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行事予定     10 月 1日～ 15 日

  1 日 ㈪ 14:00 ❖❖教育委員会教育委員会／中央公民館

8日 ㈪ 9:00 振内子ども広場／町外

11 日 ㈭ －－ 秋の輸送繁忙期の交通安全運動
（20 日まで）（20 日まで）

14 日 ㈰ －－ 学習発表会／二小、振小

15 日
15 日

㈪
㈪
－－
－－

町民交通安全の日
秋の火災予防運動秋の火災予防運動（31 日まで）（31 日まで）
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接会場にお越しください。接会場にお越しください。の表示のあるものは、の表示のあるものは、
傍聴できますので直接会場   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。

　地域活性化協議会では、雇用創出事業を通じて
地域の活性化に取り組んでいます。
　「にぎわい交流館陽だまり」1階において「フ
リーマーケット」を開催します。お気軽にお越
しください。
期日　9月 24 日㊊㊗～ 9月 30 日㊐
内容　手作り品やリサイクル品などの販売
対象者　どなたでも（ただし出店者は町内在住
者、勤務者を優先）
場所　にぎわい交流館 陽だまり（本町 40-3）
出店情報　地域活性化協議会のホームページ、
フェイスブックにて掲載します。
　また、北海道新聞にてチラシの折り込みをし
ます。ご覧ください。
問　地域活性化協議会地域活性化協議会　☎ 2-3091

フリーマーケットの開催

　9 月 6 日に発生した「平成 30 年北海道胆振東
部地震」により被害を受けられた皆さまに心から
お見舞い申し上げます。
　この度の地震により被災された自動車を処分
し、代替自動車を取得された場合、当該代替自動
車に課税される自動車取得税が、申請により減免
されます。
減免の要件　次の①～③のいずれにも該当すること。
①被災自動車の所有者（ローンなどで売主が所有
　権を留保しているときは使用者）であること。
②被災自動車について、永久抹消登録の手続きま
　たは解体返納の手続きをしていること（この手
　続きが困難な場合は、解体のみでも可）。
③被災した日から 6か月以内に、被災した自動車
　に代わるものとして代替自動車を取得している
　こと（自家用から営業用、または営業用から自
　家用に変更が行われる場合は、代替性が認めが
　たいことから、減免の対象外）。
減免する額　代替自動車にかかる自動車取得税の全額
申請に必要な書類
・減免申請書
・被災事実を証明できる書類
　例市町村が発行する被災証明書など
・抹消登録等を行ったことが確認できる書類
　例登録事項等証明書、検査記録事項等証明書など
・解体したことが確認できる書類
　例使用済自動車引取証明書など
道税ホームページ
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/index.htm

平成 30 年北海道胆振東部地震 被災
者の方に対する自動車取得税の減免

問　日高振興局税務課　☎ 0146-22-9062

町民体育館まつり ご案内
ミニバレーボール・ゲートボール大会 

問　町民体育館　☎ 2-2749
　　大会事務局 役場内 木下　☎ 2-2223

　本町地区体育協会主催による各部対抗の競技大
会が次の日程により開催しますので、多数参加さ
れますようご案内いたします。
●ミニバレー競技
期日　10 月 24 日㊌・25 日㊍・26 日㊎
　　　 　19:00 ～ 21:00
●ゲートボール競技
期日　10 月 23 日㊋　9:30 ～ 15:00

場所　町民体育館
参加資格　協会会員および本町地区在住者
参加料　1チーム 1,000 円
申込　10月 12 日㊎までに参加料を添え町民体育館へ
その他　詳細については、大会事務局へ

　地震により破損した墓石、コンクリートブロッ
クやアスファルトの災害ごみを中村砂利工業平
取リサイクルセンター（平取町字小平 27-3）に
て無償で引取りを行っておりますので、搬入さ
れる方は、事前にお問い合わせください。
受付　㊊～㊏　8:00 ～ 17:00　

