
018 年（平成 30 年）
4 月 13 日発行

　　№7
（次回発行 4月 27 日）  　

018 年（平成 30 年）
4 月 13 日発行

　　№7
（次回発行 4月 27 日）  　

2019年（令和元年）
5月 24日発行

NO.10
（次回発行6月 7日）

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

 行事予定    6 月 1日～ 15日

❖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。

1日（土）10：00 すずらん観賞会（６月２日まで）
2日（日）10：00 マンロー先生を偲ぶ会 /旧マンロー邸
6日（木）13：30 ❖総務文教常任委員会 /役場 議場

15：00 ❖産業厚生常任委員会 /役場 議場
8日（土）14：00 北海道びらとり会 /東京都
9日（日） 9：00 運動会（二風谷小学校）
12日（水） 9：00 家畜共進会 /旧家畜市場
14日（金） ― ― 町民交通安全の日

9：45 全町ゲートボール大会/二風谷ファミリーランド

13：30 ❖議会運営委員会 /役場 議員・委員控室
15日（土） 9：00 運動会（紫雲古津小学校）

 問 まちづくり課 地域戦略係　　☎ 2-2222

　町民税 1％まちづくり事業の追加募集を行な
います。実施を希望する団体はご応募ください。
〇募集事業
　地域の活性化や特色あるまちづくり活動事業
　内容は限定していませんので、各団体で創意
　工夫してご提案ください。 
〇事業採択方針　
①新規事業
②既存の団体で通常実施していない独自性のある
　事業
③営利を目的としない対象範囲が広い事業
④本交付金の利用が 3回以下の事業
※上記事業を優先して採択する方針ですが、 町
　民の方で構成する「町民税 1％まちづくり会
　議」で審査を行い決定します。
※応募された事業は審査により採択されない場
　合もあります。また、予算の範囲内で助成金
　額を減額する場合もあります。
〇助成額　
　定額（1事業の助成金額は上限 30万円です）
〇募集期限　
　6月 14日（金）まで
〇申請書類　
　事業計画書、事業予算書（役場・両支所に設
　置）詳細は問合わせください。（町ホームペー
　ジからのダウンロードも可能です）

平取町町民税１％まちづくり事業を追加募集

 問 まちづくり課 地域戦略係　　☎ 2-2222

　平取町住宅リフォーム促進助成事業の追加募
集を行ないます。実施希望者はご応募ください。
〇対象者　
　町在住の住宅所有者であり、世帯全員が町税
　等を滞納していないこと
〇対象工事　
　改修費用が 30 万円以上で、町内業者が行う
　工事（増築・改築・改修） 
〇助成額　
　工事費用の 1/2 以内（30万円を限度）とし、
　国や道などから補助・交付金の対象となる費
　用は除く
〇募集期限　
　6月 14日（金）まで
〇申請書類
　申請書（役場・両支所に設置）、住民票謄本、
　固定資産評価証明通知書、工事見積書等ほか、
　詳細は問合わせください。
※申請者が多数の場合は、抽選により交付決定
　を行います。
〇追加募集数
　５件程度

平取町住宅リフォーム促進助成事業を追加
募集

問 平取町国保病院　　☎ 2-2201

国保病院改築工事竣工式および内覧会

新病院の完成に伴い、竣工式および内覧会を
開催します。
〇期　日　6月 22日（土）
　竣工式　10：00～ 12：00（受付9：30より）
　内覧会   10：30 ～ 12：00
〇場　所　平取町国民健康保険病院 新病院
　　　　　※内覧会を希望される町民の方は、
　　　　　　10：30までにお越しください。

問 平取町国保病院　　☎ 2-2201

国保病院新病院への移転業務に伴う休診

　新病院の開院移転業務に伴い、6月 28日（金）
を休診とさせていただきます。
〇移転業務日程　6月 28日（金）～ 30日（日）
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 問 沙流川アート館（代表：児玉美和子）　
 ☎ 2-2127

　初心者からベテランまで、それぞれ楽しんで
描いた作品を展示しています。お気軽にお越し
ください。
〇期　間　６月 6日（木） ～ 9日（日）
　　　　　10：00～ 19：00
〇場　所　沙流川アート館
〇内　容　油彩、水彩、パステル画、版画など
〇出品者　     　　　　　    　　　　　　    

