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発行　平取町　　編集　まちづくり課広報広聴係

行事予定     3 月 1日～ 15 日
 １日 ㈮ 10:00 卒業式（平高）卒業式（平高）

4日 ㈪   9:30 ❖❖町議会定例会（15 日まで）
／役場 議事堂

8日 ㈮ 11:00 三大学合同修了式三大学合同修了式／中央公民館

15 日 ㈮ －－ 卒業式（平中・振中）卒業式（平中・振中）

＊❖の表示のあるものは、傍聴できますので直❖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。接会場にお越しください。の直接会場   の直接会場   

2019 年（平成 31年）

2 月 22日発行

№　４
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　3月から 5月は融雪期となります。融雪とは、
積雪が大雨や気温の上昇により解ける現象です。
融雪が原因となって起こる災害には、住居の浸水
害、道路や田畑の冠水害、斜面の土砂災害、河川
の増水や氾濫などの洪水害があります。
　気象台では、気温の上昇や日射、雨、強風など
により雪解けが進み、浸水やがけ崩れなどの災害
が発生するおそれがあると予想したときに、融雪
注意報を発表します。
　また、大雨や融雪により河川が増水し、災害が
発生するおそれがあると予想したときに、洪水注
意報や洪水警報を発表します。
　胆振・日高地方で最近の融雪災害としては、平
成 30 年（2018 年）3月 8日から 9日にかけて発
生しました。前線を伴った低気圧が北海道を通過
し、上空 1500 メートル付近で 5月中旬から下旬
並みの暖かく湿った空気が南から流れ込みまし
た。このため、胆振・日高地方では、8日夜から
やや強い雨が降り、9日にかけて各地で 3月とし
ては記録的な大雨となりました。これらによって
雪解けが進み、道路の冠水、住家の床下浸水、河
川の増水などの被害が発生したほか、JRの運休、
国道・道道の通行止めなど交通機関が乱れました。
　3月から 5月の河川は流れが速く水も冷たいの
で、暖かな天気のいい日であっても、川遊びなど
で不用意に川に近づくのは危険です。特に平成
30 年北海道胆振東部地震で揺れの大きかった地
域は、初めての融雪期となります。地震前と比較
して、斜面が変状しやすくなっている可能性があ
ることから、降雨時や気温が高い日は、斜面に近
づかないなど、テレビ・ラジオやインターネット
などで最新の気象情報を確認し、的確な行動をと
ることが重要です。

融雪による災害

問　室蘭地方気象台　☎ 0143-22-4249

 　「びらとり温泉ゆから」全館で施設メンテナン
スが行われるため全館休館となります。
期間　2 月 28 日㊍～ 3月 1日㊎ 11:00 まで
3 月 1 日㊎ 11:00 より通常の営業を開始します。

びらとり温泉ゆから休館のお知らせ

問　びらとり温泉ゆから　☎ 2-3280

町では、次により臨時職員を募集します。
アイヌ文化保全対策調査事務
募集人員　1人
勤務場所　アイヌ施策推進課 アイヌ文化保全対策室
　　　　　（平取町アイヌ文化情報センター）
勤務内容　平日 8：30 ～ 17：15（㊏㊐㊗休み）
雇用期間　4 月 1 日～ 2020 年 3 月 31 日
賃金　日給 7,000 円
応募資格　• 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取得者
•パソコン（文書作成、表計算）を扱える方
採用方法　1 次 書類審査　2次 面接試験
応募方法　3 月 6 日㊌までに履歴書（写真添付）
普通自動車運転免許証の写しを持参または郵送
で提出
提出先　総務課総務係
　　　　（〒 055-0192　平取町本町 28 番地）

問　アイヌ施策推進課　☎ 2-2341

平取町職員（臨時職員）募集

平取町外 2町衛生施設組合は、次により臨時職
員を募集します 
募集人員　1人
勤務場所　平取町外 2町衛生施設組合事務所
勤務内容　施設管理業務
勤務時間　8:30 ～ 17:15（㊏㊐㊗休み）
採用期間　平成 31 年 4月 1日～ 9月 30 日まで
（勤務実績により6か月を限度に延長の場合あり）
賃金 平取町外 2町衛生施設組合一般職定数外
職員規則による
応募資格 • 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
•パソコン（文書作成、表計算）を扱える方
採用方法　1次 書類審査　
　　　　　2次 面接審査（3月 8日予定）
応募方法　3月 6日㊌までに履歴書（写真添付）
普通自動車運転免許証の写しを持参または郵送
で提出 
申込先　平取町外 2町衛生施設組合総務係
 　（〒 055-0102　小平 39-2）
問　平取町外 2町衛生施設組合　☎ 2-2024