地震により破損した墓石などの受入

問　中村砂利工業平取リサイクルセンター
　　☎ 2-3201

　今回の地震により発生した災害ゴミの収集に
ついては、次のとおりとしますのでご協力をお
願いします。なお、仮置き場の設置はいたしま
せん。
受入するごみの種類
もえるごみ、もえないごみ、大型ごみ、家電ごみ
搬入先　
• もえるごみ、もえないごみ、大型ごみ：衛生組
合へ直接搬入が基本となりますが、直接搬入で
きない方は申請時に指定袋と証紙を配布します
ので、ごみ収集日に各地区のゴミステーション
に出してください。
• 家電ごみ：役場振内・貫気別両支所およびふれ
あいセンター内町民課生活環境係へ
衛生組合の受入時間
　月曜日から土曜日までの8:40～11:30（㊗除く）
申請方法
　町民課生活環境係へ電話で申込後、もえるご
み、もえないごみ、大型ごみについては役場振内・
貫気別両支所および、ふれあいセンター内町民
課生活環境係で減免証書を発行します。（家電ご
みについては申込後各搬入先へ持込願います）
申請期間　9月 28 日㊎申請分まで
申請受付時間
　町民課生活環境係（ふれあいセンター内）　
　　8:30 ～ 17:15（期間内の毎日）
　役場振内・貫気別両支所（祝日除く）　
　　8:30 ～ 17:15
申請回数　1世帯 1回限り
その他　必ず分別してから搬入してください
※高齢者等で直接搬入できない場合や不明な場合
は町民課生活環境係へお問い合わせください。
問　町民課生活環境係　☎ 4-6113

地震により発生した災害ゴミの収集

　北海道胆振東部地震の発生に伴い、空き巣や義
援金をかたる詐欺などが発生する可能性があり
ます。
　デマ情報やお金を要求する話しを鵜呑みにせ
ず、不安な際は、警察や家族に相談しましょう。  
　十分注意するよう心掛けてください。
問　町民課生活環境係町民課生活環境係　☎ 4-6113

災害時の防犯対策

　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》  
期日　02 日㊋ 13:30 ～ 15:00
　　　23 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》 
期日    1 日㊊    3 日㊌  10 日㊌  15 日㊊   17 日㊌ 
 　　 22 日㊊  24 日㊌  29 日㊊  31 日㊌
時間 　13:00 ～ 15:00  
場所　新ひだか町静内吉野町 2-1-4問  

《門別地区相談所》　
期日    23 日㊋　13:30 ～ 16:00
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 10 月開催

　公証役場では、次のとおり相談会を開催します
ので、お気軽にご利用ください。ご希望の方は、
前日までに予約してください。（無料）
●電話相談
期日　10 月 1日㊊～ 7日㊐　（㊏・㊐含む）
　　　9:30 ～ 12:00　13:00 ～ 16:30
相談内容　公正証書による遺言、金銭の貸し借
り、養育費の支払いの約束、任意後見契約など
相談員　日本公証人連合会所属公証人
●夜間公証相談会
期日　10 月 2日㊋、4日㊍　17:00 ～ 18:30
場所　苫小牧公証役場
　     （苫小牧市表町2丁目3-23 エイシンビル2階）
相談内容　公正証書による遺言、金銭の貸し借
り・養育費の支払いの約束、任意後見契約など
相談員　苫小牧公証役場隆 公証人　佐藤 隆
問　苫小牧公証役場苫小牧公証役場　☎ 0144-36-7769

苫小牧公証役場 夜間公証相談会 開催　道内における平成 30 年 6 月末現在の特殊詐欺
の認知件数は 77 件（前年同期比 58 件減少）、被
害額については約 1億 8,400 万円（前年同期比
約 8,900 万円減少 ) であり、いずれも減少してい
ますが、依然として被害は続いています。
　手口別にみると、親族、警察官等の公務員を
装って電話し、トラブル解決や借金の返済など
を名目にお金をだまし取るオレオレ詐欺、はが
きやメールで、アダルトサイトの登録料金が未
払いであるなど架空により料金を請求する架空
請求詐欺が多数を占めています。
　被害に遭われた方の年齢層について、高齢者
（65 歳以上）の割合は、全体の約 5割を占めてい
ます。道民一人ひとりが被害に遭わないように
注意するとともに、家庭や職場、地域の中でお
互いが声を掛け合い、｢振り込め詐欺を始めとす
る特殊詐欺 ｣の被害をなくしましょう。