アトリエ野の花作品展

　ひとり親家庭の方を対象に、法律無料相談、
巡回相談およびセミナーを開催しますので、希
望される方は申込みください。
法律無料相談
○期　日　６月８日（土）13：00～ 15：00
　　　　　（受付 12：45より）
○会　場　浦河町総合文化会館２階 円卓会議室
　　　　　（浦河町大通 3丁目 52番地）
〇内　容　養育費の取り決めや各種債務の返済、
　　　　　離婚前相談などについて、無料法律
　　　　　相談を行います。
〇定　員　4名（1人 30分）
〇託児所　申込制
巡回相談
○期　日　6月 8日（土）10：00～ 15：00
○会　場　浦河町総合文化会館２階 団体活動室
〇内　容　ひとり親家庭の社会的自立を支援す
　　　　　るために、福祉・求人情報の提供や、
　　　　　生活全般にわたる相談を行います。
セミナー
〇期　日　6月 8日（土）13：00 ～ 15：00　
　　　　　（受付 12：45より）
〇会　場　浦河町総合文化会館2階 第 3研修室
〇内　容　「笑いの体操とヨガの呼吸法を合わ
　　　　　せた笑いヨガ」　　　　　　　　　
〇講　師　加藤　順子　氏
〇持ち物　飲み物、タオル、動きやすい服装
〇託児所　申込制
申込期限　６月７日（金）まで

法律無料相談、巡回相談およびセミナー　
（ひとり親家庭）

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　　FAX 0143-83-7048 問 代表：和田与志男　　☎ 2-2722

　子育てや介護、家庭生活に悩む方々に対し、
悩みを聴く場を設けることで少しでも不安を取
り除き、心の援助を行います。
　面談希望の方は直接会場にお越しください。
　電話相談も時間内までお受けしますので、お
気軽にご相談ください。
〇期　日　5月 30日（木）10：00～ 12：00
〇会　場　平取町中央公民館１階 中会議室　　
　　         電話相談希望の方は☎ 2-3199 にお 
               かけください。
〇料　金　無料
〇その他　相談者のプライバシーについて守秘
　　　　　義務に努めます。また小さなお子　
　　　　　様を連れての来所も可能ですので、
　　　　　お気軽にお越しください。
〇主　催　日高家庭生活カウンセラークラブ
〇後　援　平取町教育委員会

「こころの広場」開催

　町内のすばらしい自然の再発見・広報活動と
して第 2回目はアオトラ石の渓流散策です。大
迫力のストウニの滝、3種類のサクラソウ、希少
なカモメランなどの観賞を実施します。
〇期　日　6月 1日（土）9：30（5名）
　　　　　6月 9日（日）9：30（8名）
〇集　合　ふれあいセンターびらとり前
〇準　備　長めのゴム長靴、昼食、飲料など

びらとり自然ガイドクラブ≪アオトラ≫
春のストウニ渓谷トレッキング

 問 代表：船越光次　　☎ 090-8372-3666

安孫子洋子 岡田盛子 金村ひとみ
菊地日露子 北嶋利隆 窪野富子
高澤葉子 真壁悦子 児玉美和子

　人権擁護委員は、いつでも地域のみなさまか
らの相談に応じています。
　人権擁護委員の応じている相談は、離婚に関
することなどの家庭内の問題や、子どもや高齢
者の問題、隣近所のもめごとなど、幅広い内容
となっています。
　困りごとのある方は、この機会にご相談くだ
さい。相談内容の秘密は守られます。（予約不要・
相談無料）
〇期　日　6月 4日（火）　10：00～ 15：00
〇場　所　ふれあいセンターびらとり
〇相談内容　離婚問題・ＤＶに関する悩み、相
　　　　　　続・遺言に関すること、子どもや
　　　　　　高齢者への虐待、金銭トラブル・
　　　　　　多重債務に関する悩み、差別待遇
　　　　　　など

 問 まちづくり課広報広聴係　　☎ 2-2222

無料特設人権・困りごと相談所
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 問 税務課 課税係　　☎ 2-2224　

