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　飼い主となったら責任もついてきます。物言え
ぬペットだからこそ飼い主の気遣いが必要です。
　みんなに愛されるペットとしての、ルールを
守って地域社会と関わりましょう。  
•犬の放し飼いは禁止されています。
　　どんなにおとなしい犬でも、人や他の犬に
　ビックリして咬みついてしまうことがありま
　す。そのような場合、最悪飼い主は賠償責任
　を問われる事があります。犬は鎖を付けて飼
　うか、檻の中で飼いましょう。散歩の時も鎖
　やリードなど短く付けて犬の飛びかかり事故
　を防ぎましょう。
•フンは必ず拾って持ち帰りましょう。
　　「犬のフンの後始末をする」ということは、
　飼い主の最低限のマナーです。犬を散歩させ
　る場合には、フン収集用のビニール袋などを
　持参し、必ず拾って、家に持ち帰って処理し
　ましょう。
•野良猫に安易にエサを与えないでください。
　　小さい子猫はかわいいのですが、あっとい
　う間に野良猫が増え、近所迷惑になりかねま
　せん。どうしても気になるなら飼い猫として
　飼い主になってから、かわいがってください。

犬や猫の飼い主のみなさんへ

問　町民課生活環境係　☎ 4-6113

募集職種　調理員
募集人数　1人
応募資格　普通自動車運転免許所有で通勤可能な方
　　　　　年齢　40 歳以上
勤務場所　障害者支援施設 すずらん（振内町 97-1）
勤務月日　7月末～
給与等　平取福祉会の定めた規定による
応募期限　7月 6日㊎まで
　　　　　写真付履歴書（持参または郵送で受付）
採用方法　1次書類審査
　　　　　2次面接審査（後日連絡）
問　障害者支援施設 すずらん　☎ 3-3676
　　〒 055-0411 振内町 97-1

社会福祉法人 平取福祉会 職員募集

　一般的に暑くなる 7月から 9 月にかけて、ハ
チに刺される事故の件数が増加します。ハチの
巣は、小さいうちに早期発見し、駆除すること
が大切です。特にスズメバチは、8月以降より攻
撃的になりますので、むやみに近づいてハチを
刺激しないように注意しましょう。
　ハチの巣をご自宅など私有地で見つけた場合
は、原則、その所有者や管理者で対処をお願い
します。町有地内で見つけた場合は、その場所
の管理者にご連絡願います。
　なお、町ではハチ防護服・駆除スプレーの無
償貸出を行っておりますので、ハチの巣を見つ
けた際は利用ください。
　また、町内では有償で高齢者事業団（☎ 2-3821）
がハチ駆除を行っていますので、必用に応じご
相談願います。
　ご高齢・母子世帯等のハチの巣駆除やその他
ご相談については、町民課生活環境係（ふれあ
いセンター内）または支所へお問い合わせくだ
さい。
※貸出用のハチ防護服は毒針が刺さりにくい構
造ですが、絶対に刺されないとは言い切れませ
ん。駆除の際は十分な注意を払い、自己責任で
行ってください。
問　町民課生活環境係　☎ 4-6113
　　役場振内支所　　　☎ 3-3211
　　役場貫気別支所　　☎ 5-5204

ハチの巣を見つけたら
　今年度第 1回目の講座を次のとおり開催しま
す。今回の講座テーマは≪民族共生・地域振興
を進める新しい法律と政策に向けて≫です。
　アイヌに関する法律や政策の歴史を学び、こ
れからの施策・事業のあり方について共に考え
る場といたします。町外からも含め、どなたで
も参加できます。
日時　6月 28 日㊍　19:00 ～ 20:50
会場　ふれあいセンターびらとり 視聴覚ホール
講師　中村睦男氏（元北海道大学総長、現アイ
　　　ヌ民族文化財団理事長）
演題　「アイヌ民族に関わる法制の歴史・現在・
　　　未来」（仮題）
※事前申込は必要ありません。受講無料。
問　アイヌ施策推進課　☎ 2-2341
　　アイヌ文化保全対策室　☎ 4-6011

