臼高齢者アンケート事務
募集人数
勤務場所
問合先

1人
保健福祉課 介護支援係
（ふれあいセンターびらとり）
保健福祉課 介護支援係（緯 46112）

募集人数 3人
問合先 総務課 総務係（緯 22221）
・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・
共通事項
勤務条件 平日 8:
30～ 17:
15（土日祝休）
任用月日 4月 1日～ 9月 30日
賃 金 日給 6,
400円
応募資格
猿町内に居住、もしくは居住できる方
猿普通自動車運転免許取得者
猿パソコン（表計算、文書作成）が扱える方
採用方法 1次 書類審査 2次 面接試験
応募方法 3月 13日迂までに
履歴書（写真添付）、普通自動車運転免許証の写
しを総務課総務係に提出（萎 0550192本町 28）

ふれあいセンターびらとり 全館休館
館内清掃のため全館休館します。
なお、戸籍届出の場合は、センター裏側の職員玄
関をご利用ください。図書館の返却本などは、正面
玄関横のブックポストにお入れください。
期 日 3月 5日羽 終日
問 ふれあいセンターびらとり（緯 46111）
町立図書館（緯 46666）

町議会 3月定例会の開会予定
3月定例会を次の日程で予定しています。
議会の本会議は、どなたでも傍聴することができ
ます。希望する方は、役場 2階・傍聴席入口までお
越しください。
月 日
3月 6日迂

3月 7日雨
3月 13日迂

時 間
内 容 等
9:
30 諸般の報告・行政報告
・議案審議
町政・教育行政執行方針
9:
30 議案審議
9:
30 一般質問

3月 16日鵜 9:
30 議案審議
猿審議状況により日程が変更する場合があります。
猿会議の日程は、議会運営委員会で正式に決定され
ます。
問 議会事務局（緯 22227）

平取町職員（臨時職員）募集渦
臼小学校 時間講師

募集人数 若干名
勤務場所 町内の小学校
勤務条件 週 30時間以内
賃 金 平取町一般職定数外職員取扱規則による
応募資格
猿普通自動車運転免許取得者
猿小学校教諭の資格があり、勤務経験がある方

渦小中学校 特別支援教育支援員

募集人数 3人
勤務場所 町内の小中学校
勤務条件 平日 7:
55～ 15:
25
（配置学校により若干の変更あり）
賃 金 日給 6,
300円
応募資格
猿普通自動車運転免許取得者
猿小学校および中学校教諭、保育士、幼稚園教諭な
どの資格がある、もしくは同等以上の資格がある
方。または特別支援員経験者。
・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・
共通事項
任用月日 採用日～平成 30年 3月 31日
採用方法 1次 書類審査 2次 面接試験
応募方法 3月 13日迂までに
履歴書（写真添付）
、応募資格を証明する書類の
写しを総務課総務係に提出（萎 0550192本町 28）
問 生涯学習課 学校教育係（緯 22619）

雑誌のバックナンバー差し上げます
町立図書館では、保存期間の終了した雑誌（平成
26年発行分）を、利用者の皆さまにご提供します。
お好きな雑誌をお持ち帰りください。
期 間 3月 1日卯～ 14日雨（6日迂・13日迂除く）
対 象 中学生以上
冊数
何種類の雑誌を選んでも結構ですが、同一タイト
ルの雑誌は、お一人につき 2冊までとさせていただ
きます。
問 町立図書館（緯 46666）

「休日納税窓口」開設
お仕事などにより平日に町税などの納入に来ら
れない方のため「休日納税窓口」を開設し、税金や
各種使用料等の納入や納付に関する相談をお受け
します。お気軽にお越しください。
期 日 3月 5日羽 9:
00～ 17:
00
場 所 役場 税務課窓口
問 税務課 納税係（緯 22224）

すずらんの
まちだより
平取町
発行 /
まちづくり課
編集 /

びらとり

農業委員・農地利用最適化推進委員
募集
「農業委員会等に関する法律」が平成 28年 4月に
改正され、農業委員の選出方法が、公職選挙制から
任命制に変更となりました。
また、農地利用の最適化を進めるため、農業委員
会が委嘱する「農地利用最適化推進委員」が、新設
されますので、次のとおり募集します。

