売する事となりましたのでお知らせします。
価 格 3個入り 690円 6個入り 1,
380円
問 障害者支援施設すずらん（緯 33676）

北海道に台風等が来る季節となります
今年も全国各地で、台風等による記録的豪雨が観
測され、河川の氾濫・土砂災害が発生しています。
日頃から自分が避難する時に必要な最小限の貴
重品および自宅周辺を確認し、近所に避難が必要と
思われる方については声を掛け合うなど、準備して
おきましょう。
問 まちづくり課 防災係（緯 22222）

平取アイヌ協会青年部映画鑑賞会開催
平取アイヌ協会青年部では、東日本大震災、ひい
ては原発事故を扱った映画「鎌田浩宮 福島・相馬
に行く」の鑑賞会を開催します。苦しんでいる人
だって、被災者の皆さんだって、たまには楽しく、
豊かに、酒を酌み交わしたい。作品の中では被災者
たちが、楽しく、豊かに、これからの人生における
活力を見いだしはじめました。
自ら出演した鎌田監督のトークショーも行いま
す。入場無料ですので、ご興味をお持ちの方はぜひ
足をお運びください。
期 日 8月 21日窺 19:
00～ 21:
00
場 所 二風谷アイヌ文化博物館 ポロチセ
内 容 「鎌田浩宮 福島・相馬に行く」
がれきがひとつも出てこない震災のドキュ
メンタリー映画
問 二風谷アイヌ文化博物館（緯 22892）

第 31回平取町オープン
町民ゴルフ大会 参加者募集
大会参加者を募集しますので、希望者は次により
申し込みください。
なお、平取町にゆかりのある方など、どなたでも
参加できます。
期 日 8月 30日羽 スタート 9:
00（30分前集合）
競技方法 18ホールズ・ストロークプレー
（ダブルペリア方式・ダブルパーカット）
参加料 2,
000円
表彰
猿ダブルペリア戦
優勝～ 5位・飛賞・BB賞・BM 賞ほか
猿グロス戦
（一般の部・グランドシニアの部・レディースの部）

優勝、準優勝、3位

問 平取カントリー倶楽部（緯 22834）

すずらんの
まちだより
平取町
発行 /

びらとり

まちづくり課
編集 /

平取町小規模（プチ）住宅リフォーム
促進助成事業 追加募集
町では、
「住宅の改修工事に係る費用の一部」に
対して助成する事業を実施します。希望される方は
次により申し込みください。
対象者 町在住者で工事を行う住宅の居住者
対象工事 改修費用が 30万円以上 100万円以下で
町内業者が行う工事（増築・改築・改修）
助成額 10万円（リフォーム商品券）
※国や道等から補助・交付金の対象となる費用除く
受付期間 9月 4日窺まで
申請書類 詳細はお問い合わせください。
煙申請書
（役場庁舎・両支所・町内建築業者に設置）
煙住民票抄本
※申請者が多数の場合は、町が別に定める選考基準
により交付決定を行います。
問 まちづくり課 地域戦略係（緯 22222）

「第 36回沙流川まつり」出店者募集
沙流川まつり実行委員会では、9月 20日羽に二風
谷ファミリーランドで開催される「沙流川まつり」
で出店する町内在住の方を募集します。
希望者は、出店条件等がありますので、次の日程
で開催される説明会に出席し、出店計画を立てて期
日までにお申し込みください。
出店説明会 8月 13日鵜 19:
00～
場 所 ふれあいセンターびらとり 小会議室
申 込 8月 20日鵜 17:
00まで
問 沙流川まつり実行委員会事務局
（産業課 商工観光係 緯 22223）

北海道警察 警察官採用試験
採用試験の詳しい内容は、北海道警察のホーム
ページにてご確認ください。
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採用予定人員 男性 約 225人、女性 約 45人
試験区分
A区分：学校教育法による大学（短期大学を除く）
等を卒業または平成 28年 3月卒業見込みで、昭
和 58年 4月 2日から平成 10年 4月 1日までに
生まれたもの
B区分：A区分以外のもので、昭和 58年 4月 2日
から平成 10年 4月 1日までに生まれたもの
試験日程 第 1次試験 9月 20日羽
受付期間 8月 11日雨～ 26日卯
問 門別警察署 警務係（緯 0145620110）

