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行事予定     8 月 16 日～ 31 日

17 日 ㈮   －－ 始業式／平中

19 日 ㈰ 10:00 チプサンケ
／二風谷地区沙流川周辺

20 日 ㈪ －－ 始業式
／紫小、平小、二小、貫小、振小 

21 日 ㈫  －－ 始業式／振中

23 日 ㈭ 13:15
15:00

❖❖総合教育会議／役場会議室総合教育会議／役場会議室
❖❖教育委員会／中央公民館

25 日 ㈯ 10:00 ふれあい広場ふれあい広場
／ふれあいセンターびらとり

31 日 ㈮   6:30
  9:30
13:00

振内地区ラジオ体操 100 日大会最終日
❖❖総務文教常任委員会
❖❖産業厚生常任委員会

❖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。

　2018 年（平成 30 年）

4 月 13 日発行

　　№
（次回発行 4月 27 日） 

2018 年（平成 30年）
8月 3日発行

№　１５
（次回発行 8月 24日）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

　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また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 　8 月 16 日㊍まで
　　　町民課生活環境係、役場振内支所、
　　　役場貫気別支所

浄化槽設置補助 申込受付   

問　町民課生活環境係　☎ 4-6113

 期日・内容

8月 18 日㊏　前夜祭
• ユカラと語りべ　 
　　13:30 ～ 14:30　イオルポロチセ
•ウトムヌカラ（結婚式） 
　　17:00 ～ 18:30　博物館ポロチセ
•盆踊り　　　　　
　　18:30 ～ 20:30　博物館前駐車場
•交流事業　　　　
　　21:00 ～　   　　博物館ポロチセ
8 月 19 日㊐　本祭
• 縁結び石祭り　　　　　
　　10:00 ～ 10:45　資料館前
•木彫り体験　　　　　　
　　10:00 ～ 15:00　二風谷工芸館
•カムイノミ・古式舞踊　
　　11:00 ～ 12:30　  イオルポロチセ
•チプサンケ（舟おろし） 
　　13:00 ～ 15:30 　沙流川
•ユカラと語りべ　　　　 
　　13:30 ～ 14:30　イオルポロチセ

第 49 回チプサンケ 開催

問　チプサンケ実行委員会
　　（観光商工課商工労働係）　☎ 3-7703

「すずらん群生地」
除草ボランティア募集

　町では、すずらん群生地の保全のため、次によ
り「除草ボランティア」を募集します。
　参加を希望される方はお申し込みください。
期日　8月 9 日㊍　9：30 ～ 15：00　現地集合
場所　芽生地区（すずらん群生地内）
対象　町民 10 人程度
申込　8 月 7 日㊋まで 
　参加を希望される方は観光商工課まで申込み
願います。（定員になり次第終了します）　
その他　参加者には昼食および飲み物をお用意
　　　　します。
問　観光商工課　☎ 3-7703

　予防接種は、肺炎球菌による肺炎などの感染
症を予防し、また重症化を防ぎます。
　この制度は、平成 30 年度までの間に 1人 1回、
定期接種の機会を設けています。
　対象者の方が無料で接種できるのは今年度の
みですので、早めの接種をお勧めします。
期間　4月 2日～平成 31 年 3月 31 日
対象者　
① 30 年度内に 65 歳、70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、
　 90 歳、95 歳、100 歳になる方
　 ※対象の方には個別通知しています。
② 60 歳以上 65 歳未満の方で、心臓、腎臓、呼
　吸器、　もしくは、ヒト免疫不全ウイルスによ
　る免疫の機能障害により、日常生活が著しく
　制限される程度の障害がある方（障害等級1級、
　またはそれに準じる方）
　※どちらも、過去に 23 価肺炎球菌ワクチン　
　（ニューモバックNP）を接種したことがある
　場合は、対象とはなりません。ご自身が対象
　者か不明な方はお問い合わせください。
　※入院、施設入所等で町外での接種を希望さ
　れる方は、接種前に問い合わせ先までご連絡
　ください。
料金　無料
場所　国民健康保険病院　13:00 ～ 15:00　
　　　（㊏㊐㊗除く）　
　　　振内診療所　9:00 ～ 11:00　13:00 ～ 15:00
　　　（㊌㊎）
予約先　国民健康保険病院　☎ 2-2201（要予約）
その他　定期接種とは別に、平取町肺炎球菌助
成事業も行っています。
　これまでに肺炎球菌予防接種を受けたことが
ない75歳以上の方が対象です。自己負担金1,000
円で接種することができます。