　軽自動車所有者で身体および精神等に障がい
がある方、またはその方と生計を一にし、常時
介護される方については、軽自動車税を減免す
ることができます。減免を希望する方は、次の
書類等をご持参のうえ、期限までに役場税務課
または両支所窓口で申請されるようお知らせし
ます。
　なお、減免対象の範囲は、障がいの区分およ
び等級などによりますので、詳細は問合わせ願
います。
申請に必要なもの
〇身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、
　精神障害者保健福祉手帳のいずれか
〇申請対象の軽自動車を運転される方の運転免
　許証
〇申請対象の軽自動車の車検証
〇申請者の印鑑
〇軽自動車税減免申請書（申請窓口にあります）
※前年度に減免を受けていた方も再び申請が必
　要です。
※減免対象となるのは、普通自動車を含めて　
　１人につき１台です。
〇期　限　6月 11日（火）まで  

身体障がい者等に対する軽自動車税の減免
申請

 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」を行
います。
　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ので、お気軽にご利用くだ
さい。
〇開設日　毎週水曜日
〇時　間　17：15～ 20：00
〇場　所　役場税務課窓口

夜間納税相談日

 問 苫小牧税務署 法人課税第１部門　　　　　
 ☎ 0144-32-3281
 問 平取町商工会　　☎ 2-2329

　苫小牧税務署・平取町役場・平取町商工会では、
事業者の方を対象として、消費税の軽減税率制
度に関する説明会を開催します。
〇軽減税率制度（対象品目・帳簿および請求書
　の記載方法など）の概要
〇適格請求書等保存方式（インボイス制度）の概要
〇軽減税率制度に対応するための中小事業者へ
　の支援措置について
〇期　日　６月４日（火）10：00～ 11：00
　　　　　　　　　　　　14：00～ 15：00
〇場　所　ふれあいセンターびらとり小会議室

消費税の軽減税率制度に関する説明会

　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）
〇期　日　6月 11日（火）13：30～ 15：00
　　　　　6月 25日（火）10：30～ 12：00
〇場　所　ふれあいセンターびらとり

弁護士無料法律相談会

問 まちづくり課 広報広聴係　　☎ 2-2222

火災・救急出場件数（4月末）

火　災 救　急
種別 件数 年累計 種別 件数 年累計
建 　物 0 6 交通事故 0 3
林　 野 0 0 急 病 10 51
車 　両 0 0 一般負傷 5 15
そ の 他 1 1 そ の 他 2 8

転院搬送 3 14
合 計 1 7 合 計 20 91

火災・救急出動件数は次のとおりです。　

 問 日高家畜保健衛生所　　☎ 0146-42-1333
 問 役場産業課 畜産係　　  ☎ 2-2223　

　昨年 9月に岐阜県において、我が国で 26 年
振りとなる豚コレラが豚飼養農場において発生
し、これまでの対策にもかかわらず、飼養豚で
は岐阜県、愛知県等５府県で 22 例の発生が確
認されております。
　また、野生イノシシが感染拡大要因となり得
るアフリカ豚コレラについても、中国やモンゴ
ルといった東アジア地域において発生が拡大し
ており、我が国への本病ウイルスが侵入するリ
スクが高い状況にあります。
　豚飼養者および町民の皆さまは、次の事項に
充分、ご留意ください。
○農場への侵入防止に努めてください。
留意事項
①特定症状を示す異常豚の早期発見および早期
　通報
②衛生管理区域への病原体の持込み防止と消毒　
③食品循環資源を原料とする飼料の適正な処理　
④関係者以外の農場への立入禁止
⑤衛生管理区域へ持ち込む資材や手荷物の消毒　
※海外渡航者などは留意ください。

