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行事予定 4 月 16 日～ 30 日
18 日（水）19：00 自治会長連絡員会議

／役場 議事堂
20 日（金）   －－ 春の火災予防運動（30 日まで）
23 日（月）19：00 自治会長連絡員会議

／振内町民センター
24 日（火）19：00 自治会長連絡員会議

／貫気別生活館
26 日（木）10：00 ＊＊教育委員会／中央公民館

13：30 ＊＊農業委員会総会
／役場 議事堂

＊の表示のあるものは、傍聴できますので直接会場   ＊の表示のあるものは、傍聴できますので直接会場   
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　この時期の野山は非常に乾燥しており、山火事
が発生しやすい危険な状態です。
　恐ろしい山火事から森林を守るため、次のこ
とを必ず守りましょう！

《強化期間：4月 1日～ 5月 31 日》
1. 林内で火気は扱わないで下さい。
2. 山林及び山林付近で火入れをする場合は必ず
　許可を受けて下さい。
3. 山火事巡視員の指示には必ず従ってください。
4. 入林の際は必ず入林届及び許可を受けてくだ
　さい。
　①国有林 -日高北部森林管理署
　②町有林 -役場・支所・町巡視員・入林ボックス
　③私有林 -所有者・管理者

山火事に注意しましょう     

問　産業課林務係　☎ 2-2223   

　4 月 28 日㊏からニセウ・エコランドパークゴ
ルフ場がオープンします。
　パークゴルフや釣り、夏のホタルが楽しめ、
設備も充実しています。
　キャンプ場は 5月 1日㊋にオープンします。
　ご家族、お友達と、どうぞご利用下さい。

「ニセウ・エコランド」オープン     

問　ニセウ・エコランド　☎ 3-3188   

　平成 30 年度 固定資産課税台帳を次のとおり縦
覧しています。
期日　7月 31 日㊊まで
　　　　　（ただし、㊏・㊐・㊗は除く）
　　　8:30 ～ 17:15
場所　町内および町外・・・役場税務課
　　　振内地区・・・振内支所
　　　貫気別地区・・・貫気別支所
内容　固定資産税の土地・家屋に関する固定資
　　　産課税台帳
対象者
　・納税義務者及び同居の親族、納税管理人、　
　　委任を受けた代理人など
持ち物
　・来庁される方の本人確認ができるもの
　　（運転免許証や保険証など）
　・代理人の場合は委任状
　※ 法人（会社）の所有で社員の方等が閲覧　
　　されるときは、代表者からの委任状また
　　は代表者印の押印のある申請書が必要です。

固定資産課税台帳の縦覧     

問　税務課課税係　☎ 2-2224

　平取地域イオル再生事業では、山菜の採取体験
事業を開催します。
　正しい山菜の採り方やアイヌ語名などを学習で
きるほか、試食会も予定しています。家族そろっ
て参加・体験してみてください。（参加料無料）
期日　5月 12 日㊏　9:00 ～ 13:00（予定）
集合　二風谷生活館（二風谷 78-12）
場所　イオルの森（二風谷地区）ほか
内容　・山菜の採取体験
　　 　・伝統料理キナオハウ（山菜汁）試食会
対象　町民および近隣町民
　（小学校低学年は保護者同伴で参加ください）
その他　町バス運行予定。希望の方は申込時に　
　　　時間、場所を申し出ください。
申込　5月 7日㊊まで問  

キナアカラ（山菜採り）体験 募集     

問　アイヌ施策推進課イオル整備推進係　　　
　　☎ 2-2341

　平取町外 2町衛生施設組合では、次により臨時
職員を募集します。
募集人数　1人
勤務場所　平取町外 2町衛生施設組合事務所
　　　　　（小平 39-2）
勤務内容　管理係（管理事務および業務）
勤務時間　8:30 ～ 17:15（㊏㊐㊗は休み）
採用期間　5月 1日～ 9月 30 日
　　　　　（勤務成績により6ヶ月を限度に延長有り）
賃金　平取町外 2町衛生施設組合一般職定数外
　　　職員規則による
応募資格　
①平取町に居住しているか、居住できる方
②普通免許を所有し乗用車などで衛生組合まで
　通勤可能な方
③パソコン（文書作成、表計算）が扱える方
採用方法　1次 : 書類審査
　　　　　2次 : 面接審査（4月下旬予定）
応募方法　4月 24 日㊊（必着）までに、履歴書（写
真貼付）、免許証の写を持参または郵送で提出
問　平取町外 2町衛生施設組合 総務係
　　 （〒 055-0102）小平 39-2　☎ 2-2024 