臼農業委員

募集人数 10人
主な役割
臼農地の権利移動等の申請の許可、決定等の審査の
ため、現地確認や農業委員会の会議に出席
渦農地利用最適化推進と連携し、遊休農地の発生防
止・解消の推進、担い手への農地集積の推進、新
規就農者の支援のための活動、指針等の作成
嘘農地中間管理機構との連携
任 期 3年間（7月 20日～平成 32年 7月 19日）

渦農地利用最適化推進委員

募集人数 7人※地区担当割
第 1区 川向～二風谷（3人）
第 2区 荷負～旭・芽生（2人）
第 3区 長知内～豊糠（2人）
主な役割
臼農地の権利移動等の申請地の現地確認や推進委
員としての意見提出
②遊休農地の発生防止・解消に向けた農地パトロー
ルや農地所有者への働きかけ
③農地集積の推進のための、農地の貸し手や借り手
の掘り起こし活動
任 期 3年間（7月委嘱日～平成 32年 7月 19日）
応募方法 ※両方の委員になることはできません
臼町内全域からの推薦（3人以上）
渦団体などからの推薦
嘘一般からの公募
煙様式に必要事項を記入し、持参または郵送により
提出。
煙様式は窓口で配布および町のホームページから
ダウンロードできます。
応募資格
臼町内に住所を所有するもの
渦教育委員、または固定資産評価審査委員会委員で
ない者
受付期間 2月 27日迂～ 3月 28日雨必着
問 農業委員会（緯 22695）
萎 0550192 本町 28
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平取町職員（臨時職員）募集臼

行事予定

3月 1日 ～ 3月 15日

3月
1我 －－ 卒業式（平高）
13:
30興議会運営委員会
／役場 議員・委員控室
2牙 10:
30興 平取地域自然素材利活用等に係る
連絡会議／中央公民館
13:
30興 21世紀・アイヌ文化伝承の森プロ
ジェクト推進会議／中央公民館
13:
30選挙管理委員会
／役場 議員・委員控室
3画 13:
30興国民健康保険運営協議会
／ふれあいセンターびらとり
15:
00興子育てファイル策定委員会
／ふれあいセンターびらとり
5蚊 9:
00休日納税窓口／役場 税務課窓口
6俄 9:
30興町議会定例会（17日まで）
／役場 議事堂
15我 －－ 卒業式（平中・振中）
18:
30興地域文化保全対策三者会議
／二風谷生活館
興の表示があるものは、傍聴できますので直接会場に
お越しください。

後期高齢者医療・介護保険・国保制度
に関連した「振り込め詐欺」に注意
最近、全道各地で広域連合の職員、市町村の職員
などを名乗って、銀行の口座番号などを聞き出そう
とする詐欺目的の不審な電話が多発しています。
医療費などの還付金を支払うために、電話で個人
情報をお聞きすることや本人や御家族の方に金融
機関で現金自動預け払い機（ATM）の操作を依頼
するようにお願いをしたりすることは、一切ありま
せん。
不審電話や不審者の訪問があった場合、次のよう
な対処方法をとってください。
猿個人情報を教えない。
猿相手の名前、会社などの名前、電話番号を聞く。
猿すぐに最寄りの警察署または町民課保険医療係・
保健福祉課介護保険係の担当へ問い合わせ（情報
提供）してください。
問 町民課 保険医療係（緯 46113）
保健福祉課 介護保険係（緯 46112）

みんなでつくる、未来へつなぐ。あふれる笑顔、びらとり。
すずらんのまちだより び ら と り
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募集人数
勤務場所

1人
障害者支援施設すずらん
または、就労継続支援事業所さるがわ
支援員（1日 8時間労働、夜間勤務あり）

勤務内容
応募資格
猿おおむね 40歳まで
猿普通自動車運転免許取得者
猿介護福祉士または社会福祉主事任用資格取得者

渦パート職員
募集人数
勤務場所

1人
障害者支援施設すずらん
または、就労継続支援事業所さるがわ
支援員補助（利用者生活一般・作業）

勤務内容
応募資格
猿おおむね 50歳まで
猿普通自動車運転免許取得者

渦パート職員
募集人数
勤務場所

1人
外部サービス利用型共同生活援助
（グループホーム）せきえい
勤務内容 世話人
（食事づくり、金銭出納に関する援助、健康管理な
ど日常生活における相談・助言）
応募資格
猿おおむね 65歳まで
猿普通自動車運転免許取得者
・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・
共通事項
採用方法 1次 書類審査 2次 面接試験
採用月日 合格後（応談あり）
賃 金 法人規定による
応募方法 3月 10日窺までに
履歴書（写真添付）、応募資格を証する書類の写
しを持参または郵送で提出
問 障害者支援施設すずらん（緯 33676）
萎 0550411 振内町 971