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種   

問　保健福祉課保健推進係　☎ 4-6112

　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。ご希望の方は期日までにお申し込
みください。
期日　9月 13 日㊍
場所　ふれあいセンターびらとり 栄養実習室（和室）
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 才未満の子どもおよびその保護者
相談員　室蘭児童相談所児童福祉司および判定員
申込　8月 10 日㊎まで
問　保健福祉課福祉係　☎ 4-6112
　　平取町子ども発達支援センター ☎ 2-3400

巡回児童相談

　我が国固有の領土である択捉
島、国後島、色丹島及び歯舞群
島からなる北方四島の早期返還
の実現は、道民はもとより国民
の長年にわたる悲願です。
　道では、この北方領土問題の
解決に向け、道民世論の結集を
図り、国の外交交渉を積極的に後押しするため、
昭和 41 年から、旧ソ連邦が日本に対し宣戦を布
告し、北方四島の占拠を開始した月である 8月を
「北方領土返還要求運動強調月間」として、重点
的な返還要求運動を実施しています。
　期間中、8月 24 日に札幌市で「2018 北方領土
返還要求北海道・東北国民大会」を開催するほか、
全道一斉の街頭啓発も行われます。
　その他、各地域でのイベントなどにおける啓発
活動や、振興局への署名コーナーの設置など、北
方領土問題の解決に向け、道、市町村及び関係機
関が連携し、一層強力に啓発活動を展開します。
問　北海道北方領土対策本部運動交流グループ
　　☎ 011-204-5069

8 月は「北方領土返還要求運動強調月間」

 　図書館では、次の日程で移動図書館（図書ワゴ
ン）を運行します。夏休みのお子様とご一緒にお
越しください。
期日　8月 9日㊍
巡回場所・時間　　
•山の駅ほろしり館　10:00 ～ 11:00
• 貫気別支所　　　　11:30 ～ 12:30
• 二風谷生活館　　　13:45 ～ 14:15
• 紫雲古津生活館　　14:45 ～ 15:15
その他　・夏休みのお子様向けに、絵本・児童書
　や工作・自由研究の本なども持参します。
•ご自宅に未返却の本・ＤＶＤがありましたら、
　この機会にご返却ください。
•「利用者カード」をおもちでなくても貸出しは
　可能です。

移動図書館（図書ワゴン）運行

問　図書館　☎ 4-6666

　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　8月21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 
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 　法務局では、子どもの人権について専用相談電
話「子どもの人権 110 番」を設置しています。い
じめの虐待など子どもの人権に関する悩みをご相
談ください。強化週間中は、受付時間を延長し、土、
日も対応します。
通常受付時間　平日　8:30 ～ 17:15
強化週間　
　平日：8月 29 日～ 9月 4日　8:30 ～ 19:00
　土日：9月   1 日～ 2日         10:00 ～ 17:00
子どもの人権 110 番　通話料無料

☎ 0120-007-110

「子どもの人権 110 番」強化週間

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

　びらとりトマトカード会加盟店（非加盟店 2店
含む）36 店舗にて「トマトカード ポイント 2倍
セール」を開催します。
期間　8月 10 日㊎～ 15 日㊌　6日間

問　平取町商工会　☎ 2-2329

全町中元大売出し事業 開催

　10,000 円で 12,000 円のお買いもの！
20％お得な商品券を販売します。約 70 の事業所
でご利用できます。
1 セット 1,000 円× 12 枚綴り  3,000 セット限定
発売日　8月 5日㊐　10:00 ～ 15:00
発売場所　ふれあいセンターびらとり
　　　　　山の駅ほろしり館
　　　　　貫気別生活館
　　　　　　※各会場とも完売しだい終了
対象者　16 歳以上の町民（お一人 5セットまで）
その他　当日完売にならなかった場合、8月 6日㊊
以降は次の場所で販売します。
振　内　㈲ハウビングショップ樫野
　　　　9:00 ～ 19:00 　☎ 3-3520
貫気別　細川商店
　　　　7:00 ～ 19:00　☎ 5-5013
本　町　平取町商工会
　　　　8:30 ～ 17:30　☎ 2-2329

平取町地域商品券 発売

問　平取町商工会　☎ 2-2329

　道南バスでは、8月 1日㊌より、新たに浦河と
新千歳空港を結ぶ直通バス「特急ひだか優駿号」
を運行していますのでご利用ください。
　これまで浦河から苫小牧駅経由で新千歳空港
まで運行していた「特急うらかわ号」は廃止に
なりましたのでお知らせします。
時刻表
浦河～富川大町～南千歳駅北口～新千歳空港
乗車のみ 浦河ターミナル 6:15