平取町外 2町衛生施設組合職員
（臨時職員）募集

　4 月 21 日㊏から二風谷ファミリーランドの一
部を除きオープンします。みなさまのご来場を
お待ちしています。
※パークゴルフ場は 4月 22 日㊐からです。
営業開始　4月 21 日㊏ 9:00 ～

「二風谷ファミリーランド」オープン     

問　二風谷ファミリーランド管理棟
　　☎ 2-3807 

びらとりびらとりびらとり
すずらんのまちだより

発行　平取町　　編集　まちづくり課広報広聴係

　「クロッキー会」有志による、人物クロッキー
（速写）の作品展です。ぜひ、ご覧ください。
日程　4月 17 日㊋～ 24 日㊋
場所　ふれあいセンターオールシーズンパーク

人物クロッキー作品展     

こどもの日親子ハイキング
参加者募集    

　親子やお友達で楽しく歩きながら自然とふれあ
うハイキングを開催します。仁世宇園では、や
まべ釣り大会もありますので、是非ご参加を。
期日　5月 5日㊏　9:30 ～ 14:00
　　　　　（振内青少年会館前に 9:20 まで集合）
行先　仁世宇園
内容　やまべ釣り大会、稚魚放流ほか
昼食　豚汁とやまべ唐揚げを用意しています
持ち物　おにぎり
参加料　無　料（先着 50 人まで）
※未就学児童は保護者が同伴してください。
※ベビーカーでの参加はご遠慮ください。
申込　5月 1日㊋まで（事前の申し込みが必要）
問　振内青少年会館　☎ 3-3469

　～ 4月 20 日から 30 日まで
　　春の火災予防運動を実施します～

・期間中は、午前10時と午後4時に予防広報、
午後 8時にサイレンを吹鳴しますので火災と
間違わないようお願いします。

－火災の発生を防ぎましょう－
　春は空気が乾燥し、風の強い日が多いこと
から、一度火災が発生すると被害が大きくな
る可能性があります。いつも以上に火の取扱
いには十分に注意し、ゴミ焼きなどは絶対に
行わないでください。

－防火査察を実施します－
　消防署では、各家庭を訪問し住宅用火災
警報器の電池切れや故障などが発生していな
いかを確認するため防火査察を実施しますの
で、皆様方にご理解とご協力をお願いいたし
ます。各家庭でも定期的に住宅用火災警報器
の点検を実施してください。

日高西部消防組合平取消防署

　NPO法人ナショナルトラスト・チコロナイで
は、参加者を募集します。ボランティア保険加
入のため、5月 1日㊋までに申込みしてください。
期日　5月 4日㊎㊗　少雨決行
場所　チコロナイの山（二風谷）
参加資格　中学生以上・小学生以下は保護者同伴
集合場所　8:30 までに貝澤耕一宅（二風谷）
参加費　無料（昼食は法人が用意）
持ち物　長ぐつ、軍手、雨具など
問　貝澤 耕一　☎ 2-2089 

植林作業体験ほか 参加者募集   

　二風谷ダム右岸付近の町有山林は「イオルの森」
として指定されており、この森では、アイヌ文
化振興に必要な自然素材（樹木・山菜など）を
育てています。山菜などの採取で入林される際
には必ず入林届を提出し、イオルの森に関する
条例・利用ルールを守り、育てた山菜などの自
然素材は絶対に採取しないようお願いします。
※イオルとは、かつてアイヌの人たちが生活に
必要な物資（資材など）を求めた領域のことです。
　イオルの森で育てている区域には表示看板や
標識が設置されています。

