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「マンロー先生を偲ぶ会」 開催   

　アイヌ民族の研究と、地域医療に貢献された
ニール・ゴードン・マンロー博士の功績を称え
る「マンロー先生を偲ぶ会」を、次により開催
しますので、ぜひご参加ください。
期日　6月 3日 ㊐ 10：00 ～
場所　旧マンロー邸前庭（二風谷）
参加料　500 円／人（献花料）
その他　・当日、9:00 ～ 15:00 まで
                 旧マンロー邸内の特別一般開放を行います。        
                  （見学無料）

問　二風谷アイヌ文化博物館　☎ 2-2892

　農業研修に専念する就農希望者の支援を目的と
した、農業次世代人材投資資金（準備型）の申
請時期が近づきました。給付要件⑴～⑺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 2年間支給されます。
給付要件
⑴　就農予定時の年齢が原則 45 歳未満であり、
　農業経営者となることに強い意欲を有してい
　ること。
⑵　道が認めた研修機関・先進農家・先進農業
　法人で概ね 1年以上かつ概ね 1,200 時間以上
　研修すること。
⑶　先進農家・先進農業法人（以下、先進農家
　等という）で研修を受ける場合は、以下の要
　件を満たすこと。
　①　先進農家等が、その技術力や経営力等か
　　ら見て、研修先として適切であること。
　②　先進農家等の経営主が給付対象者の三親
　　等以内の親族ではないこと。
　③　先進農家等と過去に雇用契約を結んでい
　　ないこと。
⑷　常勤の雇用契約を締結していないこと。
⑸　生活保護、求職者支援制度など、生活費の
　確保を目的とした国の他の事業による給付を
　受けないこと。
⑹　研修後に親元就農する予定の場合にあって
　は、就農に当たって家族経営協定等により給
　付対象者の責任や役割を明らかにすること、　
　および就農後 5年以内に当該農業経営を継承
　し、または当該農業経営が法人化されている
　場合は当該法人の経営者とすることを確約す
　ること
⑺　青年新規就農者ネットワーク（一農ネット）
　に加入する。

平成 30 年農業次世代人材投資資金
（準備型）ー旧青年就農給付金ー

問　農業支援センター　☎ 2-2383

　町では、次により嘱託職員を募集します。
募集人数　2人
勤務内容　一般事務
※電話対応、来客対応、ワード、エクセルを使用
　した文書作成や表計算、公用車を使用した業務
　があります
勤務時間　8:30 ～ 17:15（㊏㊐㊗休み）
任用期間　採用日～平成 31 年 3月 31 日
賃金　平取町定数外職員取扱規則による
応募要件　
・身体障害者手帳（1～6級）、療育手帳、精神障害者、   
  保健福祉手帳のいずれかを所有している方
・18 歳以上で町内に居住しているか居住できる方
・普通自動車運転免許を有する方
・パソコン（表計算、文書作成）が扱える方
採用方法　第 1次　書類審査　　
                  第 2 次　面接試験（6月下旬予定）
応募方法　6月 11 日㊊までに履歴書（写真添付）、
障害者手帳の写し、普通自動車運転免許証の写し
を持参または郵送で提出してください
申込　総務課総務係（〒 055-0192 本町 28 番地）

平取町職員（嘱託職員）募集
（障がい者雇用）

問　総務課総務係　☎ 2-2221
　日本ハムファイターズ平取後援会では、「ファ
イターズ野球観戦ツアー」を実施しますので、
みなさんの参加をお待ちしています。
期日　8月 26 日㊐
試合　北海道日本ハムファイターズ vs
　　　                          楽天イーグルス戦
場所　札幌ドーム
参加費　4,000 円（当日徴収）
※チケット不要の方は無料、昼食は各自で用意
※座席はB指定席を予定
対象・定員　町民 30 人
バス時間　
　役場振内支所前　　10:00
　役場貫気別支所前　10:10
　町民体育館前　　　10:30
• ファンクラブ会員などでチケットが不要の方　
　は、申込時にお伝えください。
•小学 3年生以下の児童は、保護者同伴とします。
•参加申込みのキャンセルおよび当日の欠席につい   
   てはキャンセル料（チケット代金）をいただきます。
申 込　6月 8日㊎まで（期限厳守）