振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺防止

問　北海道環境生活部くらし安全局　
　　☎ 011-231-4111
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 沙流川歴史館  ☎ 2-4085
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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
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平取消防署        ☎ 2-2361
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振内診療所 10 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

03 日 藤井医師 05 日 藤井医師
10 日 藤井医師 12 日 藤井医師
17 日 藤井医師 19 日 藤井医師
24 日 藤井医師 26 日 藤井医師
31 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 10 月の
循環器内科・皮膚科診療日

担当医師 診療日 診療時間
10 月 3日㊌　休診

鹿島医師  31 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 10 日、17 日、

24 日

小林医師 22 日 第 4・5月曜日
13:30 ～ 15:00

循環器内科　　

問　国保病院　☎ 2-2201

皮膚科　
担当医師 診療日 診療時間

加瀬医師 9 日・23 日 第 2・4火曜日
10:30 頃～ 15:00

　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。
期日　10 月 4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　
•事情により、各巡回場所への到着時間が前後す
　る場合がありますので、ご了承ください。
•持参する本についてご要望がありましたら、事
　前に図書館までご連絡ください。
•ご自宅に未返却の本・ＤＶＤなどがある場合は、
　図書ワゴンにてご返却を承ります。
•「利用者カード」をお持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

　イオル再生事業では、アイヌ民族の伝統的な漁
具を用いてアシリチェプノミ（新しいサケを迎え
る儀式）体験交流事業を開催します。ご自由に見
学できる貴重な機会ですので、どうぞ皆さんお越
しください。（事前申し込み必要）
日時　10 月 13 日㊏　10:00 ～
　　　※雨天の場合順延
場所　二風谷地区オサツ沢
申込先　10 月 9日㊋まで
主催　(公財 ) アイヌ民族文化財団

サケの伝統捕獲漁法を開催

問　アイヌ施策推進課イオル整備推進係　
　　☎ 2-2341

国保病院 10 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）

15 日㊊ 谷 休診 村上
斉ノ内副院長
不在

　イオル再生事業では、アイヌの伝統的儀礼祭
具でありますイナウ（木幣）の製作体験と見学
会を次のとおり行います。お気軽に一度、参加・
体験してみてください。
※イナウ…ミズキやヤナギの木を削って作る祭
具。アイヌ民族は自然界のものなど全てのもの
に神が宿っていると考え、人々の祈りを込めイ
ナウを捧げます。
期日　10 月 1日㊊　10:00 ～ 15:00
　　　　　  2 日㊋　10:00 ～ 12:00
場所　ポロチセ（二風谷 61-14）
　　　※北の工房つとむさん裏
その他　申込み不要。直接会場へお越しくださ
い。イナウはかつてより男性の仕事とされてい
ることから、男性のみの体験とさせていただき
ます。女性は見学のみ。
主催　（公財）アイヌ民族文化財団

イナウケ（木幣削り）体験参加者募集

問　アイヌ施策推進課イオル整備推進係　
　　☎ 2-2341 　沙流川流域に伝わるアイヌ文化を広く知って

もらうため、平取町主催によるアイヌ文化教室
を開催します。大人から子どもまで多くの参加
をお待ちしています。（参加料無料）
内容　アイヌの昔の遊び体験と古式舞踊
（ムックリ、弓矢、アイヌ語地名パズル、古式舞踊）
※平取アイヌ文化保存会に指導してもらい、参
加者に学習してもらう
期日・場所
① 10 月 4日㊍　15:00 ～ 16:30
　振内町民センター　　　
② 11 月 15 日㊍　15:00 ～ 16:30
　貫気別生活館　　　　　　　　
③ 12 月 6日㊍　15:00 ～ 16:30　　
　ふれあいセンターびらとり
対象　町民および近隣市町の希望者
※小学校以下の場合は、原則、保護者同伴で参加
申込　事前の申込みは不要です。
　　　（参加可能な会場へ直接お越しください。）
その他　(1) 上靴を持参し、動きやすい服装で参
加してください。
(2) 作業に使う道具等は、主催者側で準備します。