「イオルの森」での山菜などの採取     

問　アイヌ施策推進課イオル整備推進係　　　
　　☎ 2-2341



　アイヌ修学資金（高校・専修学校・大学等）の
申請を次により受け付けます。
受付日程・会場　
　4月 23 日㊊　
　　•振内町民センター研修室　9:30 ～ 12:00
　　•貫気別生活館　会議室     13:30 ～ 16:00
 
　4 月 24 日㊋　　
　　•二風谷生活館　事務室 　9:30 ～ 12:00　
　　•役場　2階　小会議室      13:30 ～ 18:00
　4 月 25 日㊌
　　•役場　2階　小会議室 　   9:00 ～ 18:00
　4 月 26 日㊍から 5月 18 日㊎の平日
　　•役場　アイヌ施策推進課窓口
　　　　　　　　　　　　　　   8:30 ～ 17:00
受付時に持参するもの
• 印鑑（大学は保護者と就学者本人と保証人が必要）
•在学証明書 1通（4月 1日以降の日付のもの）
•経費の領収書及び内訳書（入学のしおりや修　
　学にかかる経費のすべてがわかるもの）
•預金通帳（高校 ･専修は申請者名義の口座、　
　大学は就学者名義の口座）
•高校等通学費（1万円未満でも対象）も申請す
　る場合は、バス定期券等の写し
•大学のみ 1年生 2,000 円分、2 年生以上 1,000
　円の収入印紙（役場では印紙を販売しており
　ません）
注意事項
※平成 29 年分所得証明書（保護者及び世帯で所
得のある方全員）については、後日提出するこ
とになりますので、当日は委任状と、1通につき
400 円を預かります。
※ ( 財 ) 北海道高等学校奨学会による奨学金、日
本学生支援機構法による学資金又は母子及び寡
婦福祉法による修学資金の貸与受けている場合
は重複して受けることができませんので、ご注
意ください。

アイヌ修学資金 申込受付     

問　平取アイヌ協会　事務局　☎ 2-2341
　　（アイヌ施策推進課 アイヌ施策推進係）

火災・救急出場件数（3月末）

火災 救急
種別 件数 年塁型 種別 件数 年累計
建 物 1 1 交通事故 0 3
林 野 0 0 急 病 10 35
車 両 0 1 一般負傷 8 14
そ の 他 0 0 そ の 他 2 4

転院搬送 10 19
合 計 1 2 合 計 30 75

　火災・救急出動件数は次のとおりです。　

　5 月上旬から 8 月末までは通水シーズンを迎
え、近くの農業用水路や排水路は危険な状態が
続きます。土地改良区は危険な箇所に安全フェ
ンスの設置や広報車などで注意を呼びかけ事故
防止に努めていますが、用水路は水の流れが速
く、子どもや老人にとって大変危険な場所にな
ります。
　通水期間中は「用水路には絶対近寄らず、近
くで遊ばない !」ことを家庭や地域ぐるみでご指
導いただけますようお願いします。
通水地区・期間　（8月末日まで）
• 沙流取水工　　　4月 27 日～
•アブシ頭首工　　5月 03 日～
•池売頭首工　　　5月 07 日～
•幌毛志頭首工　　5月 07 日～
•荷負本村頭首工　5月 10 日～
•岩知志頭首工　　5月 10 日～
•旭頭首工　　　　5月 06 日～
•長知内揚水機　　5月 10 日～
•その他各施設　　5月上旬～
問　沙流土地改良区　☎ 2-2695

かんがい用水を通水します

　平取歯科診療所では、スタッフを募集します。
職種　歯科アシスタント（未経験でも可）
勤務場所　平取歯科診療所
処遇　当院規定による。パートは時給 840 円～
休日　㊐㊗、第 2・4㊏
　　　（パート勤務時間・曜日は応相談）
申込　当院へ履歴書（写真添付）を提出
　　　 （郵送可）
問　平取歯科診療所　☎ 2-2419

