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 　平取町国保病院の午前の外来診療のうち外科・
整形外科診療を 2月 12 日㊋から休診とさせてい
ただきます。
　なお、外科を受診される方は、午後の外来を受
診してください。
　また、整形外科診療は専門医がおりませんので、
他の医療機関での受診をお願いします。
　突然のことで患者様には大変ご不便とご迷惑を
お掛けしますがご理解くださるようお願い申し上
げます。

外科・整形外科診療 休診のお知らせ

問　国保病院　☎ 2-2201

行事予定     1 月 16 日～ 31 日

16 日 ㈬ －－ 始業式／平中

17 日 ㈭ －－ 始業式／振中

21 日 ㈪  －－ 始業式
／紫小・平小・二小・貫小・振小

29 日 ㈫   8:30
  9:30

議会運営委員会／正副議長室
❖❖町議会臨時会／役場 議事堂

30 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。

トマトの里構想（案）について、説明と町民の
みなさんの意見を伺う会を開催します。多数のみ
なさんのご参加をお願いします。
　また、何人かお集まりいただければ、出向いて
説明やご意見を伺いますので「出前講座」を希望
される方はご連絡願います。
①びらとろん 2018「トマトの里構想」（90 分予定）
1月 22 日㊋　19:00 ～　貫気別生活館
1月 24 日㊍　19:00 ～　振内町民センター
1月 25 日㊎　19:00 ～　中央公民館
②出前講座　複数名以上の団体で応募願います。
説明時間は相談に応じます。各団体の会議冒頭ま
たは終了後でも構いません。
③シンポジウム開催
「トマト里構想」シンポジウムを、2月 24 日㊐中
央公民館で開催します。
　当日は、トマトの里構想の説明のほか、教育評
論家の尾木ママを招いて「トマトで心も身体も健
康に（仮題）」講演をいただきます。詳細はまち
だよりでご案内します。
問　産業課営農指導係　☎ 2-2383

びらとろん 2018「トマトの里構想」
説明会開催

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　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

 　町長とひざを交えてお話ししてみませんか。
内容はどのようなことでも結構ですので、お気軽
にお申込みください。
※事前に申込みいただけますようお願いします。
期日・場所
1 月 31 日㊍     9:00 ～ 12:00　 役場 町長室
　　　　　 　13:30 ～ 15:00 　貫気別生活館
　　　　　　 15:30 ～ 17:00 　振内町民センター
※ 1件につき 40 分以内とさせていただきます。
対象　町民（個人、団体を問いません）
申込　1月 24 日㊍まで

ひざ・びらとり 開催

問　まちづくり課広報広聴係　☎ 2-2222

 　冬にテレビや新聞などで見られる天気図におい
て、大陸に高気圧、北海道の東に低気圧のある「西
高東低の冬型の気圧配置」となることがあり、日
本海側を中心にふぶくことが多くなり、風向など
によっては胆振・日高地方でもふぶく場合があり
ます。この場合、等圧線の間隔が狭いほど風は強
く吹きます。
　胆振・日高地方で、猛ふぶきや吹きだまりによ
る交通障害などで重大な災害の起こる恐れがある
場合、気象台では「暴風雪警報」を発表します。
暴風雪警報の発表中は、晴れていても一瞬で猛ふ
ぶきになるなど天気変化が激しい場合もあります
ので屋外での行動は危険を伴います。
　特に車の運転は雪やふぶきで事故の可能性が高
まります。また、雪や交通渋滞で車が止まると周
辺に雪がたまり、排気ガスにより一酸化炭素中毒
を起こす危険も出てきます。やむを得ず運転する
ときは、道路の通行止めや規制の確認とともに、
閉じ込められても対応できる装備も必要です。家
では停電に備えラジオ・懐中電灯・乾電池などを
準備しておくとよいでしょう。
　何より、テレビ・ラジオなどで最新の情報を確
認し、外出を延期するなど的確な行動をとること
が重要です。

