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　北電変電所の増強工事が急遽必要となったた
め、次のとおり停電作業を実施させていただき
ます。大変ご迷惑をおかけしますがご協力お願
いします。
期日　11 月 25 日㊐　
　　　12:00 ～ 13:00 の間の 10 分程度
停電場所　平取町全域
※平取町のほか、日高町一部、むかわ町の一部
も停電します。　　　　　 

北海道電力㈱富川ネットワークセン
ターからのお願い

問　北海道電力㈱富川ネットワークセンター 　
　　☎ 01456-2-0019

　法務局では女性の人権についての専門相談電
話「女性の人権ホットライン」を設置しています。
夫やパートナーからの暴力やセクハラなど女性
の人権に関する悩みをご相談ください。
　また、11 月 12 日㊊～ 18 日㊐までは、「全国
一斉『女性の人権ホットライン』強化週間」です。
期間中は平日の受付時間を延長し、土日も対応
します。

女性の人権ホットライン
0570-070-810

受付時間　平日　8:30 ～ 17:15（年末年始除く）
強化週間の受付時間
11 月 12 日㊊～ 16 日㊎　8:30 ～ 19:00
11 月 17 日㊏・18 日㊐　10:00 ～ 17:00

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間のお知らせ

行事予定     11 月 16 日～ 30 日
16 日 ㈮ 09:30 ❖❖産業厚生常任委員会

／役場 議事堂
21 日 ㈬ －－ 北海道日本ハムファイターズ

2018 応援大使来町
22 日 ㈭ 13:30 ❖❖平取町総合計画審議会

／役場 議事堂
26 日 ㈪   8:30

09:30
13:30

議会運営委員会／正副議長室議会運営委員会／正副議長室
❖❖町議会臨時会／役場 議事堂
衛生施設組合議会臨時会
／役場 議事堂

30 日 ㈮ 14:00 ❖❖第 11 回教育委員会
／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。

 　町内の小学生と保護者を対象に、次のとおり伝
筆体験事業を開催します。ぜひ、ご参加ください。
期日　11 月 30 日㊎　16:00 ～ 17:00
内容   伝筆体験
講師　一般社団法人伝筆協会　
           代表理事　侑季 蒼葉 氏
参加料   無料
場所   ふれあいセンター小会議室
対象   町内の小学生とその保護者　
※小学生・保護者それぞれだけの参加でもOK
定員　先着 40 人
申込　11 月 12 日㊊～ 28 日㊌まで
　　　8:30 ～ 17:15　※㊏㊐㊗を除く

子育て講座「伝筆体験」開催

問　生涯学習課社会教育係 　☎ 2-2619

　町では、次により正規職員（社会福祉士）を募
集します。
募集人数　1人
勤務内容　一般事務職（社会福祉職）
採用年月日　平成 31 年 4月 1日
応募資格　・社会福祉士登録者
・昭和 49 年 4月 2日以降に生まれた方
・平取町内に居住しているか採用後に居住できる方
・普通自動車第一種運転免許保持者
※ただし、地方公務員法第 16 条（欠格条項）に
該当する方は応募できません。
応募方法　12 月 28 日㊎ 17:00 までに、採用
試験申込書（役場総務課、各支所にあります）、
運転免許証の写し、最終学校の卒業証明書、
社会福祉士資格を有する書類を持参、または郵送
で提出
試験方法　1次　書類審査　
　　　　　2次　面接試験（1月下旬予定）
申込先　総務課総務係
　　　　（〒 055-0192　平取町本町 28 番地）

平取町職員（正規職員）募集

問　総務課総務係　☎ 2-2221

　町では、次により準職員（保育士）を募集します。
募集人数　1人
勤務場所　荷菜へき地保育所
勤務内容　保育業務
勤務時間　9月～ 10 月　8:00 ～ 17:00
　　　　　11 月～ 3月　8:30 ～ 16:45
　　　　　（第 2・第 4㊏、㊐、㊗は休み）
採用年月日　平成 31 年 4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
試験方法　1次　書類審査　
　　　　　2次　面接試験（1月下旬予定）
応募方法　12 月 28 日㊎ 17:00 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
申込先　総務課総務係
　　　　（〒 055-0192　平取町本町 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、臨時調査員を次により募集します。
募集人員　1人
勤務内容　ライブラリー調査事業
　　　　　（聞き取り調査、データ整理など）
採用期間　平成 31 年 1月～ 3月末まで
勤務時間　週 30 時間勤務
　　　　　勤務日等の割振りは勤務前に別途定める
勤務場所　平取町内ほか
応募資格　次の条件をすべて満たす方
①パソコン（ワード・エクセル）を使用できる方
②普通自動車運転免許証を有する方
③アイヌ文化についての見解がある方
応募方法　11 月 30 日㊎（必着）までに履歴書（写
真貼付）、普通自動車免許証の写しを持参または
郵送で提出