弁護士無料法律相談会 開催
札幌弁護士会は、平取町で無料法律相談会を開催
します。お困りのことがありましたら、お気軽にご
相談ください。（予約優先）
期 日 3月 7日雨 13:
30～ 15:
00
3月 28日雨 10:
30～ 12:
00
場 所 ふれあいセンターびらとり
相談内容
相続・遺言、仕事の悩み、離婚、交通事故、借金
などお悩みのこと。
問 まちづくり課 広報広聴係（緯 22222）

地域おこし協力隊活動報告会 開催
地域おこし協力隊の今までの活動内容と、これか
らの取り組みや将来の方向性も含めた報告会を開
催します。お気軽にお越しください。
期 日 3月 1日卯 18:
00～
場 所 ふれあいセンターびらとり 多目的集会室
報告者
畠山 隆之 氏（振内町）
、松田 誠一 氏（本町）
問 まちづくり課 地域戦略係（緯 22222）

森林整備計画変更案説明会 開催
「平取町森林整備計画」変更案の住民説明会を開
催します。
また、説明会終了後、沙流川森林組合の担当者と
自己所有林の森林施業相談会を開催します。
森林所有者の皆さんは、積極的に参加されますよ
うご案内します。
期日・場所 3会場とも 18:
00～ 20:
00
猿 3月 1日卯 貫気別生活館
猿 3月 2日鵜 振内町民センター
猿 3月 3日窺 ふれあいセンターびらとり
問 産業課 林務係（緯 22223）

森林整備計画（変更）公告・縦覧
平成 29年 4月 1日変更「平取町森林整備計画」
変更案の公告縦覧を行っています。
変更案計画書は役場産業課および役場両支所に
て閲覧ができます。また、ホームページでも閲覧す
ることができます。ご意見は、3月 21日雨までに
お願いします。
（様式自由）
なお、今回の変更は、森林法の一部改正、民有林
の保安林指定施業要件の変更にともなうものです。
問 産業課 林務係（緯 22223）

1日卯
15日卯

6日迂
22日卯

8日卯
27日迂

振内診療所 3月の診療体制
月曜日

6日 澤田医師

水曜日

金曜日

1日 藤井医師

3日 藤井医師

8日 藤井医師

10日 藤井医師

緯 22221
平取町役場
13日
休診
15日 藤井医師 17日 藤井医師
2221
総務課（代表） 緯 2緯 22222
まちづくり課
20日
休診
22日 藤井医師 24日 藤井医師
緯 22223
産業課
緯 22224
税務課
27日
休診
29日 藤井医師 31日 藤井医師
緯 22225
出納室
緯 22226
建設水道課
受付時間 9:
00～ 11:
30／ 13:
00～ 15:
00
緯 22227
議会事務局
※受付は 15:
00で終了します。
アイヌ施策推進課
緯 22341
問 国保病院 （緯 22201）
農業委員会・土地改良区
振内診療所（緯 33004）
緯 22695
緯 37703
観光商工課
ふれあいセンターびらとり
緯 46111
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
緯 23400
地域包括支援センター
3700
「ほほえみ」 緯 2平取町社会福祉協議会
緯 42267
図書館
緯 46666
平取町教育委員会
緯 22619
中央公民館
緯 22749
町民体育館
二風谷アイヌ文化博物館
緯 22892
沙流川歴史館
緯 24085
役場振内支所
緯 33211
役場貫気別支所 緯 55204