問　日本ハムファイターズ平取後援会事務局
　 （担当：中野☎ 2-2619 ・水谷☎ 4-6111）　

プロ野球観戦ツアー 参加者募集

　平取町外 2町衛生施設組合では、生ごみを堆肥
化するリサイクル容器の使用モニターを募集しま
す。希望される方は次により申込みください。

対象者　平取町、日高町、むかわ町内に在住で、
　　　　 自宅で使用される方
募集人数　50 人
貸与品　11 リットル容器　2個
　　　　（交互に使用）
               発酵促進剤（2kg）2袋

貸与期間　7月 1日～ 9月 31 日の 3か月間
報告書　貸与期間終了後に、「利用状況報告書」
　　　　を提出してください
申込方法　電話で申込みください。（先着順）
申込期間　6月 4日㊊～ 15 日㊎
申込　町民課　☎ 4-6113

生ごみリサイクル容器の
使用モニター 募集

問　平取町外 2町衛生施設組合　☎ 2-2024

　平取産米で醸造した日本酒「カムイ義経」を 6
月から販売します。販売本数が限られているこ
とから次のとおり予約受付をしますので、購入
希望の方はお近くの酒販店で予約をお願いしま
す。
販売価格　純米吟醸生原酒（720 ㎖）　2,484 円
　　　　　純米吟醸原酒（720 ㎖）　　2,376 円
　　　　　純米吟醸酒（720 ㎖）           1,836 円
　　　　　純米吟醸酒（1.8 ℓ）            3,780 円
受付場所　町内の酒販売店
　　　　　（一部取り扱っていない店舗あり）
受付期間　6月 4日㊊～ 18 日㊊
※本数に限りがあるため、限定本数に達した場
　合は予約優先の販売となります。

平取産米日本酒「カムイ義経」販売
予約受付     

問　まちづくり課地域戦略係　☎ 2-2222

　沙流川歴史館では、企画展「日高の石～身近に
ある変わった石」を多くのみなさまに見学いた
だくため、町内移動展を開催します。
　ぜひお近くの会場でご覧ください。
期間・場所　
　5月 29 日㊋～ 6月 11 日㊊
　　　役場貫気別支所
　6月 12 日㊋～ 25 日㊊
　　　振内町民センター
　6月 26 日㊋～ 7月 5日㊍
　　　ふれあいセンターびらとり

沙流川歴史館移動展 開催     

問　沙流川歴史館　☎ 2-4085

行事予定     6 月 1日～ 15 日
  1 日 ㈮   －－ すずらん観賞会（6月 3日まで）

  3 日 ㈰ 10:00 マンロー先生を偲ぶ会
／旧マンロー邸

  7 日 ㈭ 13:30 ＊＊総務文教・産業厚生合同常任委員会
／役場 議事堂

10 日 ㈰   －－
14:00

運動会（二小）
北海道びらとり会／東京都

13 日 ㈬   9:00 ＊家畜共進会＊家畜共進会／畜産市場

15 日 ㈮   －－
  9:45
13:30

町民交通安全の日
全町ゲートボール大会
／二風谷ファミリーランド
＊＊議会運営委員会
／役場 議員委員控室

＊＊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   
にお越しください。にお越しください。

　室蘭運輸支局では、これまでも不正改造車の排
除に努めていますが、特に毎年 6月を「不正改
造車排除強化月間」として一層強力に取り組む
こととなっています。
　暴走行為、過積載等目的とした不正改造車は、
安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに排
出ガスによる大気汚染、騒音などの環境悪化の
要因の―つとなっています。
　みなさまもぜひ、この機会に不正改造の防止
についての理解を深めていただき、その排除に
ご協力ください。
　詳しくはこちらから（www.tenken-seibi.com）
　不正改造車に関する情報提供・ご相談・お問
い合わせは、次までお寄せください。
問　不正改造車 110 番　☎ 0143-44-3013　　
（北海道運輸局室蘭運輸支局検査整備保安担当）

６月は「不正改造車排除強化月間」



ホームページQRコード

　
　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

　札幌弁護士会では、毎月各地区で相談会を開催
しています。お気軽にご相談ください。（予約優先）
《平取町での相談会》 時間 
期日　  5 日㊋ 13:30 ～ 15:00
　　    26 日㊋ 11:00 ～ 12:30
場所　ふれあいセンターびらとり