平取地域イオル再生事業　
臨時調査員の募集

問　アイヌ施策推進課イオル整備推進係　
　　☎ 2-2341

　素敵な版画作品を展示します。ぜひご覧ください。
期間　11 月 8日㊍～ 11 日㊐　
　　　10:00 ～ 19:00（8 日のみ 18:00 まで）
場所　沙流川アート館

こだまみわこ 版画作品展

問　沙流川アート館　☎ 2-2127

 　教育委員会では、伝筆の体験講座を開催します
のでお気軽にご参加ください。　
期日　12 月 1日㊏　13:00 ～ 14:30
場所　ふれあいセンター小会議室
講師　一般社団法人伝筆協会　
           代表理事　侑季 蒼葉 氏
内容　伝筆（つてふで）の「つて」はご縁という
意味で、ご縁のある方に伝筆ハガキを出し、声を
かけてくださった方の「つて」を辿って伝筆は広
がり、現在は、伝筆を見たり、活用してくださる
方のご紹介でまた、その方がその人らしい想いを
贈ることで伝筆が広がり続けています。筆ペンで
いつでもどこでも手軽にできる伝筆の技術を体験
します。
　クリスマスカードや年賀状に思いをのせてみま
せんか。
参加費　無料
定員　20 人（先着順）
申込　11 月 28 日㊌まで　

成人文化講座「伝筆（つてふで）講座」

問　生涯学習課社会教育係　☎ 2-2619

「冬の交通安全運動」実施

　11 月 11 日から 20 日までの 10 日間、「冬の交
通安全運動」が実施されます。
　①高齢歩行者の保護
　②スリップ事故の防止
　③飲酒運転の根絶
　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、対向車がいないときはハイビー
ムを心掛けましょう。
　運転者は路面状況が刻々と変化することを認
識し、冬タイヤへの交換を早めにしましょう。
   歩行者は、夕暮れ・夜間の外出時には、明るい
服装・夜行反射材を着用しましょう。
問　町民課生活環境係　☎ 4-6113　　

スポーツ指導者等合同研修会
「スポーツ研修会」参加者募集

問　生涯学習課社会体育係　☎ 2-2749

　教育委員会・スポーツ少年団本部の主催により、
生涯スポーツの推進を目的として、スポーツ研修
会を開催しますので、お気軽にご参加ください。
期日　11 月 27 日㊋　18:00 ～ 20:00
場所　町民体育館
内容　講義および実技講習　　
　　　　講義　18:00 ～ 18:40　
　　　　実技　18:40 ～ 20:00　
　　　　「スポーツの基盤となるトレーニング」
講師　㈲ダックスポーツクラブ　
　　　パーソナルトレーナー　高津 宏樹 氏
参加費　無　料
募集人数　30 人（先着順）
申込　11 月 22 日㊍まで
※実技もありますので、動きやすい服装でご参
　加ください。
※上靴、筆記用具などは各自で持参してくださ
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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

　
　役場関係
　電話番号

平取町役場  　   ☎ 2-2221
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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

火災・救急出場件数（10 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 13 117
車 両 0 2 一般負傷 1 32
そ の 他 0 3 そ の 他 3 17

転院搬送 6 54
合 計 0 6 合 計 23 226

　火災・救急出動件数は次のとおりです。　

 　日中両国の世界トップ選手が、本場中国のカ
ンフーを披露します。アクロバティックで迫力
ある演武が観覧できます。当日は送迎バスを運
行しますので、ご覧になりたい方はご連絡くだ
さい。
期日　12 月 16 日㊐　
　　　13:00 ～ 14:30（開場 12:00）
場所　江別市民会館
料金　4,000 円
定員　10 人（先着順）
申込　11 月 20 日㊋まで