　　　↓
乗・降 富川大町 8:03
乗・降 四季の館前 8:17
降車のみ ウトナイ湖 8:42
降車のみ 南千歳駅北口 9:01
降車のみ 新千歳空港 29 番 9:10
降車のみ 新千歳空港 2番 9:12
降車のみ 新千歳空港国際線 66 番 9:20
新千歳空港～南千歳駅北口～富川大町～浦河
乗車のみ 新千歳空港国際線 66 番 16:25
乗車のみ 新千歳空港 29 番 16:27
乗車のみ 新千歳空港 2番 16:29
乗車のみ 南千歳駅北口 16:37
乗車のみ ウトナイ湖 16:55
乗・降 四季の館前 17:20
乗・降 富川大町 17:35

　　　↓
降車のみ 浦河ターミナル 19:30

問　まちづくり課地域戦略係　☎ 2-2222

道南バス「特急ひだか優駿号」運行開始

道道貫気別振内線 通行止め  

　道道貫気別振内線は路面に亀裂が入り、道路損
壊のおそれがあるため通行止めにしています。 
　現在その変動について観測中であり、その状
況により、今後の見通しを立てる予定です。当
面通行止めとなりますが、迂回について、ご理解、
ご協力をお願いします。　

問　室蘭建設管理部門別出張所　
        ☎ 01456-2-5231

　町では、次により準職員（保育士）を募集します。
募集人員　１人
場所　荷菜へき地保育所
内容　保育業務
時間　9月～ 10 月 8:00 ～ 17:00
　　　11 月～ 3月 8:30 ～ 16:45
　　　　（第 2・第 4㊏㊐㊗は休み）
採用予定　9月 1日
賃金　平取町定数外職員取扱規則による
応募要件　・保育士資格を有する方
・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
採用方法　第 1次　書類審査　第 2次 面接試験
応募方法　8月 20 日㊊までに履歴書（写真添付）、
保育士資格を証する書類の写し、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
申込先：役場総務課総務係
             （〒 055-0192 平取町本町 28 番地）
申込　総務課総務係（〒 055-0192 本町 28 番地）

平取町職員（準職員）募集

問　保健福祉課福祉係　☎ 4-6112

　町では、平成 30 年 7月豪雨災害の被災者を支
援するため、次のように募金箱を設置しました
ので、町民のみなさまのご協力をお願いいたし
ます。
場所　役場本庁舎、役場振内支所、役場貫気別支所、
　　　中央公民館、ふれあいセンターびらとり
期間　9月 28 日㊎まで
送金方法　社会福祉協議会から共同募金会・
日本赤十字社を通して被災地に送金します。

平成 30 年 7 月豪雨災害義援金
募金箱の設置

問　総務課総務係　☎ 2-2221

 　図書館では、次のとおり映画上映会を
行います。ご家族そろってお楽しみください。
作品　「タッドの大冒険」（85 分）
　夢見る青年考古学者のタッドが、古代の王が遺
した首飾りを狙う悪人たちから、かつての仲間サ
ラを救うために世界を駆け巡ります。
期日　8月 12 日㊐
　　　① 10:00 ～　② 14:00 ～
場所　ふれあいセンターびらとり 視聴覚ホール
その他　入場無料・事前申込不要
※上映当日は図書館も 9:30 ～ 17:00 まで開館

夏休み映画上映会

問　図書館　☎ 4-6666

　母子家庭等就業・自立支援センターでは、「ひ
とり親家庭を対象とした移動相談窓口」を次の
とおり実施します。ご希望の方はお申し込みく
ださい。
期日　8月 14 日㊋　10:00 ～ 15:00
場所　ふれあいセンターびらとり 小会議室
相談内容　ひとり親家庭にかかる各種制度の説
明、就労、育児、子どもの学費などで困ったとき、
みなさんの抱えている、さまざまな悩み事の相
談について
対象者　母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦など
相談員　母子家庭等就業・自立支援センターの職員

ひとり親家庭のための移動相談窓口

問　保健福祉課福祉係　☎ 4-6112



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

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

新 二 風 谷 平成 8 5-1 2LDK 56.70 内 16,600 19,100 21,900 24,700

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（新二風谷）
※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　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　8月 10 日㊎　必着　　　入居予定　9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

　門別警察署では、振り込め詐欺などの犯人に、
だまされないために出張講話をします。
　平取町内でも、発生する可能性があります。
家族や、まわりの方が被害にならないために、
• 町内会などの集まりのときに！
•老人クラブのときに！
•サークルがあるときに！　など
　短時間でもできますので、お気軽にご利用し
てください。