全町中元大売出し事業 開催
平取トマトスタンプ会加盟店（非加盟店 2店含
む）45店舗にて「トマトスタンプ ポイント 5倍セー
ル」を開催します。
期 間 8月 10日迂～ 15日丑
問 平取町商工会（緯 22329）

町立図書館から大事なお願い
最近、町立図書館のブックポストに他の図書館か
ら借りた本や雑誌を返却している方がおられます。
複数の町の図書館をご利用の方は、必ず借りた図
書館に直接お返しくださいますようお願いします。
問 町立図書館（緯 46666）
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生涯学習推進事業
「町外花壇見学会」参加者募集

行事予定

平成 27年

1
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№

8月 7日
（次号 8月 21日発行）

8月 16日 ～ 8月 31日

8月
17俄 －－ 始業式（振中）
19我 －－ 始業式（紫小・平小・二小・貫小・振小）
20牙 －－ 始業式（平中）
13:
30産業厚生常任委員会／役場 議事堂
23蚊 10:
00チ プ サンケ／二風谷地区
27牙 17:
15夜間納税窓口（31日まで）
／役場 税務課窓口
29臥 10:
00ふれあい広場
／ふれあいセンターびらとり
31俄

6:
30振内町民ラジオ体操 100日大会
最終日／役場振内支所前

「第 67回北海道消防大会」開催
第 67回 北 海 道 消 防 大
会が日高町にて開催され
ます。この大会は、消防
職団員の団結の強化と士
気の高揚を図ることなど
を 目 的 に、全 道 か ら 約
2,
000人の消防職団員の
参加を得て、消防関係諸
団体、消防関係者および
一般の方に対する表彰・功績を顕彰するとともに、
消防活動事例の発表などが行われます。
大会会場駐車場では、日高管内各町の特産品販売
や消防自動車等の展示コーナーがありますので、ぜ
ひお気軽にお立ち寄りください。
また、前日 27日には、ホッカイドウ競馬門別競
馬場で、歓迎交流会が開催され、
「第 67回北海道消
防大会記念協賛レース」が予定されていますので、
皆さまのご来場をお待ちしています。
期 日 8月 28日窺 10:
00～ 12:
00
場 所 門別総合町民センター（日高町）
※センター内は、関係者以外の立入は出来ません
問 第 67回北海道消防大会実行委員会事務局
（日高西部消防組合消防本部緯 0145621521）

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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露口啓二写真展 開催
［地名］&［ON_沙流川］