国保病院 3月外来診療変更
午前

午後

平取消防署

緯 22361

13日迂
29日卯

ホームページ

QRコード

国保病院 3月の
循環器内科・皮膚科診療日
循環器内科
担当医師

診療日

受付時間

榎本医師

1日 15日
22日 29日

毎週水曜日
8:
30～ 11:
00

鹿島医師

8日

小林医師

13日

27日

皮膚科
担当医師
西坂医師

※医師が変更に
なる場合あり

第 2・4月曜日
13:
00～ 15:
00

診療日
9日

23日

3月のみ第 2・4木曜日

受付時間
8:
30～ 11:
30
13:
00～ 14:
30

問 国保病院（緯 22201）

鳥インフルエンザ感染 過去最多

国内で野鳥などに広まっている高病原性鳥イン
フルエンザウイルス（H5N6型）の今冬の感染が、
過去最多となり、環境省も警戒レベルを最も高い
3月 31日窺 谷
休診
村上
斉ノ内副院長不在
「3」とし、引き続き注意を呼びかけています。衰弱
問 国保病院（緯 22201）
や死亡した野鳥を見つけたときは、次の事項に注意
してください。
なお、鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥
との濃密な接触などの特殊な場合を除いて、通常で
国民年金の任意加入
は人に感染しないと考えられています。
日常生活では、鳥の排泄物などに触れた後には、
国民年金保険料の納め忘れがある方で、受け取る
手洗いとうがいをしていただければ、
過度に心配す
年金額を増やしたい方は、60歳から 65歳までの間、
る必要はありません。冷静な行動をお願いします。
任意加入できます。
さらに、昭和 40年 4月 1日以前に生まれた方で、 噛野鳥を素手で触らないようにしましょう。
受給資格期間を満たしていない場合は、70歳まで、 噛鳥の排泄物などに触れた後は、手洗い・うがいを
しましょう。
任意加入が可能です。
噛水辺などに立ち寄って、フンを踏んでしまった場
保険料の納付方法は、原則「口座振替」です。
合は、念のために靴底を洗いましょう。
問 町民課 住民年金係（緯 46113）
噛死んでいる野鳥を見つけたら、日高振興局環境生
苫小牧年金事務所（緯 0144366135）
活課か町民課環境衛生係へご連絡ください。
内科

外科

総合
（内科・外科）

平取町外 2町衛生施設組合
緯 22024

相談時間 13:
00～ 15:
00
場 所 新ひだか町静内吉野町 214
門別地区相談所
相談日程 3月 28日雨
相談時間 13:
30～ 16:
00
場 所 門別公民館（日高町門別本町 2101）
予約受付 平日 10:
00～ 16:
00※事前予約制
問 ひだか弁護士相談センター
（緯 0146428373）

役場関係電話番号

平取町国民健康保険病院
緯 22201

ひだか弁護士相談センター
3月の相談日程
相談日程

各担当へは直通
電話が便利です
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臼正職員
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社会福祉法人平取福祉会 職員募集

もんべつ吹奏楽団平取演奏会 開催
吹奏楽の演奏会を次のとおり開催します。管楽器
の生演奏をぜひお楽しみください。入場無料です。
お子さまもご入場いただけます。お気軽にご来場く
ださい。
期 日 3月 11日丑 開場 18:
00 開演 18:
30
場 所 中央公民館
演奏曲
千と千尋の神隠し、見上げてごらん夜の星を、
ジャパニーズ・グラフィティ越「刑事ドラマ・テー
マ集」 ほか
問 古川 敏嗣（緯 09026981492）

問 日高振興局（緯 0146229254）
町民課 環境衛生係（緯 46113）

トマト カード 会 3月情報
びらとりトマトカード会加盟店では、地元購買の
特典として、次の日程でポイント 2倍・3倍セール
を実施します。町内でのお買い物に、このチャンス
をご利用ください。
期間
2倍 :
3月 10～ 11日、15～ 16日、20～ 21日
3倍 :
3月 27日
問 びらとりトマトカード会（緯 46100）

すずらんのまちだより び ら と り
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平取養護学校送迎バス
介護ボランティア 募集（有償）