日中平和友好条約締結 40 周年記念
『武術　太極拳』観覧のご案内

問　保健福祉課保健推進係　☎ 4-6112

自衛官募集中 

　次のとおり自衛官を募集しています。
募集項目 資　格 受付期限

自衛官候補生(男子) 18 歳以上
33 歳未満の方

11 月 20 日
自衛官候補生(女子) 12 月 11 日

問　自衛隊札幌地方協力本部 静内分駐所　　　
　　☎ 0146-44-2855

採用試験日または採用試験の期間につきまして
はお問い合わせください。

募集項目 資　格 受付期限

高等工科学校(男子) 中学卒業（見込み）17 歳未満の方
11 月 1日
11 月 7日

林業退職金共済制度（林退共）
退職金請求

　林業の仕事に従事されたことがあり、当時、林
退共制度に加入していた方、もしくは加入して
いたかもしれない方で、退職金請求手続きをし
たお心当たりのない方は、お気軽に最寄の支部
または本部にお問合せください。
　また、林退共事業本部では、被共済者の方に
確実に退職金を受け取っていただくなどを目的
として、現況調査、アンケート調査をしており
ますので、ぜひ調査にもご協力いただけますよ
うお願いします。
　詳しくはホームページでも案内しています。
http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/　　
問　独立行政法人勤労者退職金共済機構
       林業退職金共済事業本部　☎03-6731-2887

　先の北海道胆振東部地震により、自己が居住す
る住宅が被害を受けた方へ、災害見舞金を給付い
たします。
対象　・・・①～④すべてに該当する方
①平成 30 年 9 月 6 日時点で平取町に住民登録を
　している方
②自己居住者世帯全員が住民税非課税者
③被災住宅にかかる平取町町税の固定資産税納
　税義務者
④被災住宅の補修又は改修費用が 5万円を超え
　る場合
※改修等の内容は、住宅本体、電気、ガス、
　水廻りのみ
　（電化製品、日常生活用具、浄化槽等は除く）
見舞金額　一律 3万円
申請期限　平成 31 年 3月 29 日㊎まで
持ち物
•補修、改修内容が記載された請求書または領収書
　（見積書や、住宅被災箇所がわかる写真があれ
　ば併せて添付）
•印鑑
•通帳
申請先 　
 • 保健福祉課福祉係（ふれあいセンターびらとり内）
 • 役場振内支所
 • 役場貫気別支所
問　保健福祉課福祉係　☎ 4-6112

北海道胆振東部地震による平取町低
所得被災者住宅への災害見舞金給付

　災害によって住宅や家財など（墓石を含む）
に被害を受けられた方および事業用資産等に被
害を受けられた個人事業者の方を対象に、所得
税および復興特別所得税の全部、または一部を
軽減する方法などについて説明会を開催いたし
ます。
　被害を受けた資産の内容により、説明会の時
間帯および説明内容が違いますので、あらかじ
め次により開催時間をご確認のうえ、ご来場い
ただきますようお願いします。個人事業者でな
い方は 2回開催されますがどちらも同じ内容に
なります。
　なお、開催時間の都合上、説明会後の質疑応
答の時間は設けていませんので、あらかじめご
了承くださいますようお願いいたします。
期日　12 月 5日㊌
場所　中央公民館 大会議室
時間等　次のとおり（※申込不要）
被害を受けた
資産の内容 開催時間

住宅や家財等
（個人の方）

1回目
2回目

14:00 ～ 15:00
18:00 ～ 19:00

事業用資産等
（個人事業者） 1回のみ 15:30 ～ 17:00

※ 2 回目は混雑が予想されます。
主催　平取町・苫小牧税務署
共催　平取町商工会・平取町青色申告会・
　　　北海道税理士会苫小牧支部

災害により資産に被害を受けられた方へ
確定申告の雑損控除等に関する説明会

問　税務課課税係　☎ 2-2224

平成 30 年度・平成 31 年度地方臨時
種畜検査の予定

問　産業課畜産係　☎ 2-2223

　次の期間に検査を予定していますので、新規に
種畜とする検査希望者は期限までに役場産業課
畜産係へ連絡をお願いします。
1. 平成 30 年度地方臨時種畜検査（案）
①検査計画（案）の日程　
　　平成 31 年 1月 1日から 3月 31 日まで
②連絡期限　平成 30 年 11 月 22 日㊍
2. 平成 31 年度地方臨時種畜検査（案）
①検査計画（案）の日程　
　　平成 31 年 4月 1日から 6月 30 日まで
②連絡期限　平成 31 年 2月 22 日㊎