平取町外 2町衛生施設組合職員
（臨時職員）募集

町では、次により嘱託職員を募集します。
募集人員　1人
勤務場所　文化財課（沙流川歴史館）
勤務内容　一般事務（埋蔵文化財業務）
勤務時間　8:30 ～ 17:15
                 （シフト勤務のため、㊏㊐㊗勤務あり）
任用期間 平成 31 年 4月 1日～ 2020 年 3 月 31 日
賃金　平取町定数外職員取扱規則による
応募資格　•町内に居住しているか居住できる 
・普通自動車運転免許を有する方
・パソコン（文書作成、表計算）を扱える方
採用方法　第 1次 書類審査　
　　　　　第 2次 面接試験（3月上旬予定）
応募方法　3月 6日㊌までに履歴書（写真添付）
普通自動車運転免許証の写しを持参または郵送
で提出
申込先　総務課総務係
　　　　（〒 055-0192 平取町本町 28 番地）

問　総務課総務係　☎ 2-2221

平取町職員（嘱託職員）募集

ボックスティッシュのカバーを作ります。お気
軽にお越しください。
期日　3月 1日㊎、2日㊏　10:00 ～ 15:00
場所　貝澤 里江子 宅（二風谷 81-3）
　　　ドライブイン・ユーカラさん隣
講師　ハンドメイド　ショコラティエ
　　　主宰　三田村和子 氏（日高町富川）
申込　当日、または電話予約
参加料　500 円（材料費）
その他　必要道具は全て用意しますので、手ぶら
でお越しください。
問　貝澤里江子　☎ 090-5985-0986

BOX ティッシュカバー
ワークショップのご案内

この冬の電力需給は、10 年に 1 回程度の厳冬
を想定してもなお、電力の安定供給に最低限必
要とされる予備率 3％以上を確保できる見通しと
なったことから、国からの節電要請は見送られま
した。しかし、本道は本州からの電力融通に制約
があることから、発電所のトラブル停止により、
厳寒期に電力がひっ迫すれば、道民の生命や安全
を脅かすことも懸念されます。
　暮らしと経済の基盤である電力の安定的な需給
の確保のため、また、地球温暖化対策や省エネル
ギー促進のためにも、継続した節電の取組が必要
です。
　道民のみなさま、企業のみなさまにおかれまし
ては、この冬も無理のない範囲での節電にご理解
とご協力をお願いします。
問　道経済部産業振興局　☎ 011-204-5361

この冬、無理のない範囲での節電を

 　図書館では、次の日程で「利用者懇談会」を
行います。温かいお茶でも飲みながら、ざっく
ばらんに職員と図書館について語り合いましょ
う！図書館に興味のある方ならどなたでも大歓
迎です。
期日　3月 8日㊎　18:30 ～ 19:30
場所　町立図書館（キッズコーナー）
内容　図書館職員との意見交換ほか　　
その他　•参加ご希望の方は、次の場所に置いて
いる「参加申込書」（チラシの裏面）に必要事項
を記入し、ファックスまたは図書館のカウンター
に直接ご提出ください。
※参加申込書（チラシ）配置場所
　図書館・ふれあいセンターびらとり・児童館・
　中央公民館・町民体育館・役場貫気別支所・
　振内青少年会館・山の駅ほろしり館

お茶でもしながら図書館について
話しませんか？

問　町立図書館　☎ 4-6666  FAX4-6871

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 3月 10 日㊐
時　間 17:15 ～ 20:00 9:00 ～ 17:00
場　所 役場税務課窓口
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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

みんなでつくる、未来へつなぐ。あふれる笑顔、びらとり。 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

　アライグマは春に 4頭前後の子どもを産み、夏
過ぎにはその子供が親離れして、農作物などに被
害をおよぼします。
　現在は夏以降農業被害が出てから罠を仕掛け始
める方が多い状況ですが、春にメスのアライグマ
（成獣）を 1頭捕獲することは、秋に 5頭を捕獲
するのと同程度の効果があり、翌年の繁殖も抑制
できるとされています。
　また、アライグマは、農地以外の樹洞・廃屋・
物置・側溝などでも越冬し、数を増やすとされて
いますので、地域全体での取り組みが重要とされ
ています。
　平成 31 年度においては、3～ 6 月を春期捕獲
推進期間に設定し、アライグマの効果的な捕獲に
全道統一的に取り組んでいますので、みなさまの
ご協力をお願いします。
※町民課生活環境係、振内支所、貫気別支所で罠
の貸出をしています。（罠貸出時には、従事者登
録等も必要となります。）
※罠の数には限りがありますので、貸出期間を過
ぎた場合は、速やかに返却願います。

アライグマ春期捕獲推進期間に
ご協力ください

問　町民課生活環境係　☎ 4-6113

　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　05 日㊋ 13:30 ～ 15:00
　　　26 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    4 日㊊    6 日㊌  11 日㊊ 13 日㊌  
　　  18 日㊊  20 日㊌  25 日㊊ 27 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    26 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 3 月開催

 　4 月 21 日㊐に行われる町議会議員選挙の立候補
届出の手続きや選挙運動の注意事項などについて、
説明会を次により開催しますので、関係者は参集
してください。
期日　3月 19 日㊋　13:30 ～
場所　役場 2階 議事堂