《ひだか弁護士相談センター》 
時間 13:00 ～ 15:00
期日       4 日㊊    6 日㊌  11 日㊊  13 日㊌ 
            18 日㊊  20 日㊌  25 日㊊  27 日㊌
場所　新ひだか町静内吉野町 2-1-4問  

《門別地区相談所》　時間 13:30 ～ 16:00
期日     26 日㊋
問　まちづくり課広報広聴係　☎ 2-2222
　　ひだか弁護士相談センター☎ 0146-42-8373   

弁護士無料法律相談会  6 月開催

問　税務課納税係　☎ 2-2224

　お仕事などにより昼間や平日に町税などの納
入に来られない方のため「夜間納税相談窓口」
と「休日納税相談窓口」を開設します。税金や
各種使用料などの納入や納税に関する相談をお
受けします。お気軽にお越しください。

夜間納税相談窓口・休日納税相談窓口 開

区　分 夜間納税相談窓口 休日納税相談窓口
開設日 毎週水曜日 6月 10 日㊐
時　間 17:15 ～ 20:00 9:00 ～ 17:00
場　所 役場税務課窓口

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

　火災予防と環境保護を目的として、町内の各ガ
ソリンスタンドで、エンジンオイルの廃油無料
処理を実施しています。処分にお困りの廃油が
ありましたら、お持ち寄りください。
（個人・会社等については問いません）
※廃油の入れ物（容器）は引き取りませんので
　ご了承願います。
※無料処理の対象はエンジンオイルのみとさせ
　ていただきます。

= 平取町危険物安全協会 =

廃油無料処理のお知らせ

　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倍セール
を実施します。
　町内でのお買物に、このチャンスをご利用く
ださい。
期間　2倍➡ 6 月 8 日・14 日・20 日・26 日

トマトカード会 6 月情報     

問　びらとりトマトカード会　☎ 4-6100

振内診療所 6月の診療体制 

問　国保病院　☎ 2-2201
　　振内診療所　☎ 3-3004

水曜日 金曜日

  1 日 藤井医師
  6 日 藤井医師   8 日 藤井医師
13 日 藤井医師 15 日 藤井医師
20 日 藤井医師 22 日 藤井医師
27 日 藤井医師 29 日 藤井医師

受付時間　9:00 ～ 11:30 ／ 13:00 ～ 15:00
受付時間は 15:00 で終了いたします。

国保病院 6月の
循環器内科・皮膚科診療日

問　国保病院　☎ 2-2201

担当医師 診療日 診療時間

 鹿島医師 13 日 毎週水曜日
9:30 ～ 11:30

※医師が変更になる
場合があります

 榎本医師   6 日・20 日
27 日・30 日

小林医師 25 日
（11 日休診）

第 4月曜日
13:30 ～ 15:00

循環器内科　

皮膚科　
担当医師 診療日 診療時間

加瀬医師 12 日・26 日 第 2・4火曜日
10:30 頃～ 15:00

国保病院 6月外来診療変更 

問　国保病院　☎ 2-2201

午前 午後
備考

内科 外科 総合
（内科・外科）

  8 日㊎ 村上 斉ノ内 村上 谷院長不在

　危険物安全週間とは、危険物を取り扱う各事業
所が危険物の保安に対する意識の高揚および啓
発を推進することにより、自主保安体制の確立
を図る目的で実施されます。これを機に一般家
庭においても危険物の保管や取り扱い方法につ
いて再確認してみましょう。私たちの身近にあ
るものでは、灯油や油性塗料などがあります。
期間　6月 3日㊐～ 9日㊏
推進標語　この一球 届け無事故へみんなの願い

= 平取町危険物安全協会 =

危険物安全週間

　絵画サークル「アトリエ野の花」の作品展を開
催します。ぜひご覧ください。
期日　6月 7日㊍～ 10 日㊐　10:00 ～ 19:00
場所　沙流川アート館（川向 61）
内容　油絵、水彩、パステル画、版画　ほか
出品者　安孫子洋子、石部京子、金村ひとみ
菊地日露子、北嶋利隆、窪野富子、曽根崎美沙緒
高澤葉子、真壁悦子、児玉美和子（敬称略）