暴風雪について

問　室蘭地方気象台　☎ 0143-22-4249

 　シシリムカ文化大学の今年度第 4回目の講座を
次のとおり開催します。
　全体テーマは≪フィールド・ミュージアム（野
外博物館）としての国立公園≫です。
　近年、環境省が日高山脈襟裳国定公園の「国立
公園」化を図るべく調査・検討を進めてきました。
その成果や今後の展望についてしっかり学びたい
と思います。
　また、「国立公園」がどういうものか、設営の考
え方や、観光面の効果などについても学んでみま
しょう。ぜひご参加ください。
期日　1月 23 日㊌　18:30 ～ 20:50
場所　ふれあいセンターびらとり 視聴覚ホール
内容
①演題　日高山脈エリアの魅力と可能性 
　　　　－「国立公園」化を念頭に－ ( 仮題 )
講師　環境省北海道地方環境事務所 国立公園課
　　　　課長補佐　柳川 智己  氏
②演題 観光・自然・文化をつなぐミュージアム(仮題)
講師　北海道大学教授／
               観光学高等研究センター（大学院）所長
　　　　　　西山 徳明 氏

シシリムカ文化大学 第 4回講座

問　アイヌ施策推進課　☎ 2-2341
　　アイヌ文化保全対策室　☎ 4-6011

社会福祉協議会では、家庭で介護をされてい
る方、地域で介護支援活動をされている方々を
対象に、在宅介護の課題解決を図ることを目的
として、次のとおり介護研修会を開催しますの
で、多数のご参加をお待ちしています。
期日　2月 9日㊏　10:20 ～ 15:10
場所　中央公民館 大会議室
内容　「認知症の理解と在宅介護について（仮題）」
講師　グループホームアウル（伊達市）
　　　　総合施設長　宮崎 直人 氏
　近年、認知症の家族を在宅介護するケースが
増えるなか、認知症に対する理解と介護の在り
方や在宅介護の課題解決に繋げていただくため
の知識について学んでいただきます。
定員　20 人程度
参加料　無料（昼食を用意します。）
持ち物　筆記用具
申込　2月 1日㊎まで
問　社会福祉協議会　☎ 4-2267

介護研修会を開催します

1 月 21 日から 2月 20 日は「北
方領土の日」特別啓発期間です。
　北方領土問題に対する国民の
関心と理解をさらに深め、全国
的な北方領土返還要求運動の一
層の推進を図るために、政府は
1981 年（昭和 56 年）1月 6日の閣議で 2月 7日
を「北方領土の日」とすることを決定しました。
　この 2月 7 日は、1855 年（安政元年）伊豆の
下田で、『日魯通好条約』が結ばれ、択捉島とウルッ
プ島の間に国境を定め、択捉島以南の北方四島を
我が国の領土として国際的にも明らかにされた歴
史的な意義をもつ日であり、平和的な話し合いの
中で領土の返還を求める北方領土返還要求運動推進
の目的に最も合った日として設けられたものです。
　道では、2月 7 日を中心とした 1ヶ月間（1月
21 日から 2月 20 日）を「北方領土の日」特別啓
発期間として定め、道や市町村、関係団体におい
て全道各地で多くの催しが予定されています。
　なお、主な行事は北方領土対策本部のホーム
ページに掲載する予定です。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/hrt/index.htm
問　道総務部北方領土対策本部
　　☎ 011-204-5069

２月７日は「北方領土の日」
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このたび図書館では、これまで禁止していた
館内への飲み物の持ち込みができるようになり
ました。ごゆっくり図書館での時間をお過ごし
ください。
　なお、持ち込みにあたっては次の注意事項を
必ずご確認ください。
•持ち込める容器は、ペットボトル・サーモボ　
　トルなど「倒しても中身がこぼれないもの」　
　に限ります
•小学生以下の児童は、保護者同伴の場合のみ
　持ち込むことができます
•ゴミは各自でお持ち帰りください
•持ち込まれた飲み物により、図書館の資料を
　濡らしたり汚したりした場合は、弁償を含め
　必要な措置をとります