 　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
ちしております。
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 11 月 15 日㊍　15:00 ～ 16:30
　 貫気別生活館　　　
② 12 月   6 日㊍　15:00 ～ 16:30
　 ふれあいセンターびらとり
参加対象　町民および近隣市町の希望者
（小学校以下の場合は、原則、保護者同伴で参加し
てください。）
参加料　無料
申込　事前の申し込みは不要です。（参加可能な会
場へ直接お越しください。）
その他　•上靴を持参し、動きやすい服装で参加
してください。
 • 作業に使う道具などは、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

 　昭和 45 年、アジアで初めて技能五輪国際大会
が日本で開催され、開会式が行われた 11 月 10 日
を記念し、この日を「技能の日」、11 月を「職業
能力開発促進月間」と定められました。
　日高管内では、この月間中に、技能に対する正
しい認識を高めるとともに、技能者の技能と社会
的地位の向上を図るため、例年開催している「技
能者の集い」を今年も開催し、技能尊重運動を推
進することとしています。
日高管内「技能者の集い」
期日　11 月 15 日㊍ 16：00 ～
場所　天政（新ひだか町）

11 月は、職業能力開発促進月間

問　日高地方技能訓練協会　☎ 0146-22-2394

　『つくってあそぼ』の“わくわくさん”こと
『くぼたまさとさん』による楽しい工作ショーを
開催します。（参加無料）
期日　11 月 24 日㊏　10:00 ～ 10:50
内容   くぼたまさとさんの工作ショー
場所   中央公民館 大ホール
対象   町内の幼児とその保護者　
          ※小学生のみの参加もOK。
定員　先着 100 人
申込　電話にて受付　
申込期間　11 月 5日㊊～ 19 日㊊
　　　　　　8:30 ～ 17:15　※㊏㊐㊗を除く

子育て講座　わくわくさんでおなじ
みの「くぼたまさとさん工作ショー」

問　生涯学習課社会教育係 　☎ 2-2619



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 3-2 2LDK 56.7 内 16,300 18,900 21,600 24,400

荷 負 本 村 昭和 49 7-1 2DK 43.00 内 5,700 6,600 7,600 8,500

貫 気 別 新 平成 13 4-1 3LDK 79.83 内 21,600 24,900 28,500 32,200

貫 気 別 御 幸 平成 15 1-1 2LDK 60.15 内 16,600 19,200 21,900 24,700

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 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お申込みください。

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・貫気別新・貫気別御幸）
※共益費（車庫代）月額 1,000 円が別途加算（貫気別新 4-1）
※条件付入居となる住宅があります。

申込期限　11 月 16 日㊎　必着　　　入居予定　12 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

 　日高人権擁護委員協議会と札幌法務局日高支局
は、12 月 4日～ 10 日の人権週間にあわせ、「無
料特設人権・困りごと相談所」を開設します。
　相談は無料で、秘密は固く守られます。人権擁
護委員が、相談に応じた解決方法を一緒に考えア
ドバイスしますので、お気軽にご相談ください。
（予約は不要ですが、相談が重なった場合 30 ～
60 分程度お待ちいただくことがあります）
期日　12 月 3日㊊ 10:00 ～ 15:00
　　　 （受付 14:30 まで）
場所　ふれあいセンターびらとり 小会議室
相談内容　
　離婚・相続に関すること、児童・高齢者の虐待
に関すること、各種のハラスメント、いじめに関
することなど、さまざな相談をお受けします。

無料特設人権・困りごと相談所 開設

問　まちづくり課広報広聴係　　☎ 2-2222

　町自治振興会では、町内で花壇を作っている方
の写真展示会を実施しますので、ご自由にご覧
ください。
期間　11 月 9日㊎～ 22 日㊍
　　　（最終日は 13：00 まで）
場所　ふれあいセンターびらとり　
　　　オールシーズンパーク
出展者　　
団体―紫雲古津環境施設部、荷負自治会、
　貫気別小学校、貫気別自治会、
　芽生自治会女性部、振内老人クラブ高砂会、
　振内高砂大学、豊糠自治会
個人―佐藤澄子氏、佐藤テイ子氏、船藤芳子氏、
　刈谷栄子氏、杉岡良子氏
問　自治振興会事務局
　　（まちづくり課広報広聴係）　☎ 2-2222