平取町議会議員選挙立候補予定者等
説明会 開催

問　選挙管理委員会事務局（総務課内）　
　　☎ 2-2221

 　美術サークル「アトリエ野の花」「仔馬の会」に
より合同作品展を開催しますので、ぜひ、ご覧く
ださい。
期日　2月 27 日㊌～ 3月 2日㊏　10:00 ～ 19:00
　　　（最終日は 16:00 まで）
場所　ふれあいセンターびらとり
作品　油絵、水彩、パステル画、色鉛筆画、
　　　デッサン、ほか

アトリエ野の花・仔馬の会
2019 合同作品展 開催

『福祉灯油給付券』の申請は忘れて
いませんか？    

　町では、低所得（非課税）の高齢者および障が
い者、ひとり親家庭世帯に対し、灯油給付券を
交付しますので、まだ申請していない方は速や
かに申請願います。
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　平成 31 年 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。
問　保健福祉課福祉係　☎ 4-6112

　昨年 12 月にアイヌ遺骨の出土地域への返還につ
いて政府のガイドラインが発表され、出土地域の自
治体がアイヌ団体と遺骨返還のため事業計画を作成
し、政府に直接返還を求めることができるようにな
りました。一日も早くふるさと平取町へのアイヌ遺
骨の返還を実現しましょう。　
期日　3月 24 日㊐　13:00 ～ 15:30
場所　二風谷生活館（二風谷 78-12）
内容　•詩朗読　「ペンリウクとバフンケ 26時の
ペウタンケ」土橋 芳美 氏 作品
•トンコリ演奏　平取トンコリの会 NOTO（凪）
•解説　「大学の保管するアイヌ遺骨などの出土
地域への返還手続きに関するガイドライン」お
よびアイヌ新法について
　アイヌ施策推進課長　佐藤 和三 氏
•韓国 KBS テレビ上映（1992 年放映）　「静かな
人間の大地－小川隆吉の半生」（朝鮮人遺骨とア
イヌ人遺骨）
主催　平取「アイヌ遺骨」を考える会

第 4回学習会
先人たちの遺骨を、故郷の地 平取へ

問　代表　木村二三夫　☎ 5-5558
　　井澤敏郎　☎ 090-6693-1184

 　北海道胆振東部地震による地盤沈下、槽の浮上
により浄化槽等を破損された設置者に対し、修繕
費用の一部を助成しております。助成を希望され
る方は次により申込みください。
※地震後、既に修繕済みの場合も領収書などの確
認により助成対象となりますので町民課生活環境
係までお問合せください。
対象者　北海道胆振東部地震により浄化槽等を
破損された設置者
申請書類
・申請書（ふれあいセンター・両支所に設置）
・添付書類（設置場所の位置図、工事見積書およ
び工事領収書、工事完成写真）
補助額　工事費用の 1/2 以内（10 万円を限度）

北海道胆振東部地震による浄化槽設
置者に対する助成

問　町民課生活環境係　☎ 4-6113

振内診療所 3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
   1 日 藤井医師
  6 日 藤井医師   8 日 藤井医師
13 日 藤井医師 15 日 藤井医師
20 日 藤井医師 22 日 藤井医師
27 日 藤井医師 29 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 3月の
循環器内科・皮膚科診療日

担当医師 診療日 診療時間

鹿島医師 20 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 6 日、13 日、

27 日

小林医師 11 日、25 日 第 4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 12 日
第 2火曜日

10:30 頃～ 15:00
第 4 火曜日は休診

 　そばと飲み物を味わいながら、音楽を楽しんで
もらうため、コンサートを開催します。
お気軽にお越しください。
期日　3月 16 日（土）
　　　コンサート 18:00 ～ 19:30（休憩あり）
　　　そば食味会 17:00 ～ 19:00
場所　中央公民館大会議室
主催　びらとり蕎楽同好会
出演　ボーズ・ハーフ
　　　（山田和博・川上稔秋・三神昭規）
入場　チケット販売中　1,000 円
（音楽観賞・そば 1杯・ワンドリンク付）
※アルコールもあります。
その他　経費を除く収益金は社会福祉協議会に
寄付します。

チャリティーコンサート
　＆そばを食べよう！

問　鈴木　茂　☎ 090-7645-7250
　　 菅谷明美　☎ 090-9757-4997
　　 阿部正子　☎ 090-8907-5940

 　午前の外来診療のうち外科・整形外科診療を
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。

３月外来診療変更のお知らせ

問　国保病院　☎ 2-2201

　図書館では保存期間の終了した雑誌（平成 28
年発行分）を、利用者のみなさまに提供します。
お好きな雑誌をお持ち帰りください。
期間　3月 5日㊋～ 10 日㊐
対象　中学生以上
冊数　制限なし
（「すてきにハンドメイド」「キルトジャパン」のみ、
希望者の先着順にお一人様 2冊まで）

雑誌のバックナンバー差しあげます 

問　町立図書館　☎ 4-6666 