図書館への飲み物の持ち込みができます

問　町立図書館　☎ 4-6666

図書館では、公開中の映画「こんな夜更けに
バナナかよ」の原作者・渡辺一史氏の著作を展
示しています。
　映画とともに原作およびノベライズもお楽し
みください。
期間　3月 31 日㊐まで　※予定
場所　図書館（ふれあいセンターびらとり 3階）
その他　展示中の本はすべて貸出可能です
　　　　（貸出中の場合はご予約できます）

渡辺一史氏著作展示のお知らせ

問　町立図書館　☎ 4-6666

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

 1 月 28 日
自衛官候補生(女子)  2 月 15 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。

 　フードプロデューサーの青山則靖氏を講師に、
平取町の寒締めほうれん草を中心とした地元食材
を使った、簡単手軽でおいしい料理をみんなで楽
しく作って試食します。ご家族、お友達お誘い合
わせのうえ、ぜひご参加ください。（参加無料）
期日　2月 3日㊐　10:00 ～ 13:00
場所　ふれあいセンターびらとり 栄養運動実習室
講師　キッチンサポート青
           フードプロデューサー　青山 則靖 氏
対象　町内在住の方
内容　調理実習・試食会
　　　•トマトスープカレー
　　　•寒締めほうれん草のパウンドケーキ
　　　　　　　　　　　　　　（ほか 2～ 3品）
定員　25 人
持ち物　エプロン、ハンカチ、筆記用具

～びらとりの食材を使って～
地産地活料理教室開催のお知らせ

問　保健福祉課保健推進係　☎ 4-6112

 　日高振興局発注のヌタップの沢小規模治山工事
（川向陸橋）施工に伴い、1月 21 日から 3月 10
日まで、朝 6時から夕方 6時の間、図面の区間通
行止めを行い工事施工することになりますので、
　ご理解ご協力をよろしくお願いします。
　なお、夜間・日曜日は通行が可能となります。

町道荷菜福満線の通行止め

問　建設水道課土木用地係　☎ 2-2226

公益財団法人アイヌ民族文化財団では、2019
年 5 月採用予定の民族共生象徴空間運営職員お
よび国立アイヌ民族博物館研究員・学芸員の募
集を次のとおり行っておりますので、お知らせ
します。
採用予定数

①民族共生象徴空間運営職員（正職員）20 人
②国立アイヌ民族博物館研究員または学芸員
　（正職員）2人
受付　2月 28 日㊍必着
問合先

公益財団法人アイヌ民族文化財団　
民族共生象徴空間運営本部 企画調整課
〒 060-0001　
札幌市中央区北 1条西 7丁目プレスト 1・7
直通電話　011-206-7427
問　公益財団法人アイヌ民族文化財団
　　☎ 011-206-7427

民族共生象徴空間に係る職員の募集

 　長野オリンピックカーリング男子日本代表選手
による実技講習会を次の日程で行います。　
　ぜひ、この機会にカーリング体験をしてみませ
んか。当日カーリング場にお越しください。
（参加無料）～町民税 1％まちづくり事業～
期日　1月 26 日㊏　17:00 ～ 19:00
場所　振内カーリング場
講師　敦賀 信人 氏
　　　日本カーリング協会強化委員会副委員長

カーリング実技講習のお知らせ

問　振内青少年会館　☎ 3-3469

町では、低所得（非課税）で、次に該当する
世帯に対し灯油給付券を交付しますので、希望
者は申請願います。
対象世帯　平成 30 年 12 月 1 日現在で平取町に
住民登録がある町民税非課税世帯（課税者に扶
養されている場合は該当しません。）で次のいず
れかの条件に該当する世帯。
　ただし、施設入所者、長期入院者は除きます。
①全世帯員が 65 歳以上（昭和 29 年 3月 31 日以
　前に生まれている）の高齢者世帯
②障がい者が同居している世帯（身体障害者手
　帳 1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健
　福祉手帳 1級）
③ 18 歳未満の者を養育しているひとり親世帯
助成額　１世帯につき 10,000 円
（生活保護受給世帯については、1 世帯につき
8,000 円）
申請期間・場所　3月 29 日㊎まで
保健福祉課福祉係（ふれあいセンターびらとり内）
役場貫気別支所　役場振内支所
持参するもの　印鑑、身体障害者手帳・療育手帳・
精神障害者保健福祉手帳・児童扶養手当証書を
所持している方は持参願います。