アイヌ文化教室
『ウウエカラパ（集い）』のご案内

問　アイヌ施策推進課アイヌ施策推進係 
　　☎ 2-2341

　沙流川歴史館では、「ハヨピラのいま・むかし」
と題した特別展を開催します。今回は、当時の貴
重な写真や資料などを展示し、ハヨピラ自然公園
の歴史と経緯を紹介します。
　入館は無料です。ぜひお越しください。
期間　10 月 2日㊋～ 12 月 2日㊐ )
　　　9:00 ～ 16:30
休館日　10 月 9日・15 日・22 日・29 日
　　　　11 月 5日・12 日・19 日・26 日

沙流川歴史館特別展 開催

問　沙流川歴史館　☎ 2-4085

　10 月 1 日～ 7日
～スローガン～　
　「こころとからだの健康づくり　
　　　 みんなで進める働き方改革」
　この機会に労働者に対する健康診断、保健指
導、健康教育などを推進しましょう。　
問　浦河労働基準監督署浦河労働基準監督署　☎ 0146-22-2113

第 69 回 全国労働衛生週間

　先にお知らせしています共同募金会、日本赤十
字社では、義援金の募集を実施しておりますが、
受付期間が延長となりましたのでお知らせします。
受付期間　（延長後）12 月 31 日まで
協力方法
　社会福祉協議会で受付いただくか、次の口座
にお振込みください。
日本赤十字社
ゆうちょ銀行・郵便局口座
・口座記号番号　00130‐8‐635289
・口座加入者名
　　「日赤平成 30 年 7月豪雨災害義援金」
　　※窓口での取扱は振替手数料は無料
赤い羽根共同募金〕
ゆうちょ銀行・郵便局口座
・口座記号番号　00180‐7‐634691
・口座加入者名　
　　「中央共同募金会平成30年7月豪雨災害義援金」
　　※窓口での取扱は振替手数料は無料

平成 30 年 7 月豪雨災害援金
受付期間延長

問　社会福祉協議会　☎ 4-2267　

　建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づ
き建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む
中小企業の振興を目的として設立された退職金
制度です。
　事業主の方々が、労働者の働いた日数に応じ
て掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その
労働者が建設業界で働くことをやめたときに建
退共から退職金を払うという、いわば業界全体
での退職金制度です。
　加入できる事業主：建設業を営む方
　対象となる労働者：建設業の現場で働く人
　掛金：日額 310 円
詳しくはホームページ「建退共」をご覧ください。

知っていますか？建退共制度 

問　建退共北海道支部　☎ 011-261-6186

　総務省統計局では、10 月 1 日現在で住宅・土
地統計調査を実施します。
　この調査では、住生活に関する最も基本的で
重要な調査で、約 370 万世帯（北海道内は約 18
万世帯）の方々を対象とした大規模な調査です。
　調査の結果は、国や地方公共団体における「住
生活基本計画」の成果指数の設定、耐震や防災
を中心とした都市計画の策定、空き家対策条例
の制定など幅広く利用されています。
　調査期間中、統計調査員が調査書類を配布いた
します。調査への回答は、インターネットでの回
答または紙の調査票での回答をお願いします。

住宅・土地統計調査にご回答ください  

問　まちづくり課広報広聴係　☎ 2-2222

　今年、6月からアート館のアトリエで制作して
いる、阿部真由子、佐々木茄鈴。今春、札幌大谷
大学美術科卒の二人の作品展です。
　ぜひ、ご覧ください。
日時　9月 20 日㊍～ 24 日㊊㊗　10:00 ～ 19:00
場所　沙流川アート館