各担当へは直通
電話が便利です

我が国固有の領土である択捉島、国後島、色丹島
および歯舞群島からなる北方四島の早期返還の実
「地名」は、北海道の多くを占めるアイヌ語を起
現については、道民はもとより国民の長年にわたる
源とし、後に漢字表記された地名を基にし、同じ場
悲願です。
所からの違った日時で撮影した 2枚の写真と、その
役場関係電話番号
今年は北方領土問題が発生してから 70年を迎え
場所を示す地名とで構成されたシリーズです。
ますが、残念ながら私たちの島は未だ帰ってきては
また「ON_沙流川」は、日高地方を流れる沙流 平取町役場
緯 22221
緯
2
2221
総務課（代表）
いません。
川の諸沢を、幕末の探検家松浦武四郎の記録に基づ
緯
2
2222
まちづくり課
道では、一日も早い北方領土問題の解決のため、 き撮影したシリーズです。
緯
2
2223
産業課
国の外交交渉を積極的に後押しする立場から、毎年
「地名」は、アイヌ語から漢字への変換のずれを、
緯 22224
税務課
8月を「北方領土返還要求運動強調月間」として、 「ON_沙流川」は、その場の音、匂い、湿気など写
緯 22225
出納室
道、市町村および北方関係団体が連携し、道内各地
真には写らない感覚との接触を、それぞれ意識しな 建設水道課
緯 22226
で重点的に返還要求運動を実施しています。
がら制作しました。
緯 22227
議会事務局
（8月の強調月間は、1945年 8月に旧ソ連邦が当時
アイヌ施策推進課
期 間 8月 22日丑～ 30日羽 10:
00～ 19:
00
緯 22341
まだ有効であった日ソ中立条約を無視して対日参
場 所 沙流川アート館（川向 61）
農業委員会・土地改良区
戦し、北方領土問題が発端した月であることに由来
問 沙流川アート館（緯 22127）
緯 22695
しています。）
本年は、不法占拠から 70年となるこの機に、8
ふれあいセンターびらとり
月 28日窺に札幌市内で行われる「2015北方領土返
緯 46111
還要求北海道・東北国民大会」にあわせて、返還要
緯 46112
保健福祉課
知っていますか？建退共制度
緯 46113
町民課
求運動のシンボルである「千島桜」の植樹イベント
緯 23026
建設業退職金共済（建退共）制度は、建設業を営 児童館
を赤れんが前庭で開催するなど、全道各地で多くの
む事業主が、労働者の働いた日数に応じて掛金（日 子ども発達支援センター
催しが予定されています。
緯 23400
額：310円）となる共済証紙を共済手帳に貼り、そ
また、道では、2月 7日の「北方領土の日」を啓
地域包括支援センター
の労働者が建設業界をやめたときに建退共から退 「ほほえみ」 緯 2-3700
発するためのポスターデザインを募集しています。
職金を支払う、業界全体の退職金制度です。
応募対象は、高校生以上の方で、プロ・アマ問いま
平取町社会福祉協議会
猿国の制度なので安全、確実、簡単な手続き
緯 42267
せん。今年度は、新たに道内の小中学生を対象に啓
緯 46666
図書館
猿経営事項審査で加点評価の対象
発素材の図案などで活用する図画作品も募集しま
猿国が掛金の一部を補助
す。応募期限は、10月 31日丑（当日消印有効）ま
平取町教育委員会
猿掛金は損金（必要経費）扱いで税法上非課税
でです。多くの皆様からの作品の応募をお待ちして
緯 22619
中央公民館
猿退職金は企業間を通算して計算
います。
緯 22749
町民体育館
詳しくは、北方領土対策本部のホームページをご
二風谷アイヌ文化博物館
問 建退共北海道支部（緯 0112616186）
覧ください。
緯 22892
緯
2
4085
沙流川歴史館
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北方領土
返還要求運動のシンボルの花

千島桜
問 北海道北方領土対策本部運動交流グループ
（緯 0112045069）

教育委員会 開催

教育委員会会議を次のとおり開催予定ですので、
傍聴を希望される方は、当日会場にお越しください。
なお、諸般の事情により、日程が変更となる場合
がありますので、事前に確認をお願いします。
期 日 8月 17日迂 開会 14:
00
場 所 中央公民館 団体活動室
定 員 10人
問 生涯学習課 管理係（緯 22619）

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給

「夏の行楽期の交通安全運動」実施
7月 31日窺から 8月 9日羽までの 10日間、「夏
の行楽期の交通安全運動」が実施されています。
臼子どもと高齢者の交通事故防止
渦飲酒運転、居眠りなど観光・レジャー型の交通事
故防止
嘘自転車・二輪車の交通事故防止
唄全ての座席のシートベルト・チャイルドシートの
正しい着用
上記 4点を運動の重点としています。
デイ・ライト運動とスピードダウンを心掛け、長
距離を運転する機会がが増えますので、2時間ごと
に 1回以上の休憩をとり、歩行者は、夕暮れ・夜間
の外出時には、明るい服装を着用しましょう。
問 町民課 生活安全係（緯 46113）

「障害者雇用納付金制度」の対象事業主
が拡大されました
平成 27年 4月から、常用雇用労働者数が 100人
を超え 200人以下の中小企業の事業主の皆さまも
障害者雇用納付金制度の対象となります。
対象になると平成 28年 4月から、平成 27年 4
月～翌年 3月までの雇用障害者数をもとに、障害者
雇用納付金の申告を行っていただきます。法定雇用
率（2.
0%）を達成している場合も申告は必要です。
平成 27年 4月からの各月の雇用障害者数等を把
握・確認するなど、申告・納付等に向けて具体的な
準備を進めていただく必要があります。
問 高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部
高齢・障害者業務課（緯 0116223351）

