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行事予定     7 月 16 日～ 30 日
20 日 ㈮   9:30 生活安全ゲートボール・パークゴル

フ大会／二風谷ファミリーランド

23 日 ㈪ －－ 中学校終業式／平中、振中

25 日 ㈬ 13:30 ❖❖農業委員会総会農業委員会総会／役場議事堂 

26 日 ㈭   8:30 小学校終業式
／紫小、平小、二小、貫小、振小

27 日 ㈮ 10:00 子ども子ども教育委員会／中央公民館

31 日 ㈫ 14:00 ❖❖教育委員会／中央公民館
❖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。
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　犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の
チカラを養い、犯罪や非行の起きない社会をつ
くることを目的に、昨年度から「社会を明るく
する運動」啓発事業を実施しています。
　今年度は、薬物乱用問題についてスポットを
当て、2部構成の演出により、ＤＶＤ上映や落語
独演会から薬物乱用のない社会を目指していき
ます。ぜひご家族そろってご覧ください。ご来
場をお待ちしています。
期日　7月 17 日㊋　18:30 ～ ( 開場 18:00)
場所　貫気別小学校 体育館
内容　第 1部　
           「身近にひそむ薬物乱用防止啓発用」
               ～ＤＶＤ上映～ (25 分 )
　　　第 2部　
           上方落語家桂三段氏による無料落語独演会   
           (60 分 )　
主催　社会を明るくする運動推進委員会
　　　貫気別振内地区家庭教育学級
後援　教育委員会・静内地区保護司会平取分区
※町民税 1％まちづくり事業
問　社会を明るくする運動推進委員会事務局
　　( 株 ) 小林組　☎ 2-2121

上方落語家 桂三段 氏 無料落語独演会

びらとり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

　飲酒運転は事故に直結する極めて危険・悪質な
犯罪です。運転者はもちろんのこと、車両など
を提供した者、酒類を提供した者および同乗し
た者も罰則等の対象となります。
　みなさん一人ひとりが 「飲酒運転を絶対にしな
い、させない、許さない」という強い意志を持
ち、飲酒運転のない安全で安心な社会をつくり
ましょう。
区　分 酒酔い運転をした場合 酒気帯び運転をした場合

運転者本人 5年以下の懲役または
100 万円以下の罰金

3 年以下の懲役また
は 50万円以下の罰金車両提供者

酒類提供者 3 年以下の懲役また
は 50万円以下の罰金

2 年以下の懲役また
は 30万円以下の罰金同乗者

7 月 13 日は「飲酒運転根絶の日」

問　町民課生活環境係　☎ 4-6113

試験区分・受験資格及び職務内容

試験区分 受験資格 職務内容

一
般
事
務
職

初級

高校・短大・専門学校
卒業または卒業見込み
平成 7年 4月 2日～
　平成 13 年 4月 1日
　までに生まれた者

　町長部局、教育
委員会等各種委員
会事務局、議会事
務局等に勤務し、
一般行政事務に従
事します。上級

大学卒業または卒業見
込み
平成 3年 4月 2日～
　平成 9年 4月 1日
　までに生まれた者

採用資格試験（第１次）日程
期日　9 月 16 日㊐　8:45 ～
場所　新ひだか町公民館
　　　（新ひだか町静内古川町 1丁目 1番 2号）
申込書提出期限　7月 27 日㊎　期限厳守
提出・問合先　日高町村会事務局
〒 057-8558 浦河郡浦河町栄丘東通 56 号　
日高合同庁舎内 ☎ 0146-22-1846　　　　　　　
※試験申込書は役場総務課および役場振内・貫
気別両支所にあります
・第２次試験は、上記（第１次）試験の合格者を
対象に各町で実施されます。

問　総務課総務係　☎ 2-2221

平成 31 年度日高管内町職員
採用資格試験実施のお知らせ

　7 月 11 日から 20 日までの 10 日間、「夏の交
通安全運動」が実施されます。
①飲酒運転の根絶
②スピードダウンと居眠り運転の防止
③全ての座席のシートベルトの着用　
　この 3点を運動の重点とし、デイ・ライト運
動とスピードダウンを心掛けましょう。　
　長距離を運転する際は、2時間毎に 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　町民課生活環境係　☎ 4-6113