診療スタッフ募集（パート・正職員）     

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 びらとりびらとりびらとりびらとり

　受験申請は、書面のほかインターネットでも申
請できます。詳しくは、消防試験研究センター
のホームページをご覧ください。
http://www.shoubo-shiken.or.jp/

問　平取消防署　☎ 2-2361 

平成 30 年度 第 1 回危険物取扱者試験    

危険物取扱者
試験日 5月 27 日㊐

受
付

書面 4月 18 日㊌～ 4月 26 日㊍（消印有効）
インターネット 4 月 15 日㊐～ 4月 23 日㊊

試験の種類 甲種・乙種（第 1～ 6類）・丙種
試験手数料 甲種 5,000 円・乙種 3,400 円・丙種 2,700 円
試験地 札幌市

合格発表予定日 6月 13 日㊌

※受験願書・詳細については、お問い合わせください。

　
　役場関係
　電話番号

平取町役場  　   ☎ 2-2221
総務課（代表）   ☎ 2-2221
まちづくり課     ☎ 2-2222
産業課　　　　☎ 2-2223
税務課　　　　☎ 2-2224
出納室　　　　☎ 2-2225
建設水道課　　☎ 2-2226
議会事務局　　☎ 2-2227
アイヌ施策推進課
　               　☎ 2-2341       

農業委員会・土地改良区
                   ☎ 2-2695   

観光商工課        ☎ 3-7703

ふれあいセンターびらとり      
  ☎ 4-6111

　                       
保健福祉課
  保健推進係・福祉係

☎ 4-6112
  介護支援係・介護保険係

　      ☎ 4-6114
町民課　        ☎ 4-6113         
   児童館　        ☎ 2-3026  
子ども発達支援センター

　☎ 2-3400                       
  地域包括支援センター
　「ほほえみ」     ☎ 2-3700
図書館　            ☎ 4-6666       

平取町教育委員会
中央公民館　  ☎ 2-2619    
町民体育館     ☎ 2-2749  
  二風谷アイヌ文化博物館
　               ☎ 2-2892

 沙流川歴史館  ☎ 2-4085

役場振内支所     ☎ 3-3211

役場貫気別支所 ☎ 5-5204

平取町国民健康保険病院
　                   ☎ 2-2201     

平取町社会福祉協議会
☎ 4-2267

平取町外 2町衛生施設組合
☎ 2-2024                

平取消防署        ☎ 2-2361

ホームページQRコード



　室蘭児童相談所では、児童を心身ともに健全に
育てるため、次のとおり「巡回児童相談」を実
施します。
　ご希望の方はお申し込みください。
期日　6月 5日㊋・6日㊌
場所　ふれあいセンターびらとり
相談内容　
　家庭でのしつけに関すること、ことばの遅れ、
　心身の障がい、不登校・登園しぶり、学習の
　遅れ、療育手帳の取得に関する相談など
対象　18 才未満の子ども及びその保護者
相談員　室蘭児童相談所児童福祉司および判定員
申込　5月 11 日㊎まで

巡回児童相談 実施     

問　保健福祉課福祉係　☎ 4-6112
　　子ども発達支援センター　☎ 2-3400

　沙流川歴史館では、「日高の石～身近にある変
わった石」と題した企画展を開催します。今回は、
日高山脈博物館（日高町）・アポイ岳ジオパーク
ビジターセンター（様似町）の協力のもと、か
んらん岩やアオトラ石など、この地域で見られ
る様々な石を展示します。
　入館は無料で、大型連休期間中も開館してい
ます。ぜひお越しください。
期間　4月 24 日㊋～ 5月 27 日㊐
　　　　9:00 ～ 16:30
休館日　5月 7日㊊・14 日㊊・21 日㊊
問　沙流川歴史館　☎ 2-4085