シシリムカ文化大学 第１回講座   

　町自治振興会では、個人や職場・町内会などで
作っている花壇を募集していますので、ご応募
ください。多くのご参加をお待ちしています。
内容　応募された花壇は、写真パネルにし展示
します。展示後は、パネルと景品を進呈します。
応募　7月 6日㊎まで
　応募用紙に必要事項を記入し、各自治会にお
申込みください。
　応募用紙は各自治会にあります。
問　自治振興会事務局　
　　（まちづくり課内）　☎ 2-2222

花
はなびしょくにん

美飾人（手づくり花壇）募集    

行事予定     7 月 1日～ 15 日
  1 日 ㈰   －－ 各地区プールオープン

  4 日 ㈬    9:30 社会を明るくする運動街頭啓発パ
レード出発式／役場本庁舎前

  7 日 ㈯  19:00 町民芸術劇場「人形浄瑠璃」公演町民芸術劇場「人形浄瑠璃」公演
／中央公民館

  8 日 ㈰  10:30 モンキーリバーランド夏祭り
／ふれあいセンターびらとり

11 日 ㈬   －－ 夏の交通安全運動（～ 20 日）

13 日 ㈮   －－ 町民交通安全の日町民交通安全の日

＊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。

　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　  3 日㊋ 13:30 ～ 15:00
　　    24 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       2 日㊊    4 日㊌  09 日㊊  11 日㊌ 
            18 日㊌  23 日㊊  25 日㊌  30 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     24 日㊋
場所　門別公民館（日高町門別本町 210-1）
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  ７月開催

期日　7月 1日㊐　14:00 ～
場所　本町 親水公園
内容　分列行進、小隊訓練、出動放水訓練
　会場付近は、一般車両の進入を制限しますので、
ご了承願います。また、悪天候や災害等発生時は
中止・内容変更する場合があります。
問　平取消防署　☎ 2-2361

平取消防団技能訓練大会　

　町自治振興会では、花いっぱい運動を推進する
ため、次により「町外花壇見学会」を実施します。
参加を希望される方はお申し込みください。
期日　7月 15 日㊐
場所　花風景ハナック（音更町）
　　　とかちしみずフルーツガーデン（清水町）
対象　町民 60 人
参加料　1,000 円
申込　6月27日㊌8：30～受付を開始しますので、
参加を希望される方は自治振興会事務局まで申
込み願います。（定員になり次第終了します）　
その他　町有バスを運行します。
　バス時刻などの詳細については、参加者が確
定後にお知らせします。昼食各自負担。
問　自治振興会事務局（まちづくり課内）
　　☎ 2-2222

「町外花壇見学会」参加者募集

平成 30 年度の全国安全週間が実施されます。
スローガン
「新たな視点でみつめる職場　創意と工夫で安全
管理　惜しまぬ努力で築くゼロ災」
準備期間　6月 30 日㊏まで
本週間　7月 1日㊐～ 7日㊏
問　浦河労働基準監督署　☎ 0146-22-2113

全国安全週間（第 91 回）

　町では、個人住宅および店舗併用住宅への合併
処理浄化槽設置に対し、設置費用の一部を補助（町
が定める標準設置工事費の 1/2 相当額限度）しま
すので、希望される方は、次により申し込みくだ
さい。
　なお、平成 30 年度より既設家屋の合併処理浄
化槽への改修のほか、新築工事の際に合併処理浄
化槽を設置する場合も補助対象となります。
※申し込みが予定基数を超えた場合は、選考およ
び抽選にて補助対象者を決定します。
助成基数 　3 基
設置条件
• 個人所有の所有者本人又は親族等が居住する一
　般個人住宅、店舗併用住宅であること。
　（借家、アパートなどは対象外）
•設置する浄化槽が 10 人槽以下であること。
•平成 30 年 12 月末までに確実に設置完了できる
　こと。
•平成 29 年度以前に町税等の滞納がないこと。
•設置後の浄化槽法に基づく法定検査および保守
　点検（有料、設置者負担）を受けること。
•浄化槽は町内の設置工事業者と契約し、設置す
　ること。
申込 　7 月 12 日㊍まで
　　　町民課生活環境係、役場振内支所、貫気別支所