岐阜県、愛知県等で豚コレラ発生

びらとりすずらんのまちだより

問 平取町国保病院　　☎ 2-2201

国保病院 6月の循環器内科・皮膚科診療日

診 療 科 担当医師 診 療 日 診療時間

循環器内科

鹿島医師 12日 9：30～ 11：30
毎週水曜日
午前のみの診療と
なります。医師が
変更になる場合が
あります。

榎本医師
  5日
19日
26日

小林医師 24日

13：30～ 15：00
第 4月曜日
午後のみの診療と
なります。第２月
曜日は休診となり
ます。

皮　膚　科 加瀬医師
11日
25日

10：30頃～15：00
第 2・4火曜日

水曜日 担当医師 金曜日 担当医師
  5 日

藤井医師
  7 日

藤井医師12日 14日
19 日 21 日
26 日 28 日 休診

○受　付　9：00～11：30 / 13：00～15：00
　受付は 15：00で終了します。
問 平取町国保病院　　☎ 2-2201
問 振内診療所　　　　☎ 3-3004

振内診療所　6月の診療体制について

 問 町民課 生活環境係　　☎ 4-6113

　農作業中におけるクマの出没が発生していま
すので、クマとの不意の遭遇にご注意ください。
農作業での留意事項
〇作業中はラジオなど音の出るものを携帯する
　など、事前に自分の存在をアピールしましょう。
〇頻繁に目撃情報等がある地域では、できるだ
　け単独での作業は避けましょう。
〇車などで移動する場合は、停車時にクラクショ
　ンを鳴らして警戒することも有効です。
〇早朝や夕方に行動が活発化することから、この
　時間帯は特に警戒が必要です。
出没防止のために
〇生ゴミや野菜・果物の廃棄残渣等が誘引物と
　ならないように適切に処理しましょう。
〇森林、傾斜面などのそばの農地は、クマの出
　没ルートとなりやすいので特に注意し、周囲
　の灌木の刈り払いなどを行いましょう。
〇緩衝帯や電気柵など防除施設を有効に組み合
　わせることが重要です。

農作業中はクマに注意

　松本潤主演NHKドラマ「永遠のニㇱパ」の
放送日が決定しました。
　このドラマは、幕末の蝦夷地を調査して北海
道の命名者となった松浦武四郎の北海道が誕生
するまでの知られざる人生をドラマ化したもの
です。松浦武四郎は三重県松坂市出身で、生涯
６回にわたり蝦夷地を調査し、自分の目で見た
真実を広く世間に伝えることに命をかけまし
た。そんな武四郎は、どんな道を歩き、どんな
空の下、どんな風景を眺めたのでしょう。
　平取町二風谷でもロケ撮影された「永遠のニ
ㇱパ」をぜひご覧ください。
〇ロケ地　　・二風谷アイヌ文化博物館チセ
　　　　　　・萱野茂二風谷アイヌ資料館周辺
　　　　　　・二風谷ファミリーランド周辺
〇放送日　　・北海道先行放送　６月７日（金）
　　　　　　　19：30（NHK総合）
　　　　　　・全国放送　７月 15日（月）　　
　　　　　　　19：30（NHK総合）

北海道１５０年記念ドラマ
　　　　　　　　　「永遠のニシパ」の放送

問 アイヌ施策推進課 アイヌ施策推進係
☎ 2-2341

 問 アイヌ施策推進課 イオル整備推進係
 ☎ 2-2341

　昔の平取町のお話や、アイヌの物語など、よ
り深く平取町を知り、味わうことができる語り
部を開催します。お誘いあわせのうえ、皆さま
のご参加をお待ちしております。
〇期　間　5月11日（土）～ 10 月下旬まで　
　　　   　毎週土曜日  13：30～14：30
〇場　所　トゥペサンチセ（二風谷61番地14）

ユカㇻと語りべ

 問 二風谷アイヌ文化博物館　　☎ 2-2892

　アイヌ民族の研究と、地域医療に貢献された
ニール・ゴードン・マンロー博士の功績を称え
る「マンロー先生を偲ぶ会」を開催しますので、
ぜひご参加ください。
〇期　日　6月 2日 ( 日 ) 10：00 ～
〇場　所　旧マンロー邸前庭（二風谷）
〇料　金　500 円／人（献花料）
〇その他　9：00～ 15：00まで旧マンロー
　　　　　邸内の特別一般開放を行います。　
　　　　 （見学無料）

マンロー先生を偲ぶ会

　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

ホームページQRコード