「夏の交通安全運動」実施

　町では、次により嘱託職員を募集します。
募集人数　1人
勤務場所　役場産業課
勤務内容　一般事務職（畜産係業務）
勤務時間　8:30 ～ 17:15（㊏㊐㊗休み）
採用期間　8月 1日～ 12 月 31 日
賃金　日額 6,600 円
応募要件　
①町内に居住しているか居住できる方
②普通自動車運転免許を有する方
③パソコン（表計算、文書作成）を扱える方
採用方法　1次 : 書類審査
　　　　　2次 : 面接審査（7月下旬予定）
応募方法　7月 23 日㊊（必着）までに、履歴書（写
真貼付）、普通自動車運転免許証の写しを持参ま
たは郵送で提出
申込　総務課総務係（〒 055-0192 本町 28 番地）
問　産業課畜産係　☎ 2-2223

平取町職員（臨時職員）募集

町道の通行止め  

　樹木の伐採作業に伴い、次のとおり通行止めと
しますので、ご協力いただきますようお知らせ
します。
通行止め期日　7月 12 日㊍　9:00 ～ 16:00
　義経神社裏参道から義経神社まで車の乗り入
れ、病院から裏参道への通り抜け、公民館から
裏参道への通り抜けができません。よろしくお
願いいたします。

問　建設水道課土木用地係　☎ 2-2226

　町のアイヌ文化が形成されてきた背景や自然環
境を学び、文化継承にかかる人材を育成するため
の講座です。この機会にぜひご参加ください。
期日　
①歴史と文化に関わる施設をめぐる（徒歩）
　7月 10 日㊋　10:00 ～ 15:00　
②アイヌ語地名について学ぶ（バス利用）
　7月 20 日㊎　10:00 ～ 15:00
③重要文化的景観をめぐる（バス利用）　　
　7月 26 日㊍　10:00 ～ 15:00
　　＊ 1講座のみの受講もできます。
講師　①・③長田佳宏　②関根健司
集合場所　二風谷アイヌ文化博物館
定員　各回 30 人（先着順）
受講料　無料
その他　本事業は博物館と平取町地域活性化協
議会との共催事業として実施します。

問　二風谷アイヌ文化博物館　☎ 2-2892

歴史と文化に携わる
アイヌ文化ガイド養成講座   

　これから秋にかけて、低気圧や台風により広い
範囲に降る大雨や積乱雲（入道雲）による狭い
範囲に降る局地的な大雨の発生しやすい季節と
なります。この大雨により色々な災害が起こる
ことがあります。
・地盤が緩んで発生する土石流やがけ崩れなどの
　「土砂災害」
・道路、田畑の冠水や低い土地での「浸水害」
・河川の増水や氾濫による「洪水害」
　気象台では、大雨による災害のおそれがある
場合に「大雨警報（土砂災害、浸水害）・注意報」
や「洪水警報・注意報」、北海道（室蘭建設管理
部）と共同で「土砂災害警戒情報」を発表する
ほか、気象庁ホームページでは、地域のどこで
災害の危険が高まっているかを色分けしてお知
らせする「土砂災害警戒判定メッシュ情報」、「大
雨警報（浸水害）」と「洪水警報」の危険度分布
の情報も提供しています。
・濃い紫色は「極めて危険」
・薄い紫色は「非常に危険」
・赤色は「警戒」
・黄色は「注意」を表しています。
　大雨が予想される場合には、市町の発令する
避難情報等に留意するとともに、メッシュ情報
や危険度分布も活用し、早めに避難の準備をす
るなど適切な対応をとるようにしましょう。
気象庁ホームページ
https://www.jma.go.jp/jma/index.html

大雨災害から身を守る    

問　室蘭地方気象台　☎ 0143-22-4249

至 公民館
至 国保病院

伐採作業範囲
樹木伐採箇所

至  

義
経
神
社
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ホームページQRコード
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　電話番号
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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   
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　働きたいと思われている方に向けた就労自立支
援施設です。その他就職相談も歓迎です。「働き
たい」を応援する無料出張相談会を開催します。
期日　7月17日㊋13:30～15:00 (先着順・予約可)
場所　ハローワーク静内分室
　　　（新ひだか町静内御幸町 2丁目 1-40
     　　ショッピングセンターピュア 3階）
対象　おおむね 15 歳～ 39 歳の方・ご家族
内容　就労相談・就労体験ほか
問　とまこまい若者サポートステーション
　　☎ 0144-57-0570