夢にまでみた夢のそと　二人展

問　沙流川アート館　☎ 2-2127



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

　10 月 31 日㊌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
にする予定でしたが、北海道胆振東部地震の影
響により、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、
秋の二風谷管理橋の解放は中止することとしま
す。また、ダム堤体側の左岸管理用道路のゲー
トも閉鎖します。ご理解のほどよろしくお願い
します。

二風谷管理橋の一般開放中止 

問　二風谷ダム管理所　☎ 2-4262

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 10 月 14 日㊐
時　間 17:15 ～ 20:00 9:00 ～ 17:00
場　所 役場税務課窓口

※第 3期の町税の納期限は 9月 30 日となってい
ますので、お忘れなく。

　障害者支援施設すずらんでは、10 月 7 日㊐に
開催予定していた「第 32 回障害者支援施設すず
らん収穫祭」は、北海道胆振東部地震の影響に
より開催は難しいと判断し中止としました。
　当イベントにご来場の予定をしていた方、ご
協力予定をしていた皆さまには、申し訳ありま
せんが、ご了承ください。

障害者支援施設すずらん 収穫祭
中止のお知らせ   

問　障害者支援施設すずらん　☎ 3-3676

• 道が行った業務や制度の内容を審査する制度
　が、「北海道苦情審査委員」制度です。
•皆さん自身の利害に係わる苦情であれば、「苦
　情審査委員」に申立てができます。
•皆さんに代わって、「苦情審査委員」が公正で
　中立的な立場から、道の関係機関に対し、必
　要な調査などを行います。
•審査の結果、道の業務に不備な点や制度に問題
　があるときは、道の機関に是正や改善を求め
　ます。
•もちろん、個人情報の保護にも十分配慮します。
①苦情申立の窓口は、道庁の『道政相談センター』
　か日高振興局の総務課。
②苦情申立書の付いたリーフレットを用意して
　います。
③ホームページからでも申立書をダウンロード
　できます。
④申立て方法は、「苦情申立書」に必要な事項を
　記入し、提出してください。また、郵送、ファッ
　クス、メールでも申立てができます。

知ってますか？　
道の「苦情審査委員」制度   

問　北海道総合政策部知事室道政相談センター
　　☎ 011-204-5523　FAX011-241-8181

　公益財団法人アイヌ民族文化財団では、次の
とおり、平取地域イオル再生に関する事業の実
施かかる作業員を募集しています。
募集人員　１人
勤務場所　平取町内
内容　アイヌの伝統的生活空間の再生に係る事
務・事業に従事
※主に現場作業の従事となります。
勤務時間　8：30 ～ 17：15　休憩時間 60 分　
　　　　　（㊏・㊐・㊗休み）　　　　　
賃金等条件　（公財）アイヌ民族文化財団の規定による
日給 12,700 円。基本給（月額平均）266,700 円
（月額目安：日給× 21 日）
加入保険　雇用・健康・厚生
応募要件　①概ね 20 歳以上～ 40 歳未満で心身
　ともに健康な方
②普通自動車運転免許取得者で通勤可能な方
③簡単なパソコン操作（ワード・エクセル）の
　できる方
④平取町内に居住しているか、居住できる方で
　アイヌ文化に関心のある方
採用期間　10 月中旬～平成 31 年 3月 31 日まで
申込　10 月 4 日㊍までに履歴書（写真添付）を
役場アイヌ施策推進課へ申し込みください。

平取地域イオル事業 作業員を募集

問　アイヌ施策推進課　☎ 2-2341

火災・救急出場件数（8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 6
林 野 0 0 急 病 9 94
車 両 0 2 一般負傷 1 27
そ の 他 1 3 そ の 他 3 12

転院搬送 3 46
合 計 1 6 合 計 16 185

　火災・救急出動件数は次のとおりです。　



みんなでつくる、未来へつなぐ。あふれる笑顔、びらとり。

　平取町で 4回目となる、ゴスペルクワイア　
リビング　イン　プレイズのゴスペルライブ。
　国や人種を越えて親しまれるゴスペル音楽の
持つ、愛や励まし、いやし、希望のメッセージ
を力強い歌声と迫力の生バンドでお楽しみくだ
さい。（入場無料）
期日　10 月 7日㊐　17:30 開場　18:00 開演
場所　振内町民センター
※町民税 1％まちづくり事業