アトリエ野の花 •作品展 開催

問　沙流川アート館　☎ 2-2127

　狩猟免許試験が、次により実施されます。
　申請方法の詳細などは問い合わせ、または日
高振興局ホームページをご覧ください。
（http://www.hidaka.pref.hokkaido.lg.jp/hk/
kks/skikenn.htm）
期日　7日 1日㊐　9:00 ～ 17:00
場所　日高合同庁舎（浦河町栄丘東通 56 号）
試験種別　網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟
　　　　　 免許および第二種銃猟免許
受付期間　6月 15 日㊎まで
　　　　　（郵送の場合は 6月 18 日㊊必着）

狩猟免許試験 実施    

問　日高振興局環境生活課　☎ 0146-22-9254

　役場および関係施設では、電気の使用を抑え、
省エネルギー、地球温暖化防止を推進するため
例年どおり 6月 1 日から「クールビズ」を実施
します。職員は9月 30日までノーネクタイなど、
軽装での執務となりますのでご理解をお願いし
ます。
　また、会議等も「クールビズ」での開催とな
りますので、出席者はご協力をお願いします。

夏の軽装「クールビズ」実施します   

問　総務課総務係　☎ 2-2221   

　ハイテク体組成計で今よりもっと健康なカラダ
になりませんか。
　体重と体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量ま
で測れます！さらに、左右の腕・足・体幹といっ
た部位別の筋肉量も測定でき、結果に応じてあ
なたの思う健康に向けたアドバイスをさせてい
ただきます。
　普段の健康づくりの評価のため、スリムにな
りたい、筋肉を増やしたい…そんな方はぜひお
試しください。
※ 1月と 3 月に特定健診受診者を対象に行った
ヘルスアップ教室の事後相談会も兼ねています。
期日　6月 12 日㊋
　　　  　9:00 ～ 12:00　貫気別生活館 会議室
　　　　14:00 ～ 17:00　ふれあいセンター 　　
　　　　　　　　　　　  事務室内相談室
　　　6月 13 日㊌
　　　　 9:00 ～ 11:00　ふれあいセンター　 
                                         事務室内相談室
             13:00 ～ 16:00　振内町民センター集会室
内容　保健師による健康相談
　　　体組成計による身体測定
対象者　町民の方
申込　前日まで
　　　※待ち時間解消のため、要予約
問　保健福祉課保健推進係　☎ 4-6112　　

ヘルスアップ健康相談会

　平成 31 年 3 月新規高卒者用の求人受付が 6月
1日から始まります。
　地元企業のみなさまにおかれましては、地元
での就職を希望する高校卒業予定者全員が、早
期に就職先を決定することができるよう、ぜひ、
積極的な「早め」の求人提出をお願いします。
　新卒求人の提出・ご相談は、ハローワーク苫
小牧まで。

求人受付は 6月 1日から    

問　苫小牧公共職業安定所　☎ 0144-32-5221

　外国人は「ルールを守って ｣ 適正に雇用しま
しょう。
①雇い入れる前に、就労が認められるか在留資
　格を確認してください。
②外国人の雇入れと離職は、必ずハローワーク
　に届け出てください。
③社会保険などの加入をはじめ適正な雇用管理
　を行ってください。

　お問合わせは、お近くのハローワークまたは
労働基準監督署まで。
問　道労働局職業安定部
　　☎ 011-709-2311（内線 3683）

6 月は「外国人労働者問題啓発月間



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

平取義経なるこ会 お披露目演舞開催

　第 27 回 YOSAKOI ソーラン祭りに出場する
「平取義経なるこ会」のお披露目演舞を行います。
ぜひご来場ください。
期日　6 月 7 日㊍　19:00 ～ 19:30
場所　中央公民館 大ホール
第 27 回 YOSAKOI ソーラン祭り演舞日程
6月 9日㊏
　10:30　輪踊り・大通 7丁目
　11:30　サッポロファクトリー会場
　12:30　道庁赤れんが会場
　13:30　一番街・丸井今井会場
　14:45　大通パレード会場  北コース
　17:20　大通公園西 8丁目会場
　18:45　総踊り集合
6月 10 日㊐
　10:50　平岸会場
　12:42　ファイターズ通り会場
　13:42　サッポロガーデンパーク会場
　15:12　JR 札幌駅南口広場