働きたい方のため出張相談会 

　参加者を募集しますので、参加者は申し込み
ください。
期日　7月 22 日㊐（小雨決行）
　　　受付 8:30　開会式 8:45
場所　ニセウ・エコランドパークゴルフ場
対象者　平取町在住者
参加料　500 円（プレイ代は別途）
試合方法　36 ホール・ストロークプレイ
表彰　男女それぞれ優勝・準優勝～ 5位
　　　その他各賞、参加者には参加賞
申込　7月 15 日㊐まで
　　　※用具は各自持参願います。
• ニセウ・エコランド管理棟　　   ☎ 3-3188
• 振内 PG部　中林正幸さん　　　☎ 3-3438
• 平取町 PG協会　木田和雄さん　☎ 2-2859
• 貫気別 PG部　松原幹雄さん　　☎ 5-5009
• 役場振内支所　　　　　　　　   ☎ 3-3211
•役場貫気別支所　　　　　　　   ☎ 5-5204
主催　ニセウエコランド振興組合

町長杯パークゴルフ大会 参加者募集

 　室蘭開発建設部二風谷ダム管理所では、国土交
通省および林野庁が定める「森と湖に親しむ旬間」
に合わせて、ダムの役割や仕組みを理解していた
だくことを目的として、7月 28 日㊏に二風谷ダ
ムフェスタを開催します。
　当日は、ダム内部を点検するための通路である
監査廊（気温約 10 度）やダムのゲートを操作す
る部屋など、普段見ることのできないダム施設を
見学できます。見学受付時間は 9:00 ～ 15:30 と
なっています。
　また、流木工作体験や無料流木配布なども行い
ます。入場無料ですので、ぜひお越しください。

二風谷ダムフェスタ 開催 

問　二風谷ダム管理所（☎ 2-4262）

火災・救急出場件数（6月末）

火災 救急
種別 件数 年累計 種別 件数 年累計
建 物 0 1 交通事故 0 5
林 野 0 0 急 病 9 70
車 両 0 2 一般負傷 1 19
そ の 他 0 2 そ の 他 1 7

転院搬送 7 40
合 計 0 5 合 計 18 141

　火災・救急出動件数は次のとおりです。　

　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 4 回危険物取扱者試験
第 2回消防設備士試験の受験案内    

※受験願書・詳細については、お問い合わせください。

危険物取扱者 消防設備士
試 験 日 8月 26 日㊐
受
付

書面 7月 18 日㊌～ 7月 26 日㊍（消印有効）
インターネット 7 月 15 日㊐～ 7月 23 日㊊

試験の種類 甲種・乙種（第 1～ 6類）
丙種

甲種（特類・第 1～ 5類）
乙種 1～ 7類）

試験手数料 甲種6,500 円・乙種 4,500 円
・丙種 3,600 円 甲種 5,700 円・乙種 3,800 円

試 験 地 苫小牧市ほか 5市 札幌市・苫小牧市ほか 5市

合格発表予定日 9 月 12 日㊌ 9月 28 日㊎

琴アンサンブル　
きみかげ草コンサート

　日本の伝統楽器の一つ「琴」を中心に、「二胡・
フルートカホン（打楽器）」とコラボし演奏しま
す。楽しいコンサートにしたいと考えています
ので、ぜひご来場ください。
♪お待ちしております♪
期日　7月 8日㊐　18:30 ～（開場 18:00）
場所　ふれあいセンターびらとり（入場無料）
主催　365 日の紙飛行機・蘇州夜曲・
　　　じょんがら変奏・ルパン三世・
　　　お久しぶりね・すばる　　　ほか
問　琴アンサンブルきみかげ草
　　代表　滝沢奈々美　☎ 090-9510-7983　　

 　「ねんきんネット」とは、パソコンやスマート
フォンで、ご自身の年金情報を確認できるサービ
スです。ご利用には、事前にＩＤ登録が必要です。
　詳細は日本年金機構ホームページでご確認いた
だくか、お電話でお問い合わせください。
確認できる内容
• 年金加入記録
•将来受け取る年金の見込額
•年金額改定・振込・変更通知書
•公的年金の源泉徴収票など
日本年金機構ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/n_net/

「ねんきんネット」を活用しましょう

問　ねんきんネット専用ダイヤル
　　☎ 0570-058-555

第 28 回かつら園まつり

　施設利用者と地域住民が直接ふれあう機会とし
て「かつら園まつり」を開催します。多数のご
来園をお待ちしています。
期日　7月 22 日㊐　13:30 ～ 15:30
場所　平取かつら園内
内容　
•アトラクション
　チアダンス（チア☆エンジェルズ）
　民謡（荷菜民謡会）　
　ヨサコイ（平取義経なるこ会）
•模擬店
　手打ちそば・焼き鳥・フライドポテト・かき氷・
　綿あめ・ジュース・ビール　ほか
　すずらん利用者作品即売会