リビング イン プレイズ 
ゴスペルライブのお知らせ   

問　ふれないゴスペル実行委員会　　
　　八田　☎ 090-2876-8505

　平取町でゴスペルをはじめませんか？歌が好
きな方、ゴスペルが初めて！気になる！という
方も大歓迎！小さなお子様から年配の方まで参
加できます。
　北広島在住のシンガーソングライター・ボイ
ストレーナー、横尾美穂さんをお招きして、本
場仕込みでオリジナルの指導で、楽しく声を合
わせて、ゴスペルを体験しましょう。（参加無料）
期日　10 月 2日㊋　10:00 ～ 12:00
場所　ふれあいセンターびらとり 児童館
内容　
•身体を動かしながら発声のメカニズムを体験
•ゴスペルの音楽、歌の背景を味わい歌ってみよう
•横尾美穂さんミニコンサート
持ち物　筆記用具、あれば録音できるもの、
飲み物（水・お茶のみ）、動きやすい服装
申込　10 月 1日㊊まで
※町民税 1％まちづくり事業

ゴスペル体験　
ワークショップのお知らせ   

問　ふれないゴスペル実行委員会　　
　　八田　☎ 090-2876-8505

　本町文化協会では、本町地区文化祭作品展の
展示作品を募集します。文化協会に所属してい
ない個人や団体で作品展への出品を希望される
方は、次により申込みください。
期間　11 月 2日㊎～ 3日㊏
　　　（作品搬入 11 月 1日㊍ 15:00 ～ 21:00）
募集作品　
　作品の種類は問いません。ただし、個人所有
の文化財などはご遠慮ください。
　出品点数は申込状況により主催者で調整します。
申込　10 月 5日㊎まで

本町地区文化祭展示作品 募集   

問　中央公民館　☎ 2-2619

　今年度第3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≪民族共生を進める新たな
空間と地域振興の展望≫です。民族共生象徴空
間の整備に関連して、これからの地域での施策・
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　10 月 4日㊍　19:00 ～ 20:40
会場　ふれあいセンターびらとり 視聴覚ホール
講師　小林　力 氏
　　　（内閣官房 アイヌ総合政策室 内閣参事官）
演題　「民族共生象徴空間の整備状況と今後の展望」
※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 3回講座   

　胆振地方中東部を震源とする地震により、道内
各地で甚大な被害が発生していることから、共同
募金会、日本赤十字社では、義援金の募集を実施
しています。
募集期間　平成 31 年 3月 31 日まで
協力方法
　社会福祉協議会で受付いただくか、次の口座に
お振込みください。
日本赤十字社
ゆうちょ銀行・郵便局口座
・口座記号番号　00130‐1‐673591
・口座加入者名
　「日赤平成 30 年北海道胆振東部地震災害義援金」
　※窓口での取扱は振替手数料無料
赤い羽根共同募金
ゆうちょ銀行・郵便局口座
・口座記号番号　00170‐8‐635111
・口座加入者名　
　「北海道共募　北海道地震災害義援金」
　※窓口での取扱は振替手数料無料

平成 30 年北海道胆振東部地震災害義援金
ご協力お願いします

問　社会福祉協議会　☎ 4-2267　

　2019 年 4 月 1 日から働き方改革関連法が順次
施行されます。
①時間外労働の上限規制が導入されます。
　（月 45 時間、年 360 時間）
　　  ※中小企業は 2020 年 4 月～
②年次有給休暇の確実な取得が必要です。
　（毎年 5日、時季を指定）
③正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不
　合理な待遇差が禁止されます。
　（基本給や賞与など）
　　  ※中小企業は 2021 年 4 月～

「働き方」が変わります！

問　北海道労働局　☎ 011-788-7874
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