　次の日程により移動献血車「ひまわり号」が来
町しますので、献血にご協力をお願いします。
期日　6月 13 日㊌
場所　  9:30 ～ 11:30　平取町役場
　　　13:00 ～ 15:00    ふれあいｾﾝﾀｰびらとり　
　　　15:45 ～ 16:30    平取養護学校　

献血にご協力を    

問　社会福祉協議会　☎ 4-2267

　車内から金品を盗んでいく「車上ねらい」は、
一年を通じて発生しており、車内にバッグなど
を置いていれば、貴重品が入っていなくても犯
人はガラスを割ってその中身を確認します。
　被害防止のため、車両を離れる際は、確実に
鍵をかけるとともに車内にバッグなどを置かな
いように心がけましょう。
被害防止のポイント
• 車内に貴重品やバッグなどを放置しない
　（泥棒は物があれば何でも盗んでいきます）
•車を離れるときは短時間でも必ず施錠する
　（泥棒はドアを開けて遠慮なく物を盗んでいき
　ます）
•明るく人目につく駐車場を利用する
　（泥棒が仕事をしやすい場所は要注意！）

 車上ねらいに注意！

問　道環境生活部くらし安全局
　　☎ 011-231-4111

　近年、スマートフォンやタブレット等（以下「ス
マートフォン等」という。）が普及し、ＳＮＳな
どのコミュニティサイトの利用をきっかけとし
て犯罪被害に遭う子どもが増加しています。
　また、インターネットの過度の利用により生
活習慣に悪影響をおよぼす、いわゆる「ネット
依存」が社会問題となっています。
　保護者のみなさまは、お子さまが安全に安心
してスマートフォン等を利用できるよう、フィ
ルタリングの利用を徹底するとともに、日ごろ
からインターネットの危険性などについて家族
で話し合い、深夜の時間帯は使用しないなどの
家庭内のルールづくりに努めましょう。

● インターネットを介した犯罪や有害情報から
子どもたちを守るため、保護者のみなさまが、
インターネットの利用に潜む危険性を認識する
とともに、ネット上に溢れる有害情報について
の理解を深めることが必要です。
● 子どもにスマートフォン等を持たせる時は、
事前にインターネット利用に潜む危険性をしっ
かりと理解させるとともに、特定の時間帯は使
用しない、使用する際は居間で使用するなど、
家庭内のルールづくりに努めましょう。
● アダルトや暴力などの有害サイト等へのアク
セスを防ぐため、フィルタリングを確実に設定
し、子どもに有害情報を閲覧させないようにし
ましょう。
　また、保護者の使用しているスマートフォン
等を子どもに利用させる場合においても、必ず
フィルタリングを設定するようにしましょう。
●ＳＮＳの利用を起因とした犯罪被害が増えて
いることを踏まえ、知らない人とやりとりので
きるＳＮＳについては、保護者が必要と認めた
もの以外は安易に利用させないようにしましょ
う。
　また、ネットで知り合った人は、別人になり
すましている可能性もあるため、安易に個人情
報を伝えたり、直接会うことのないように教え
ましょう。
◎フィルタリングに関する情報は・・・
携帯電話等のフィルタリングについては、各携
帯電話事業者にお問い合わせください。
◎ 安全なインターネット利用に関する情報は・・・
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/
seisyonen/conso/u-gai-top.htm

青少年の安全安心なスマートフォン
などの利用

問　道環境生活部くらし安全局　
　　☎ 011-204-5663（直通）



みんなでつくる、未来へつなぐ。あふれる笑顔、びらとり。

特定健診・後期高齢者健康診査・胃・
肺・大腸がん検診 

　北海道対がん協会の検診車による、各種健診
を次のとおり実施します。
　この機会に多くの方が受診されますようお知
らせします。
日程　6 月 29 日㊎　　6:00 ～ 10:00
　　　　ふれあいセンターびらとり
　　　6月 30 日㊏　　6:00 ～ 10:00
　　　　振内町民センター
各種健診