緯 33211
役場振内支所
5204
役場貫気別支所 緯 5-

戦後 70周年に当たり、国として改めて弔慰の意 平取町国民健康保険病院
を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給
緯 22201 民間の事業者による保険料納付案内
されることになりました。
平取町外 2町衛生施設組合
日本年金機構では、国民年金保険料の納め忘れの
支給対象者
緯
2
2
0
2
4
方に対し、電話や文書、戸別訪問による納付の案内
平成 27年 4月 1日（基準日）において、
「恩給法
や保険料の収納業務を民間事業者に委託していま
による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護
日高西部消防組合平取支署
す。
法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、
緯 22361
※平成 25年 2月からご案内させていただいている
次の先順位のご遺族に支給。
委託事業者（苫小牧年金事務所）
戦没者等の死亡当時のご遺族で
㈱アイヴィジット（緯 0120185056）
茨基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法によ
委託事業者は、日本年金機構が発行した納付書に
る弔慰金の受給権を取得した方
より金融機関やコンビニエンスストアでお支払い
芋戦没者等の子
いただくように案内しています。銀行口座を指定し
鰯戦没者等の臼父母渦孫嘘祖父母唄兄弟姉妹
て ATMの操作による振り込みをお願いすることは
允上記以外の戦没者等の三親等内の親族（ただし戦
没者等の死亡時まで引き続き 1年以上の生計関 ホームページ QRコード ありません。また、納付書をお持ちでない方から保
険料を預かることはありません。振り込め詐欺等に
係を有していた方）
はご注意ください。
支給内容 額面 25万円、5年償還の記名国債
請求期間 平成 30年 4月 2日まで
問 町民課 住民年金係（緯 46113）
苫小牧年金事務所（緯 0144366135）
問 町民課 住民年金係（緯 46113）
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8月は「北方領土返還要求運動強調月間」

第 46回チプサンケ 開催
期日・内容
【8月 22日丑 前夜祭】
煙ウトムヌカラ（結婚式）
17:
00～ 18:
30 博物館ポロチセ
煙盆踊り
18:
30～ 20:
30 博物館前駐車場
煙ユカラと語りべ
19:
00～ 20:
00 イオルポロチセ
煙交流事業
21:
00～ 博物館ポロチセ
【8月 23日羽 本祭】
煙縁結び石祭り
10:
00～ 10:
45 資料館前
煙木彫り体験
10:
00～ 15:
00 二風谷工芸館
煙カムイノミ・古式舞踊
11:
00～ 12:
30 イオルポロチセ
煙チプサンケ（舟おろし）
13:
00～ 15:
30 沙流川
煙ユカラと語りべ
13:
30～ 14:
30 イオルポロチセ
問 産業課 商工観光係（緯 22223）

「はかり」定期検査のお知らせ
商店や工場などで、取引や証明上の計量に使用し
ている「はかり」は、計量法に基づき北海道知事が
行う定期検査（2年に 1回）に合格しなければ、継
続して使用することができなくなります。
該当する「はかり」を所有されている方（事業
所・官公庁）は必ず受検してください。
詳細はお問い合わせ下さい。
期日・場所
猿 8月 25日雨
14:
00～ 14:
30 貫気別生活館
15:
30～ 16:
30 振内町民センター
猿 8月 26日卯
09:
30～ 11:
00 ふれあいセンターびらとり
問 産業課 商工観光係（緯 22223）

送りつけ商法等の悪質商法に注意
「身に覚えがない商品が送られて、強引に商品を
購入させる」といった事案が発生しました。正規の
業者もおりますが、電話によりアンケート調査と称
して、個人情報や家族構成を事前に聞き出し、着払
いにて荷物を送りつけるといった悪質な場合もあ
りますので、荷物の受取拒否等によりきっぱりと
断ってください。
怪しいと感じたときは、110番通報や役場産業課
商工観光係までご連絡ください。
問 産業課 商工観光係（緯 22223）