浄化槽設置補助 申込受付

問　町民課生活環境係　☎ 4-6113
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　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

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

　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➡ 7 月 12 日・18 日

トマトカード会 7月情報     

問　びらとりトマトカード会　☎ 4-6100
〈問合せは、毎週㊊㊋㊌の 13:00 ～ 16:00( 祝休 )> 

振内診療所 7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

  4 日 藤井医師   6 日 藤井医師
11 日 藤井医師 13 日 藤井医師
18 日 藤井医師 20 日 藤井医師
25 日 藤井医師 27 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 7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 4 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  11 日・18 日
25 日・30 日

小林医師 9 日・23 日
30 日　　　　

第 2・4・5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 10 日・24 日 第 2・4火曜日
10:30 頃～ 15:00

国保病院 7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）

  4 日㊌ 村上 斉ノ内 三浦 谷院長不在

  5 日㊍ 長川 斉ノ内 村上 谷院長不在

  6 日㊎ 坂本 斉ノ内 村上 谷院長不在

  9 日㊊ 坂本 斉ノ内 村上 谷院長不在

10 日㊋ 村上 斉ノ内 村上 谷院長不在

11 日㊌ 村上 斉ノ内 中川 谷院長不在

12 日㊍ 林 休診 村上 谷院長・斉ノ内
副院長不在

 13 日㊎ 村上 坂本 坂本 谷院長・斉ノ内
副院長不在

三浦先生、長川先生、坂本先生、中川先生、
林先生は出張医となります。

　町交通安全推進委員会および町防犯協会連絡協
議会では、生活安全の啓蒙を図ることから、次
によりゲートボール・パークゴルフ大会を開催
しますので、参加を希望するチームおよび個人
は申し込みください。
期日　7 月 20 日㊎　9:30 ～
会場　二風谷ファミリーランド運動公園
参加料　無料
申込　7 月 10 日㊋まで
その他　当日の、バス運行につきましては、申
込時、連絡をいただいた場合に限り、　( 紫雲古
津方面から運行している「平取着」8：52 の道南
バスを「平取温泉」まで延長。なお、振内、貫
気別方面からの方は二風谷資料館前で乗り換え
必要です。)運行します。

生活安全ゲートボール・
パークゴルフ大会 参加者募集 

問　町民課生活環境係　☎ 4-6113

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。お気軽にご利用ください。

夜間納税相談窓口・休日納税相談窓口 開設     

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 7月 8日㊐
時　間 17:15 ～ 20:00 9:00 ～ 17:00
場　所 役場税務課窓口

　「社会を明るくする運動」は、すべての国民が
犯罪の防止に努めるとともに、罪を犯した人た
ちの更生について理解を深め、犯罪のない明る
い社会を築くことを目的とする運動です。
　当町においても保護司が中心となって相談活
動を行っていますので、犯罪や非行問題に限ら
ず、親子関係や家庭教育など身近な問題につい
て、お気軽にご相談下さい。
　なお、7月 4日㊌には街頭啓発パレードを行い
ます。

氏　名 住　所 電話番号
小林　 史明 荷　菜 ☎ 2-3271
和田 与志男 荷　菜 ☎ 2-2722
白井　 勝博 本　町 ☎ 2-2995
藤澤　 佳宏 荷　負 ☎ 5-5310
佐々木 周惠 貫気別 ☎ 5-5162
佐々 　憲 一 振内町 ☎ 3-3527
八田 由紀子 振内町 ☎ 3-3165