特殊詐欺被害の防止のための講話

問　門別警察署　☎ 01456-2-0110

 　これからお申込みを希望される保護者の方は
図書館に直接お申込みください。
申込方法　学校でお子様にお配りした申込書に必
要事項を記入して、持参・郵送・FAXで図書館
にご提出ください。（図書館の住所など連絡先は、
申込書に記載しています）
申込　期限は特に設けませんが、キャンペーンの
読書期間は 8月 19 日㊐で終了します。
その他　申込書は図書館にも配置しています。

小学生向け ｢本を読んでファイターズを
応援しよう！ ｣キャンペーン追加受付

問　図書館　☎ 4-6666



みんなでつくる、未来へつなぐ。あふれる笑顔、びらとり。

　母子家庭等就業・自立支援センターでは、ひ
とり親家庭等の親の自立促進・子どもの健全な
育成を図るための社会的自立支援事業を担って
います。
　次によりセミナーを開催いたしますので、事
前に申し込み、ぜひご参加ください。
期日　8月 21 日㊋～ 22 日㊌、
　　　8月 28 日㊋～ 29 日㊌　4日間　
　　　18：00 ～ 20：00 まで
内容　パソコンの基本的な操作
　　　（持ち物：筆記用具）
対象者　ひとり親家庭のお父さん、お母さん
場所　平取高校　（託児所無料※事前申込）
申込　8月 14 日㊋まで

パソコン講座セミナー（初級）

問　社会福祉法人 北海道母子寡婦福祉連合会
　　母子家庭等就業・自立支援センター
　    ☎ 0143-83-7047

　二風谷地区のイオル 1 号チセを開放します。
昔のアイヌの子供の遊びを体験することや、再
現製作したアイヌの生活用具を見学することが
できます。（体験無料）
期日　8月 11 日㊏～ 16 日㊍　10:00 ～ 15:00
場所　二風谷　イオル１号チセ
内容　•弓矢、笛、けん玉など、アイヌの子ども
　　　　の遊び体験
　　　•再現製作したアイヌの生活用具の自由見学
※事前申込は必要ありません。

昔のアイヌの子供の遊び体験

問　アイヌ文化保全対策室    ☎ 4-6011

　中学生を対象とした芸術劇場を開催しますの
で、町民のみなさんも、ぜひご鑑賞ください。
期日　8月 27 日㊊　13:40 ～ 14:50
場所　中央公民館 大ホール
公演団体　㈲劇団風の子北海道
内容　演劇「ボクラのばにしんぐぽいんと」　　
入場料　無料　　　

「児童・生徒芸術劇場（中学生の部）」

問　生涯学習課社会教育係    ☎ 2-2619

　平取町総合教育会議を次のとおり開催しますの
で、傍聴を希望される方は、当日会場にお越しく
ださい。なお、諸般の事情により、日程が変更と
なる場合がありますので、事前にご確認願います。
期日　8月 23 日㊍　開会 13:15
場所　役場 2階 会議室
定員　5人
問　総務課総務係　☎ 2-2221

平取町総合教育会議 開催

　昭和 48 年撮影のチプサンケ映像や写真・絵画
資料などを観賞してふりかえりながら、今日的
なアイヌ文化継承の意義を正しく受け継ぐため
の意見を交換します。
　当日は二風谷の昭和史を懐かしく振りかえる
機会にもしていきたいと思いますので、お気軽
にご来場ください。
期日　8月 26 日㊐　13:30 ～ 16:30
場所　沙流川歴史館レクチャーホール
受講料　無料
申込　不要
内容　
映像上映　チプサンケ（昭和 48 年：南穣氏撮影）
画像映写　チプサンケおよびチプ関連の写真（主に
昭和 40 年代以降）、絵画資料に描かれたチプなど
パネラー　溝口尚美氏（映画監督）、木村英彦氏
（平取アイヌ協会）、貝澤守氏（チプサンケ実行委
員会）、博物館学芸スタッフ

博物館公開セミナー「チプサンケを
受け継いでいくための取り組み」

問　二風谷アイヌ文化博物館    ☎ 2-2892

　大会参加者を募集しますので、希望者は次に
よりお申し込みください。
　なお、平取町にゆかりの方などどなたでも参
加できます。
期日　8月 26 日㊐　8:30 スタート（30 分前集合）
競技方法　18 ホールズ・ストロークプレー
　　　　　（ダブルペリア方式）
表彰　• ダブルペリア戦
　　　　優勝～ 5位・飛賞・BB賞・BM賞ほか
　　　•グロス戦
　　　　（一般の部・シニアの部・グランドシニ
　　　　アの部・レディースの部）
　　　　優勝、準優勝、3位
参加料　3,000 円（食事付）
主催　平取町民ゴルフ大会実行委員会

第 34 回平取町民ゴルフ大会参加者募集

問　平取カントリー倶楽部　☎ 2-2834
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