問　平取かつら園　☎ 2-3260　

　平取養護学校では、開校から続けています寄
宿舎まつりを次のとおり開催します。今年のお
まつりのテーマは「大好き北海道 !!」です。
ビラッキーとビラトレンジャーも登場します。
　みなさまのご参加をお待ちしています。
期日　7月 26 日㊍ 11:20 ～ 12:40
場所　平取養護学校  寄宿舎  ホールなど（雨天決行）
内容　飲食物の販売、ゲーム、ビンゴ大会など
　　　※飲食物には、数に限りがあります。
出店協力　手作り工房ミルト（新冠町）、五行山（富川）
フーズショップたき（荷菜）、平取町商工会（本町）
苫小牧市手をつなぐ育成会（苫小牧）
協力　町役場観光商工課
　　　ビラッキー・ビラトレンジャー出演します。
問　平取養護学校寄宿舎　☎ 2-3178

平取養護学校寄宿舎まつり   

　町では平成 25 年 4 月から第 2期特定健診等実
施計画を、平成 28 年 3 月から平取町国民健康保
険第 1期データヘルス計画を策定し実施してき
ました。この度、2つの計画の見直しが同時期で
あることと、より効率的・効果的な計画の実施
のため一本化して計画を策定したので、周知し
ます。
　計画は保健福祉課、町民課窓口に設置してい
ます。町ホームページでも公開しています。
各計画の内容の概要
•第 2期データヘルス計画…平取町国保加入者の
方の医療費や町全体のがん死亡状況、健診の検
査値などを分析し、医療費適正化や健康的な生
活を送るための事業を考察するための計画です。
•第 3 期特定健診等実施計画…生活習慣病予防
による健康の保持増進と医療費増大を防ぐため
に平取町国保加入者に行っている特定健診、特
定保健指導を円滑に行うための計画です。
問　保健福祉課福祉係　☎ 4-6112

国民健康保険第2期データヘルス計画・
第３期特定健診等実施計画を策定    

期日　7月 29 日㊐　10:00 ～（小雨決行）
場所　振内鉄道記念公園
内容　今年は和牛のバーベキューが味わえるほ
か、やまべのつかみ取りやトマトを積み上げ高
さを競う「天まで頂け！幌尻岳」などのイベン
トがあります。
　ステージショーでは「もんべつ吹奏楽団」や
カラオケバトルの「前田麻耶」さん、よさこいソー
ラン、幌尻大鼓、フラダンスなどをお楽しみく
ださい。　　　　　　　　　　　
※前日 28 日㊏は、地元「新世会」による花火大
会が行なわれます。

幌尻まつり 開催     

問　実行委員会事務局（役場振内支所）　
　　☎ 3-3211

水稲および転作作付の現地確認

　次の日程により現地確認を行います。
期日　7月 18 日㊌～ 20 日㊎
対象　全水田（水稲、転作田）
問　産業課農政係　☎ 2-2223

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　8月 24 日㊎まで
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



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

荷 菜 新 平成 10 3-1 3LDK 74.46 内 22,100 25,500 29,100 32,900

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

本 町 川 沿 平成 20 3-2 2LDK 65.16 内 21,100 24,300 27,800 31,400

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    

◇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。

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

※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（荷菜新、本町川沿）
※共益費（車庫代）月額 1,000 円が別途加算（荷菜新 3-1）
※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　•3LDK　•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　7月 13 日㊎　必着　　　入居予定　8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。

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

　町内で活動しているサークルの仲間が集まり
ました。さまざまなジャンルの作品をお楽しみ
ください。
期日　7月 19 日㊍～ 21 日㊏　
　　　10:00 ～ 18:00　（最終日は 16:00 まで）
場所　ふれあいセンターびらとり
出品サークル　Spools（パッチワーク）、
　　　花水木（書道）、リリークラフトクラブ、
　　　My Tree（トールペイント）、
　　　竜女の館（アクセサリー）　

ハンドメイドな仲間展 2018 開催  

問　小林明美　☎ 2-3271

　家畜商法に基づく講習会が次の日程で開催さ
れますので、受講希望者は 7月 27 日㊎までに産
業課畜産係にご連絡ください。
期日　11 月 15 日㊍～ 16 日㊎
場所　札幌市中央区北 3条西 7丁目
　　　北海道庁別館地下 1階　大会議室
手続き　受講願書（手数料 3,550 円の収入証紙
　　　を貼付）、特例措置適用申請書（該当者の
　　　み）が必要になります。
問　産業課畜産係　☎ 2-2223