７月は「社会を明るくする運動」の
強調月間

問　保健福祉課福祉係　☎ 4-6112　　

北海道警察官採用試験実施

　警察官採用募集中です。受験や転職を考えてい
る、知人などで就職を考えている方などは、ぜ
ひ検討してください。32 歳までの方が受験でき
ます。詳細についてはご連絡ください。
受付期間　7月 2日㊊～ 8月 24 日㊎
試験日　9月 17 日㊊㊗
試験地　札幌市、苫小牧市、新ひだか町、ほか
受験資格　受験年齢～採用基準日（平成 31 年 4
　　　　　月 1日）において 33 歳未満の方
問　門別警察署　☎ 01456-2-0110

　第 8回ウレクレクを開催いたします。町民のみ
なさまは、ぜひご参加ください。
日時　6月 23 日㊏　　14:00 ～
場所　二風谷生活館（二風谷 78-12）
内容　
14：00 ～ 15：50
～アイヌの子どもの遊び体験～
　（弓矢、アイヌ文様切絵、イタドリの笛作り、
　輪さし、輪投げ）
16：00 ～ 19：00
～音楽ライブ～
　・チア☆エンジェルズ　・Shake in Black　
　・二風谷アイヌ語教室こどもの部
　・平取アイヌ文化保存会　
　・カピウ＆アパッポ　・アイヌサニケ
　・アイヌアートプロジェクト　・おおたか静流
その他　子どもの遊び体験、音楽ライブの観覧は無
料です。焼き鳥、ビールなどの販売を行いますの
で運転される方は飲酒ご遠慮願います。
※訂正前回 6月 8 日のまちだよりにて音楽ライ
ブ終了後に懇親会を行いますと記載しましたが、
出演者のみの懇親会となりますので一般の方の
ご参加はご遠慮願います。
問　アイヌ協会青年部 事務局　
　　（アイヌ施策推進課内）　☎ 2-2341

第８回ウレクレク～風の谷の響～ 農業者年金に加入しませんか  

　農業者年金は、国民年金の第一号被保険者であ
る農業者がより豊かな老後を過ごすことができ
るよう国民年金（基礎年金）に上乗せをした公
的な年金制度です。
　次のとおりメリットがたくさんありますので、
農業者年金へのご加入をお願いします。
•農業従事者なら誰でも加入できます
•積立方式で安心した財政運営です
•保険料は自由に選択できます
•税制面でも大きな優遇があります
•保険料の国庫助成があります
問　農業委員会　☎ 2-2695
　　平取町農協営農課　☎ 2-2020

農業者年金 現況届提出

　現況届は、農業者年金受給者の受給資格の有無
について、農業者年金基金法の定めにより、毎
年 1回確認するものです。
　送付された現況届用紙に必要事項を記入・署
名のうえ、6月中に農業委員会へ提出ください。
　期限内に提出がなかった場合、11 月から提出
されるまでの間、年金の支払いを差し止めさせ
ていただくこととなりますので、お忘れになら
ないよう十分ご注意ください。
問　農業委員会　☎ 2-2695

　現在使用されている国民健康保険被保険者証お
よび退職被保険者証の有効期限は、7 月 31 日まで
となっています。
　次の日程により更新手続きをしますので、印か
んおよび保険証をお持ちのうえ、手続きをお願い
します。
　今回の更新より保険証と高齢受給者証がひとつ
の証となるため、70 歳以上の方は高齢受給者証も
あわせてお持ち下さい。
　他市町村に住民登録がある学生の方は、新年度の
在学証明書または学生証の写しが必要となります。
　更新以外の資格異動（社会保険等加入や離脱、
転入・転出）に伴う手続きも、ふれあいセンター
または役場振内支所役場・貫気別支所で手続きを
お願いします。
日程　7/23㊊～ 7/31㊋　※㊏㊐㊗を除く
　　　8:30 ～ 17:15

対象地区 更新場所
川向・紫雲古津・去場・
荷菜・本町・小平・二風谷・
荷負

ふれあいセンターびら
とり町民課保険医療係

長知内・幌毛志・振内町・
岩知志・仁世宇・豊糠 役場振内支所

貫気別・芽生・旭 役場貫気別支所

国民健康保険被保険者証 更新

問　町民課保険医療係　☎ 4-6113