問　保健福祉課保健推進係　☎ 4-6112　　

※生活保護受給者は無料です
※各種無料クーポン対象者には年度初めにご自
　宅にクーポン券が送付しています。
※今年度から開始の「健（検）診自動申込制度」
　にご登録いただいている内容のものは申込み
　不要です。登録内容の変更、追加、キャンセ
　ルなどがある場合はお手数ですが連絡願います。
申込　6月 15 日㊎まで

検診項目 対象者 自己負担金

特定健診 40 ～ 74 歳の国保加入者
※40、50 歳無料検診対象者無料 1,000 円

後期高齢者健診 後期高齢者医療保険加入者 600 円

一般健診 30 ～ 39 歳の町民、生活
保護受給者 ほか 1,000 円

他保加入者の
特定健診

他保加入者で特定健診受
診券を持っている者
（加入している保険によって受
診できない場合がありますの
で、事前にお問合わせください）

加入してい
る保険者指
定の金額

胃・肺・大腸・
前立腺がん
検診

40 歳以上の町民
前立腺がんは 50 歳以上
の男性
※ 70歳以上の方は半額
※ 40 歳、50 歳無料検診対象 
　者は無料

胃がん　　
　 2,000 円
肺がん　　
　    600 円
大腸がん　    
        600 円
前立腺がん
　 1,000 円

ピロリ菌検査

20 歳以上で今までピロ
リ菌検査を受けたことの
ない町民
※すでに除菌をされたことが
　ある方は対象外

2,410 円

エキノコックス
検査

20 歳以上ので過去 5 年
間検査を受けていない平
取町民

0円

Ｂ · Ｃ型肝炎検査

30 歳以上で今まで肝炎
検査を受けたことのない
平取町民
※40歳、50歳無料検診対象者・
　肝炎無料クーポン対象者は
　無料

1,000 円

マイマイガ駆除にご協力ください 

　マイマイガは約 10 年周期で大量発生を繰り返
し、その後は2～3年継続すると言われています。
　当町では、前回平成 20 ～ 22 年頃大量発生が
あり、平成 30 年度 5月以降、幼虫に関する相談
が寄せられています。
　成虫になると有効な駆除の方法がないとされ
ていますが、幼虫はある程度の対策が可能とさ
れています。
対策は…
　ご自宅など私有地で発生した場合は、その所
有者や管理者で対処をお願いします。町有地で
発生した場合は、その場所の管理者にご相談く
ださい。
　高い所など、手の届かない範囲にある卵塊・
幼虫・成虫は、無理のない範囲で駆除しましょう。
　また、除去した卵塊・幼虫・成虫の死がいは、
燃やせるごみとして捨てるか、土に埋めて処分
しましょう。
幼虫（5月ごろ）
• 生まれたばかりの幼虫は、卵塊の周りにかた
   まっていますので、殺虫剤を使用し駆除する　  
   ことができます。
•風に乗って飛んでくる幼虫の家屋への侵入を防
   ぐため、窓を開けるときは、網戸にしましょう。
•幼虫が小さい時期に、自宅の庭などに園芸用殺
   虫剤を散布するのも効果的です。
幼虫（6～ 7月ごろ）
• 大きくなると、殺虫剤が効きにくくなります。
•箸や火ばさみで幼虫をつかむか、幼虫のついて
    いる葉を切り取りましょう。
•洗剤を入れた水に幼虫を入れると、死にます。
成虫（8月ごろ）
• 壁にとまっている成虫は、ホースの水で洗い流
   して落すことができます。
•殺虫剤は効きにくいため、おすすめしません。
•消灯も効果的ですが、防犯面を考慮したうえで
   実施してください。
•寿命は最大 10 日間なので、いなくなるまで待
   ちましょう。
卵（9月ごろ～翌年 5月ごろ）
• 卵塊の除去が、マイマイガ類の駆除に最も効果
   的な方法です。
•あまり先が硬くない平らもので、卵塊を取り除
   きましょう。

問　町民課生活環境係　☎ 4-6113

　　　　　　　　　　　　　工業統計調査は我が国の工業の実態を明らかにすることを目的とした統計

　　　　　　　　　　　法に基づく報告義務がある重要な統計です。調査結果は中小企業施策や地域
　　　　　　　　　　　振興などの基礎資料として利活用されます。
　　　　　　　　　　　　調査票へのご回答をお願いいたします。
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