沙流川歴史館企画展 開催乳がん・大腸がん検診    

期日　4月 27 日㊎　
場所　ふれあいセンターびらとり
乳がん検診

問　保健福祉課保健推進係　☎ 4-6112　　

対 象 者  40 歳以上の町民女性
受付時間  8:45 ～ 10:00
料 金  40 ～ 69 歳　　　　　　　   2,000 円

 70 歳以上                              1,000 円
 無料クーポン券対象者　　　　  0 円
 昨年度受診券者 40 ～ 49 歳  6,180 円
 　　　　　　　 50 歳以上　5,150 円

※今年度の乳がん検診無料クーポン券対象者は、
　4月 1日現在で 40 歳の女性です。
※乳がん検診の料金助成対象は 2年に 1 度とな
　りますのでご了承ください
※生活保護者は 2年に 1度無料です
※平成 30年度　乳がん無料クーポン対象者は年　
　度初めに自宅に無料クーポン券が送付されます。
※今年度から始まる「健診自動申込制度」につ
　いては、乳がん・子宮がん健診は行なってい  
　ませんので例年通りの申込みが必要です。　
　ご注意ください。

対 象 者  40 歳以上の町民
受付時間  10:00 ～ 12:00
料 金  40 ～ 69 歳　　　　　　　     600 円

 70 歳以上                                300 円 

大腸がん検診

婦人科検診 予定    

　次の日程で予定していますので、お知らせし
ます。

問　保健福祉課保健推進係　☎ 4-6112　　

期 日   9 月 18 日㊋
検 診   乳がん・子宮がん検診
会 場   対がん協会札幌検診センター

期 日   12 月 2 日㊐
検 診   乳がん・子宮がん検診

  大腸がん検診　
会 場   ふれあいセンターびらとり

期 日   平成 31 年 2月 28 日㊍
検 診   乳がん・子宮がん検診
会 場   対がん協会札幌検診センター
※札幌会場は町内からバスが出ます。

　例年、4月下旬から 6月下旬までの期間、二風
谷ダム上流にある二風谷管理橋の車止めを開放
し、通行を可能にしておりましたが、3月下旬の
融雪出水の影響により、約1ｋｍの道路上に流木、
倒木が散乱し、土砂崩落の可能性もあることか
ら、現地に立ち入るのは危険な状況になってい
ます。
　今後の復旧見込み時期は未定なため、春の二
風谷管理橋の解放は中止することとします。恐
れ入りますが、何卒ご理解のほどよろしくお願
いします。問  

二風谷管理橋の一般解放中止    

問　二風谷ダム管理所　☎ 2-4262  

生活支援ハウス（きずな）-振内町 -
入居者募集    

　町生活支援ハウス（きずな）の入居者を、次の
とおり募集します。
募集人員　1人
入居資格　次の①～⑥に該当する方
①町内に住所を有する 60 歳以上の方
②ひとり暮らしや家族から援助を受けることが
　困難な方、又は高齢等のために独立して生活
　することに不安のある方
③共同生活に支障のない方
④月々の利用料等の支払いに支障のない方
⑤感染症等の疾患がない方
⑥地域住民との交流や地域活動に積極的に参加
　する方
間取り　居室内　フローリング 11 畳
　　　　　　　　　トイレ・洗面所付き
入居経費
・居室料（管理費含む）20,000 円
・食費　1食 400 円
・事務費（所得に応じ）0円～ 50,000 円
・冬期間（11 月～ 4月）暖房費　3,000 円
・その他光熱水費など　自己負担金
入居予定　5月上旬から
申込　4月 23 日㊊までに　
問　保健福祉課介護支援係　☎ 4-6114
　　地域包括支援センター　☎ 2-3700

マイナンバーカードのサービス
「マイナポータル」をご利用ください

　役場を含む各市町村では、パソコンなどをお持
ちでない方でも、マイナポータルを利用するこ
とができる専用端末を各施設に設置しています
のでご利用ください。
※「マイナポータル」は国や地方公共団体等の
行政機関での自分の情報の利用状況や、自己情
報の確認、子育てに関するサービスの検索など
が出来る、政府が運営するオンラインサービス
です。
設置場所　①役場ロビー　
　　　　　②ふれあいセンターびらとり（町民課）
　　　　　③振内支所窓口　④貫気別支所窓口
※ご不明な点はお問い合わせください。　
問　総務課情報管理係　☎ 2-2221