『福祉灯油給付券』
申請が始まりました

問　保健福祉課福祉係　☎ 4-6112

期日　2月 1日㊎、2日㊏　10:00 ～ 15:00
場所　にぎわい交流館陽だまり（本町 40-3）　
内容　バックサイズ　縦 30cm横巾 40cm
　　　男の子用・女の子用の希望をお受けします。
　　　所要時間は 2～ 3時間
定員　2 日間で 10 人
申込　1月 19 日㊏まで
参加料　1,000 円（材料費）
その他　ミシンがあればご持参ください。
問　三田村和子　☎ 090-8906-9232

新園児・新入学生用レッスンバック
手づくりしてみませんか

　自動車税は、4月 1日現在の登録に基づいて課
税される税金です。
■引っ越しで住所が変わったときなどは、運輸
支局で変更登録をしてください。
　次の場合は運輸支局で登録手続きが必要です。
• 住所が変わったとき（変更登録）
• 自動車を売買したとき（移転登録）
• 自動車を使用しなくなったとき（抹消登録）
　平成 31 年度の自動車税納税通知書を確実にお
届けするために、3月中に手続きをお願いします。
■変更登録が間に合わないときは ･･･
　札幌道税事務所にご連絡いただくか、道税ホー
ムページから自動車税の住所変更手続きが可能
です。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/
address/index.htm 
問　札幌道税事務所自動車税部
　　☎ 011-746-1197

自動車税の住所変更をお忘れなく

 　国の教育ローンは高校・大学などへ入学時・在
学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度で
す。お子さま 1人につき 350 万円以内を、固定金
利（年 1.78％（平成 30 年 11 月 12 日現在））を利
用でき、在学期間内は利息のみでご返済とするこ
とができます。
　詳しくは、「国の教育ローン」で検索するか、コー
ルセンターにお問合せください。

国の教育ローン

問　日本政策金融公庫「国の教育ローン」
　    コールセンター　☎ 0570-008656

期日　1月 27 日㊐　10:00 ～ 16:00
専用電話番号　0120-052-088
（当日のみの専用（臨時）の番号です）
※ 相談は無料、秘密は厳守します。　　
主催　全国青年司法書士協議会　 

全国一斉生活保護１１０番



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

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 新 平成 14 7-2 2LDK 60.15 内 16,400 19,000 21,700 24,500

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・役場振内支所　☎ 3-3211・役場貫気別支所　☎ 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（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。

～　単身者住宅（ハイツほろしり）入居者募集　～

◇次の単身者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。
●部屋　201 号室（37.26 ㎡）、206 号室（37.66 ㎡）　●規模　1R
●住所　平取町振内町 23 番地 11　　●家賃　月額 27,000 円
入居資格　平取町に住所がある方（または転入する方）で、就労している方に限ります。

申込期限　1月 18 日㊎　必着　　　入居予定　2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

　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込みください。
期日　2月 20 日㊌、2月 21 日㊍
場所　ふれあいセンターびらとり 栄養運動実習室
相談内容　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　1月 18 日㊎まで

巡回児童相談のお知らせ 

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

　1 階館内清掃のため次のとおり使用の制限をい
たします。
　なお、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。
　1階の自動ドアは、バス待合を除き全て封鎖い
たします。図書館へお越しのお客様は地下駐車
場より地下エレベーターにて図書館へお越しく
ださい。
期日　1月 20 日㊐終日
制限場所　
オールシーズンパークへ通じる 1階の自動ドア
（オールシーズンパークは使用できません）

ふれあいセンターびらとり利用の制限

問　ふれあいセンターびらとり　☎ 4-6111
　　町立図書館　☎ 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。