「花
はなびしょくにん

美飾人」写真展開催



みんなでつくる、未来へつなぐ。あふれる笑顔、びらとり。

　アマチュアバンドライブを開催します。
The Yellow Monkey、ZIGGY、X、渡辺美里の
コピーバンドが出演します。
　入場は無料ですが、チャリティーライブとし
会場に募金箱を設置します。募金は胆振東部地
震の支援金として寄付します。
期日　11 月 17 日㊏　開場 15:00 　開演 15:30
場所　振内町民センター 2階 多目的ホール
主催　音楽同好会

SOUND GIGS 2018

問　音楽同好会　代表 福澤孝彦
　    ☎ 090-6877-7241

冬の地震災害に備えて 

　9 月 6 日の「平成 30 年北海道胆振東部地震」
では、甚大な災害が発生し私たちの生活にも非
常に大きな影響がでました。これほどの地震で
なくても、冬に地震が起きると夏より被害が大
きくなるといわれています。冬は、暖房などの
火を使用していることや雪の影響があるためで
す。また、ライフラインがストップした場合には、
自宅や避難所、車の中などにおける寒さ対策も
必要となります。
①雪への備え
　屋根に雪が積もっていると地震の揺れによる
落雪や、雪の重みによる家屋の倒壊の危険性が
高くなり、崖などの急傾斜地ではなだれのおそ
れもあります。また、路面の状況やふぶきなど
により、考えていた避難路が利用できない場合
もあります。冬に地震が発生した際に速やかに
避難できるように複数の避難路を考えておきま
しょう。
②火災への備え
　冬はストーブなどの暖房器具を使用しているた
め、火災発生の危険性が高くなります。火事が起
きたときに初期消火が出来るように、消火器の準
備や使い方を確認しておくことが大切です。
③寒さへの備え
　地震によって電気や水道などのライフライン
がストップし、暖房器具が使えなくなることが
考えられます。寒さをしのぐために電気を使用
しない暖房器具の準備や、避難が必要となった
場合には、防寒着はもちろんのこと防寒シート・
毛布・使い捨てカイロなどを用意しておくこと
も大切です。

　地震はいつ起きるかわかりませんが、一人一
人が日頃から心構えをしておくことで被害を少
なくすることは可能です。水や食料、寒さなど
に備えるなど、いざというときのためにできる
準備をしておきましょう。
問　室蘭地方気象台　☎ 0143-22-4249　　

　平取町では乳幼児期から学校卒業までのライ
フステージに応じ、一貫した支援を行うことを
目的に平取町版子育てファイル「すずらんのー
と」を配布しています。
　「すずらんのーと」は、母子手帳などと一緒に、
お子さんの情報を 1 つにまとめることができ、
保護者や関係者がつながるための 1つのツール
になっております。
　家庭と地域が健康でのびのびと育つお子さん
たちを見守り、その可能性を最大限発揮できる
ように、それぞれのご家庭や関係者が記載する
ものです。
　また、お子さんの情報をひとつにまとめるこ
とでお子さんだけの子育てファイルを作ること
が出来ます。
　次のとおり配布をしていますので、ご希望の
方はお申込みください。
対象者　お子さんのいるご家庭
配布方法　平成 30 年度より新たに誕生されたお
子さんには既に配布しています。
新生児以外のお子さんがいらっしゃる保護者の
方で、子育てファイルをご希望の方は申込み先
にて配布します。
申込　ふれあいセンターびらとり内
　　　保健福祉課福祉係

平取町版子育てファイル「すずらん
のーと」配布のお知らせ

問　保健福祉課福祉係    ☎ 4-6112

気を付けて！シカとの衝突事故

　繁殖期のためシカの行動が活発になっていま
す。例年、今の時期は夕方から夜間にかけて車
との接触事故が多くなります。道路の脇から飛
び出してくることもありますので、早めのライ
ト点灯、スピードを落とすなど運転の際は注意
してください。

問　町民課生活環境係　☎ 4-6113　　

　犬の放し飼いは「動物の保護および管理に関す
る法律」などによって禁止されています。
　犬が逃げ出さないよう、つなぐ、フェンスで囲
う、または室内飼育などの方法で飼いましょう。
その際、動物の生態および習性を損なわない運動
範囲を確保しましょう。
　つなぐ場合はガイドレールを使い犬の運動範囲
を広げながら逸走防止を講じることが可能です。
　また、散歩をするときは必ずつないで散歩をさ
せましょう。
問　町民課生活環境係　☎ 4-6113　　

犬の放し飼いは止めましょう
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