　弾道ミサイルが落下する可能性がある場合にと
るべき行動について、内閣官房国民保護ポータ
ルサイトが更新されましたのでお知らせします。

国民保護ポータルサイト
※写真、動画等資料を掲載
http://www.kokuminhogo.go.jp/kuminaction/
index.html

弾道ミサイル落下時の行動等に関する周知資料
の多言語化について
※英語、中国語及び韓国語版を作成
http://www.kokuminhogo.go.jp/en/pc-index_
e.html
問　まちづくり課防災係　☎ 2-2222

弾道ミサイル落下時の行動   

はつらつウォーキング 開催    

　4 月は雪がちらついてウォーキングができな
かったので…5月に義経神社周辺をもう一度みん
なで歩いてお花見しましょう‼
　多くの方のご参加お待ちしています。お友達・
ご家族の方もご一緒に気軽にご参加ください。
開催日時　5月 1日㊋ 13:30 ～ 15:00
集合場所　ふれあいセンターびらとり多目的室
※当日、簡単な健康チェック（血圧測定）を行
います。
※大まかなコース距離は、長距離コース 3.5km
前後、短距離コース 2.0km 前後で設定してお　
り、自分の体力に合わせて選べます。
持ち物　運動しやすい服装・靴、帽子、飲み物、
　　　　  タオル、歩数計など　
※みなさまに長年愛されてきた、はつらつウォー
キングは今回が、最終回です。以降は、5と 6の
つく日は‘びらとり歩こうDAY’として生まれ
変わり、健康づくりの一環として町民全体で歩
く習慣をつけられるように呼びかけをしていき
ます！　
問　保健福祉課保健推進係　☎ 4-6112

　平成 30 年 3 月分（5月 1 日納付期限分）より
健康保険料率は 10.25％（プラス 0.03％）、介護
保険料率は 1.57％（マイナス 0.08％）となります。
　健康保険料率の引き上げに関しまして、ご理
解をいただきますようお願いします。 

問　全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道支部　
　　☎ 011-726-0352

平成 30 年度保険料率改定

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 びらとりびらとりびらとりびらとり

　協会けんぽ北海道支部では年度内に 1回、加入
者のみなさんの健診費用の一部を補助していま
す。30 歳～ 74 歳の被保険者（ご本人）へは、が
ん検診を含めた充実した健診項目の「生活習慣
病予防健診」を、40 歳～ 74 歳の被保険者（ご家族）
へは、メタボリックシンドロームに着目した「特
定健康診査」とふたつの健診を用意しています。
　生活習慣病の予防と早期発見・早期治療のた
めにも年に 1度は健診を受けましょう。