 　平成 31・32 年度の建設工事・設計等、物品購入・
物品の賃貸借・役務の提供等に係る競争入札参
加資格の登録を受ける場合は、手続きを行って
ください。今回の申請の有効期間は 2年間で平
成 31 年 4月 1日から平成 33 年 3月 31 日までと
なります。（詳細はホームページに掲載しています。）
受付期間　2月 1日㊎～ 20 日㊌まで　
　　　　　9:00 ～ 16:00（12:00 ～ 13:00 を除く）

平成 31・32 年度　
競争入札参加資格申請の受付募集

問　建設水道課　☎ 2-2226

中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者と
して石綿ばく露作業に従事していたことが原因
であると認められた場合には、労働者災害補償
保険法に基づく各種保険給付や石綿により健康
被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付
金が支給されます。
　石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に
長い年月を経て発症することが大きな特徴です。
　中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去
に石綿業務に従事されていた場合には、労災保
険給付などの支給対象となる可能性があります
ので、労働局または労働基準監督署にご相談く
ださい。

問　北海道労働局　☎ 011-709-2311

中皮腫や肺がんなど、石綿による疾
病の補償・救済について

　冬季間の体力づくりと交流を目的として、「平
取町ブーツホッケー大会」を次により開催しま
すので、自治会・職場・友人同志などでチーム
を組んで多数ご参加ください。　　　　　　　
※ブーツホッケーは、アイスホッケーを長靴で
　行う簡単な冬季スポーツです。　　　　　　
期日　2月 11 日㊊㊗
　　　　開会式　　9:00 ～
　　　　競技開始　9:30 ～
場所　振内小学校スケートリンク　　　　　　
チーム　1チーム 8人で控 2人まで　　　　　　
試合　予選リーグ戦、決勝リーグ戦方式。
※出場チーム数により変更する場合があります。
参加料　4,000 円（1チーム）
申込　1月 31 日㊍までに、ブーツホッケー大会
事務局へお申込みください。
その他　•スティック、ヘルメットなどの防具は
主催者で用意します。
•必ず長靴（スパイクなし）で参加してください。

ブーツ（長靴）ホッケー大会開催

問　ブーツホッケー大会事務局 ( 役場内 )
　　木下　☎ 2-2223　FAX2-2277

火災・救急出場件数（12 月末）

火災 救急
種別 件数 年累計 種別 件数 年累計
建 物 1 2 交通事故 6 15
林 野 0 0 急 病 11 136
車 両 0 2 一般負傷 2 34
そ の 他 0 3 そ の 他 0 18

転院搬送 5 60
合 計 1 7 合 計 24 263

　火災・救急出動件数は次のとおりです。　

 　平成 28 年度より例年、補正事業として実施し
ている「担い手確保・経営強化支援事業」につい
て、30 年度においても補正事業として実施する
見通しであると北海道より通知がありました。
　つきましては、詳しい情報が提示されしだい、
町ホームページにて募集内容の告知および要望調
査受付を開始しますのでご確認ください。
事業名（予定）
担い手確保・経営強化支援事業
※平成 30 年度補正予算
事業内容
　適切な「人・農地プラン」が作成されており、
農地中間管理機構を活用している地区において、
先進的な農業経営の確立に意欲的に取り組む地域
の担い手が、融資を活用して農業用機械・施設を
導入する際、融資残について支援します（補助率：
事業費の 2分の 1以内）。
　また、新たな国際環境に向けて輸出等に取り組
む担い手を配分基準ポイントの加算により積極的
に支援します。
　あわせて、融資の円滑化等を図るため、農業信
用基金協会への補助金の積増しによる金融機関へ
の債務保証を支援します（補助率：定額）。

農林水産省助成事業について

問　産業課農政係　☎ 2-2223

　二風谷地区再整備事業で建設した休憩施設を
運営する方を募集します。
　新しい施設でカフェなどを運営したい方はお
問い合わせください。詳しい運営条件や運営方
法など面談でご説明します。
場所　二風谷 61-6
　　　（平取町アイヌ文化情報センター前）
申込　1月 31 日㊍まで

二風谷公園内休憩施設の運営者募集

問　まちづくり課地域戦略係　☎ 2-2222
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