「顔ヨガ講座」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。
（参加費無料）
平取養護学校児童生徒のバス送迎事業は、ボラン
期 日 3月 10日窺 14:
00～ 16:
00
ティアをはじめ地域の皆さまの深いご理解とご協
力により運営されています。そこで、来年度に向け、 場 所 中央公民館 団体活動室
内容
新たな介護ボランティアを必要としていますので
顔には表情筋という筋肉があり、加齢とともに下
皆さまのご応募をお待ちしています。
垂していきます。ほうれい線、二重あご、目の下の
※体験乗車も出来ますのでお問い合わせください。
たるみなどは、筋肉の衰えが大きな原因。顔ヨガの
内容
ポーズをインストラクターの指導のもと、正しく行
養護学校児童・生徒（苫小牧地区）のバス送迎介護
えば余計にたるみやシワを増やすことなく、それぞ
実施日 毎週金曜日 13:
25～ 17:
30
れの悩みが解消されていきます。
バスの送迎サイクルは、3人体制で 4～ 5週間に
講 師 顔ヨガインストラクター 田中 希 氏
1回の間隔（学校の休み期間中は除く）
対 象 町内に在住する女性
その他 交通費などを支払います
持ち物 手鏡
問 社会福祉協議会（緯 42267）
定 員 15人（先着順）
申 込 3月 6日迂まで

交通災害共済に加入しましょう
交通災害共済は、会員の方が不幸にして交通事故
等により死亡もしくは傷害をうけた場合、見舞金を
支給する制度です。
対象者
日高管内に居住し、住民登録（外国人登録を含む）
をしている方。途中で管外へ転出された場合でも見
舞金は支給されます。
※平成 29年度新入学生は町費で加入します。
共済掛金 1人 500円
共済期間 4月 1日～平成 30年 3月 31日
申込方法
各自治会でとりまとめしますが、個人でも直接申
し込めます。
※川向・荷負地区は各自で申し込みください。
見舞金
日本国内における自動車・原付・自転車などによ
る道路上での交通事故が対象です。
（速度違反、飲酒運転によるものなどは対象外）
1等級 死亡した場合

800,
000円

2等級 101日以上の治療を要する傷害

100,
000円

31日以上 100日以下の治療を
要する傷害

50,
000円

4等級 30日以下の治療を要する傷害

30,
000円

3等級

※治療日数は、入院・通院を合算した日数です。
※見舞金の請求期間は交通事故日より 1年間です。
※この共済制度は、加入申込は平成 29年度（平成
30年 3月 31日まで）限りとし、30年度は 29年
度の見舞金支給業務のみとなりました。
申込先
町民課 生活安全係（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
問 町民課 生活安全係（緯 46113）

問 生涯学習課 社会教育係（緯 22619）

「親子の広場」開催
子育てや家庭生活に悩む方々に対し、悩みを聴く
場を設けることで少しでも不安を取り除き、心の援
助ができるよう支援します。電話相談も受け付けま
すので、お気軽にご相談ください。小さなお子さま
を連れての来所もできます。相談者のプライバシー
は厳守し守秘義務にて行います。
期 日 3月 6日迂 13:
30～ 15:
30
場 所 中央公民館 1階 中会議室
（電話相談ダイヤル 緯 22619）
主 催 日高家庭生活カウンセラークラブ
後 援 平取町教育委員会
問 日高家庭生活カウンセラークラブ
代表 和田 与志男（緯 22722）

交通事故相談所をご利用ください
北海道では、交通事故相談所を設置し、専門の相
談員が相談に応じます。交通事故に関する悩みをお
持ちの方はご相談ください。
（無料）
煙交通事故にあったが、どうしたらよいのかわから
ない。
煙損害賠償の額が適正かどうか知りたい。
煙示談をどのように行えばよいか知りたい。
煙残された遺児への教育資金に関して知りたい。
問合先 北海道交通事故相談所
（平日 9:
00～ 16:
30）
札幌市中央区北 3条西 6丁目 北海道庁 1階
緯 0112045220（I
P電話 :
05035334703）
胃 0112327452
死 kans
ei
.
dous
ei
2@pr
ef
.
hokkai
do.
l
g.
j
p

みんなでつくる、未来へつなぐ。あふれる笑顔、びらとり。
娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃
ht
t
p:
/
/
www.
t
own.
bi
r
at
or
i
.
hokkai
do.
j
p/