問　全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道支部　
　　☎ 011-726-0352

協会けんぽの健診



団 地 名 建設
年度

住宅
番号

住宅
規模

面積
㎡ 風呂

月収収入基準および家賃額（一般世帯）:円
0～　　
104,000

104,001 ～
　123,000

123,001 ～
139,000

139,001 ～
　158,000

去 場 平成 29 2-1（1F) 2LDK 67.49 内 21,500 24,800 28,400 32,000

本 町 白 樺 昭和 59 57-2 3LDK 66.35 内 14,600 16,900 19,300 21,700

本 町 み ど り ヶ 丘 昭和 48 20-2 3DK 49.14 内 7,400 8,600 9,800 11,100

本 町 み ど り ヶ 丘 昭和 48 38-1 3DK 45.20 内 6,800 7,900 9,100 10,200

本 町 み ど り ヶ 丘 昭和 52 49-1 3DK 53.51 内 9,400 10,900 12,400 14,000

新 二 風 谷 平成 7 4-2 2LDK 56.70 内 16,300 18,900 21,600 24,400

荷 負 本 村 昭和 49 7-1 2DK 43.00 内 5,700 6,600 7,600 8,500

振 内 山 手 昭和 42 1-2 2DK 33.01 内 3,300 3,800 4,300 4,900

振 内 山 手 昭和 44 26-4 2DK 34.16 内 3,700 4,300 4,900 5,600

振 内 山 手 昭和 44 27-2 2DK 34.16 内 3,700 4,300 4,900 5,600

公営住宅入居者募集    

問　建設水道課財産管理係　☎ 2-2226　･　振内支所　☎ 3-3211　･　貫気別支所　☎ 5-5204

◇次の公営住宅の入居者を募集しますので、入居希望者は期限までに申し込みください。

※公営住宅の家賃は、毎年度、入居者の収入等に応じて決定されます。一定基準以上の所得を有する
　方の申込みは受付できません。また、持家のある方や税金等滞納者は、原則受付できません。
※単身での申込みは、地区や住宅規模等によりお断りする場合があります。
※給湯ボイラー・集中換気システム設置住宅（去場、新二風谷）
※ 2階建ての住宅（去場）
※条件付入居となる住宅があります。

～みなし特定公共賃貸住宅入居者募集～
◇中堅所得者等の居住の安定を図るために、入居者資格の収入要件を特定公共賃貸住宅とみなした、
次のみなし特定公共賃貸住宅の入居者を募集しますので、入居希望者は期限までに申込みください。
•振内池売山手団地 37-1　•3 ＬＤＫ　•63.11 ㎡　•住所　平取町振内町 99 番地 4
•昭和 63 年度建設　•家賃　月額　24,000 円　
入居資格　・平取町に住所がある方（または転入する方）で、同居者がいること。
 　　　　    ・4 人世帯の場合で、年収がおよそ 448 万円～ 909 万円の方。
申込期限　4月 20 日㊎　必着　　　入居予定　5月末頃から

団地生活は、集団生活の場です。皆さんが明るく快適な生活ができるよう、
お互いに譲りあい助けあって、健康で文化的な楽しい生活の場となるよう努めましょう。

アイヌ語車内アナウンス用
パンフレット配布

　4 月 1 日から㈱道南バスの車内において、アイ
ヌ語による車内アナウンスがスタートしました。
　このたび、この取組みの実施主体である、「イ
ランカラプテ」キャンペーン推進協議会からパン
フレットの提供があり、まちだよりに折込をし
ていますので、ぜひご覧ください。
　なお、アイヌ語の車内アナウンスを行う便は
次のとおりです。
　・高速ひだか号
　・特急ひだか号
　・日高富川高校線

問　アイヌ施策推進課　☎ 2-2341

　教育委員会では、平取高等学校のご協力のも
と、町民向けに英語検定・漢字検定を実施します。
　受験を希望される方は、お申込みください。
英語検定
期日　6月 1日㊎　16:00 ～
会場 　平取高等学校
受験可能級　2級～ 5級
申 込　4月 25 日㊌まで

漢字検定
期日　10 月 27 日㊏　9:15 ～
会場  平取高等学校
受験可能級　2級～ 10 級
申 込　9月 12 日㊌まで

英語検定・漢字検定共通
受 付　中央公民館、役場振内・貫気別支所
受検料　1,500 円～ 5,400 円（申込み時に支払い）
　　　　（受験料は、受検級により異なります。）
※受験当日は、各自で会場までお越しください。

英語検定・漢字検定 実施     

問　生涯学習課学校教育係　☎ 2-2619　　　平成 14 年度から本町バイパス道を彩りある空
間にするために、花の植栽事業を行っています。
『義経街道花の応援団』団員という形で毎年、町
内の皆さんのご協力により実施しています。
　今年度もこの取り組みの輪を広げていくため、
次のとおり団員を募集します。参加を希望され
る方は、お気軽にお問い合わせください。
活動期間　5月 20 日㊐～ 10 月中旬まで
植栽場所　国道 237 号の植樹帯
　　　　　（新大橋手前～荷菜道道交差点まで）
参加対象　町内の会社、団体、家族、個人
　　　　　どなたでも結構です。
参加内容　花植え、除草などの育成管理
　　　　　苗・肥料は町で用意します。  