平成 30 年度「家畜商講習会」     



みんなでつくる、未来へつなぐ。あふれる笑顔、びらとり。

　毎年恒例のバス遠足を次のとおり実施しますの
で、参加希望者は早めにお申し込みください。
期日    7 月 22 日㊐　8:00 ～ 17:00( 帰着予定）
集合場所　二風谷アイヌ文化博物館前 出発
見学施設   ①「富良野市博物館」
　　　　   ②上富良野町「土の館」
　　　　   ③「後藤純男美術館」
　　　　   ④美瑛町「四季彩の丘」  
　　　　   ⑤美瑛町「拓真館」
昼食　富良野市「レストラン四季の恵」
主催    町立二風谷アイヌ文化博物館ならびに
　　　平取町二風谷アイヌ語教室の共催事業
対象者      町民・二風谷アイヌ語教室受講生
定員    60 人先着順（低学年は保護者同伴）
参加料    大人（高校生以上）2,200 円　　　　 
　子ども（小・中学生）1,500 円　※昼食含む
受付    7 月 14 日㊏　17:00 まで。
※申込み順とし、定員になり次第しめきります。

博物館めぐりバス遠足参加者募集     

問　二風谷アイヌ文化博物館　☎ 2-2892
　　二風谷アイヌ語教室事務局　☎ 2-3295

期日　7月 8日㊐　10:30 ～ 14:00
場所　ふれあいセンターびらとり南側駐車場
内容　パーフェクトピッチング、やまべつかみ
どり、養護学校コーナー、ふわふわ遊具、ゲー
ムコーナー、びらとり食育プチフェアー
※他にも、おもしろいお店が多数あります。
交通規制　次により、車両通行止めを行います。
7月 7日㊏ 14:00 ～ 21:00（ビールパーティー）
　　8日㊐   8:00 ～ 15:00（モンキーリバーランド）

モンキーリバーランド夏まつり     

期日　7月 7日㊏　16:00 ～ 20:00
場所　ふれあいセンターびらとり南側駐車場
チケット　前売券　1,000 円　当日券 1,200 円
　　　　　販売　平取町商工会　☎ 2-2329
　　　　　　　　青年部員店舗（ポスター貼付）
イベント　こどもお菓子まき、抽選会

商工会青年部
チャリティービールパーティー   

　町では、高齢者が安心して暮らし続けていける
ことを目指し、見守り活動を行っています。
　そこで、今回、75 歳以上の現にひとり暮らし
をされている方を対象に、町職員が実際に訪問
し、生活の困りごとや心配なこと、緊急連絡先
などを聞き取りさせていただき、今後の見守り
活動に活用していきます。
対象者　75 歳以上で、現にひとり暮らしの方
　　　　（年齢は 30 年 4月 1日現在）
※要介護認定者・総合事業対象者は除きます。
※対象の方には、事前に個別通知します。
聞き取り内容
・日常生活での困りごと
・緊急連絡先
・カラダの様子　など
訪問期間　7 月 2 日～平成 31 年 3月 29 日
※訪問前に、日程調整のご連絡をさせていただ
きます。

カラダの様子を伺いに訪問します    

問　保健福祉課介護支援係　☎ 4-6114

　電気工作物年次点検に伴う停電のため、次の
とおり休館とします。
　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。
期日　7月 16 日㊊㊗　8:30 ～ 12:00
問　ふれあいセンターびらとり　☎ 4-6111

ふれあいセンターびらとり 休館

　北海道は全国的にみて、喫煙率が高い地域です。
協会けんぽでは、喫煙対策を通じて加入者のみな
さまの健康を守る、さまざまな取り組みを行って
います。ぜひ、ホームページをご覧ください。
問　全国健康保険協会（協会けんぽ）
　　北海道支部　☎ 011-726-0352

禁煙・分煙の取り組み

　加入者のみなさまのお薬代の負担軽減や健康保
険財政の改善につながり、今後の医療費や保険料
率の伸びが抑えられることから、協会けんぽでは
「ジェネリック医薬品」の普及を推進しています。
かかりつけの医師・薬剤師へのジェネリック医薬
品の処方について相談してみませんか。
問　全国健康保険協会（協会けんぽ）
　　北海道支部　☎ 011-726-0352

ジェネリック医薬品にかえてみませんか
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