韓国では現在、広範囲の地域で口蹄疫（O型・A
型）の発生が続けて確認されており、我が国へ侵入
するリスクが極めて高い状況が続いています。
今一度、本病の発生予防の徹底を図られるようお
願いします。
飼養衛生管理基準の遵守の徹底を
猿農場の出入口に看板を設置するなどにより、関係
者以外の立ち入りを制限しましょう。
猿農場に持ち込む物品や出入りする車両の消毒を
徹底しましょう。
猿農場や畜舎の出入口に踏込消毒槽等を設置する
ことにより、出入りする人の靴底の消毒を徹底し
ましょう。
猿従業員の方を含め、口蹄疫が発生している国への
渡航は可能な限り控えるとともに、これらの国の
農場からの郵便物などは、衛生管理区域に持ち込
まないようにしましょう。
猿毎日、飼養家畜の健康観察を行いましょう。
猿口蹄疫を疑う症状を呈している家畜を発見した
ときは、直ちに獣医師や最寄りの家畜保健衛生所
に連絡しましょう。
問 産業課 畜産係（緯 22223）

自動車税の住所変更を忘れずに
自動車税は、毎年 4月 1日現在で自動車をお持ち
の方（運輸支局に登録されている方）に納めていた
だく道税です。
引っ越しで住所が変わった場合などは、次の手続
きを忘れずに行ってください。
猿住所が変わった場合
札幌道税事務所自動車税部に住所変更の届出を
してください。住所変更の届出は、インターネット
を利用して道税ホームページや携帯版サイトから
も行うことができます。届出をしないと、納税通知
書が届かない場合があります。
届出先 札幌道税事務所 自動車税部
札幌市北区北 22条西 2丁目（緯 0117461197）
道税ホームページ（自動車税の住所変更）
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猿自動車を売買した場合
運輸支局で移転登録をしてください。
3月 31日窺までに移転登録をしないと、
自動車の
売り主の方に平成 29年度の納税通知書が送られて
しまいます。
猿自動車を使用しなくなった場合
運輸支局で抹消登録をしてください。
3月 31日窺までに抹消登録をしないと、平成 29
年度の自動車税が課税されます。
問 北海道 税務課 課税対策グループ
（緯 0112045062）
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韓国で口蹄疫の発生（牛）が確認され
ています

初心運転者への思いやりと融雪期の安
全運転
これからは、各種学校を卒業された方などが、新
たに運転免許を取得し、交通社会に仲間入りする時
期を迎えます。初心者マークのドライバーが安心し
て運転できるよう、思いやりのある運転を心がけま
しょう。
また、寒さが和らぐとともに路面の乾燥が進みま
すが、朝晩の時間帯や日陰、橋の上など、思わぬと
ころで凍結路面によるスリップ事故が発生するこ
とがあります。
速度を抑え、変化する路面状況に対応できる安全
な運転を心がけましょう。
交通事故は決して他人事ではありません。一人ひ
とりがルールを守り、思いやりのある行動を実践す
ることで、交通事故のない安全で安心な社会を目指
しましょう。
ド ライバー、同乗者の皆さんへ
煙路面の色が黒っぽく変わっている場所は、凍結し
ている危険性があります。急ブレーキ、急ハンド
ル、急加速など「急」のつく運転をしないよう心
がけましょう。
煙下り坂やカーブの手前では、あらかじめ十分に減
速し、余裕を持って、運転をしましょう。
煙夜間、対向車がいない時はハイビームで走行しま
しょう。
煙「疲れ」を感じた時は、運転を中止して休憩し、
居眠りやうっかりぼんやり運転による交通事故
を防止しましょう。
煙シートベルトはもしもの時の命綱です。
「近所ま
でだから」
、
「慣れている道だから」と油断せず、
後部座席を含めたすべての座席でシートベルト
を必ず着用しましょう。
煙 5歳以下の幼児を乗車させるときは、必ずお子さ
まの体格にあったチャイルドシートをしっかり
と取り付け、ゆるみなどが生じないよう着用させ
ましょう。
煙デイ・ライト（昼間点灯）は自らの車の存在を歩
行者や自転車などに目立たせることにより、交通
事故の防止を図る効果が期待できることから率
先して実践しましょう。
煙飲酒運転は重大な犯罪です。飲酒が予想される場
所には車で出掛けないようにしましょう。また、
周りの皆さんも運転者に飲酒させないようにし
ましょう。
歩行者の皆さんへ
煙夜間に外出するときは、明るい色の服装と夜光反
射材を必ず着用しましょう。
煙道路を横断しようとしている子どもや高齢者を
見かけたときは、積極的に声をかけるなど、安全
に誘導してあげましょう。
煙道路やその付近で遊ぶ子どもを見かけたときは、
安全な場所で遊ぶように声をかけ、子どもを交通
事故から守りましょう。
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