問　観光商工課商工労働係　☎ 3-7703

本町バイパス道を鮮やかに！
『義経街道花の応援団員』募集

　タカタ製エアバックのリコール未改修車は、平成 30 年 5月から車検が通らなく
なります。
　早急にリコール作業を受けてください。

問　国土交通省タカタ専用ダイヤル　　　☎ 03-5539-0452

国土交通省から重要なお知らせ

　山菜狩りのシーズンがやってきました。
毒草の中には山菜と区別が難しいものがあるの
で、次のことに注意しましょう。
•食べられるかどうかの判断がつかない植物はと
　らないようにしましょう。
•家庭菜園などで、野菜と観賞植物を一緒に栽培
　することはやめましょう。
•食べて異常を感じたときは速やかに医師の診察
　を受けましょう。

食用と確実に判断できない植物は、
絶対に採らない！食べない！人にあげない！
問　静内保健所　☎ 0146-42-0251

有毒植物による食中毒にご用心

　今年で 30 周年を迎える子育てサークルです。
就学前の子と親で、遊びをとおして家庭内だけ
ではできない経験や育児についての情報交換な
ど、親子の交流を目的に活動しています。
　育児中の方、興味がありましたらお気軽にご
連絡ください。見学大歓迎です。
活動日　毎週㊋　10:00 ～ 12:00
場所　児童館（ふれあいセンターびらとり 2Ｆ）
活動内容　自由遊び、お散歩、ベビーマッサージ、
　　　　　消防署見学、バス遠足、季節の行事など
会費　半年 300 円
連絡先　図書館（ふれあいセンターびらとり3Ｆ）
　　　　に専用ポストがあります。

こぐまサークル新会員募集

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 びらとりびらとりびらとりびらとり

自衛官募集中 

　次のとおり自衛官を募集しています。
募集項目 資　格 受付期限

航 空 学 生
高卒（見込含）
海　23 歳未満の方
空　21 歳未満の方

5月 25 日

一 般 曹 候 補 生 18 歳以上
27 歳未満の方

5月 1日
自衛官候補生(男子) 6 月 1 日
自衛官候補生(女子) 6 月 1 日

問　自衛隊札幌地方協力本部 静内分駐所　　　
　　☎ 0146-44-2855

採用試験日または採用試験の期間につきまして
はお問い合わせください。

　
　役場関係
　電話番号

平取町役場  　   ☎ 2-2221
総務課（代表）   ☎ 2-2221
まちづくり課     ☎ 2-2222
産業課　　　　☎ 2-2223
税務課　　　　☎ 2-2224
出納室　　　　☎ 2-2225
建設水道課　　☎ 2-2226
議会事務局　　☎ 2-2227
アイヌ施策推進課
　               　☎ 2-2341       

農業委員会・土地改良区
                   ☎ 2-2695   

観光商工課        ☎ 3-7703

ふれあいセンターびらとり      
  ☎ 4-6111

　                       
保健福祉課
  保健推進係・福祉係

☎ 4-6112
  介護支援係・介護保険係

　      ☎ 4-6114
町民課　        ☎ 4-6113         
   児童館　        ☎ 2-3026  
子ども発達支援センター

　☎ 2-3400                       
  地域包括支援センター
　「ほほえみ」     ☎ 2-3700
図書館　            ☎ 4-6666       

平取町教育委員会
中央公民館　  ☎ 2-2619    
町民体育館     ☎ 2-2749  
  二風谷アイヌ文化博物館
　               ☎ 2-2892

 沙流川歴史館  ☎ 2-4085

役場振内支所     ☎ 3-3211

役場貫気別支所 ☎ 5-5204

平取町国民健康保険病院
　                   ☎ 2-2201     

平取町社会福祉協議会
☎ 4-2267

平取町外 2町衛生施設組合
☎ 2-2024                

平取消防署        ☎ 2-2361
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