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 行事予定     5 月 16 日～ 31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。

総務文教・産業厚生合同常任委員会
/役場 議員・委員控室
狂犬病予防接種（24日まで）/全町

振内地区町民ラジオ体操100日大会
/役場振内支所前（8月31日まで）
すずらん観賞会（６月２日まで）

 ❖町議会臨時会 /役場議場

 ❖教育委員会 /中央公民館

　今年も芽生すずらん群生地で「すずらん観賞
会」が開催されます。
　白く清らかな花をぜひご観賞ください。
〇期　間　5月 25日（土）～ 6月 2日（日）
※ 5月 25日、26日は先着 120 名様に根付すず
　らんをプレゼントします。
※期間中の土日はびらとり和牛、びらとり黒豚
　バーベキューコーナーを設置します。

すずらん観賞会 開催     

 問 観光商工課観光推進係　　☎ 3-7703

　二風谷の「平取町交流体験農園」について、
利用者を募集しますので申込みください。
※利用区画の耕起、施肥、周辺の管理（草刈など）
　については、利用者が行うこととなります。
〇募集期間　5月 10日（金）～ 8 月 30 日（金）
　　　　　　（受付順とし、募集区画数に達した
　　　　　　  段階で受付終了します）
〇募集区画数　7区画（1区画 100 ㎡）
〇利用料金　1区画　5,000 円／年
〇利用期間　5月から 10月末まで

「交流体験農園」利用者募集

 問 まちづくり課地域戦略係　　☎ 2-2222

　心身ともに豊かな生活を送るための成人文化
講座を開催します。ぜひ、ご参加ください。
〇期　日　６月９日（日）　15：00～ 16：30
〇場　所　平取町中央公民館　大会議室
〇内　容　「生ききる患者さんを支える緩和ケア」
〇講　師　国立病院機構北海道がんセンター
　　　　　緩和ケア内科　松山　哲晃　氏
〇参加費　無料
〇対　象　18歳以上の方
〇定　員　30人
〇申込期限　6月3日（月）までに申込みください。
　　　　　　※定員になり次第、締め切ります。

成人文化講座受講者募集

問 生涯学習課社会教育係　　☎ 2-2619

 問 生涯学習課社会教育係　　☎ 2-2619　

正しい道具の使い方を身に付けるとともに「手
づくり」の楽しさを知ってもらうことを目的に、
次の内容で子育て講座を開催します。自由な発
想で楽しく工作をしましょう。
〇日　時　６月22日（土）13：00～２時間程度
〇内　容   木材を使った自由工作
〇料　金   無料
〇場　所   中央公民館　大会議室
〇対　象   町内の小学生
〇定　員　先着 20名
〇申込期間　5月 13日（月）～ 5月 24日（金）
　　　　　　８：30～17：15※土日・祝日を除く

子ども公民館講座　DIY 子ども工作教室
「木材を使った自由工作～好きなものを作ろう」

 問 二風谷アイヌ文化博物館　　☎ 2-2892　

ICOM( 国際博物館会議 )では、5月 18日を
「国際博物館の日」とし、博物館が社会に果たす
役割について、広く地域住民にアピールしてい
ます。当日は記念事業の一環として、博物館受
付で記念品を贈呈します。ぜひお越しください。
〇日　時　  5 月 18 日（土）9：00～ 16：30
〇対　象   町民は年間を通して入館無料ですの
　　　　　 で申し出ください。

国際博物館の日記念事業

 問 町民課生活環境係　　☎ 4-6113　

狂犬病予防接種を実施します。未登録犬の場合は登録と予防接種の両方が必要です。
狂犬病予防接種は毎年の接種が義務づけられておりますので、最寄りの会場にて必ず受
けてください。受けられない場合は、後日、獣医師と日程を調整して個別に受けること
になります。その場合、獣医師の出張料として 500 円が別途加算されますので、ご了承
願います。

※町より予防接種の案内書が送付されている方は、同封してあります「予防注射済証」
　を必ず持参してください。
◇予防接種の料金◇　3,110 円（注射料：２,560 円　注射済票料金：550 円）
◇新規登録手数料◇　3,000 円
■予防接種日程

○出張希望、予防接種に関する問合わせおよび畜犬登録内容の変更（犬の所有者の転出・
　変更、犬の死亡）があった場合は連絡願います。
※接種状況により、予定時刻より遅れる場合がありますので、ご了承ください。

狂犬病予防接種



みんなでつくる、未来へつなぐ。あふれる笑顔、びらとり。

　狩猟免許試験が実施されます。申請方法等詳
細は、管轄する振興局へ直接お問い合せていた
だくか該当ホームページをご覧ください。
〇試験種別
　網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟免許およ
　び第二種銃猟免許

２．胆振振興局、苫小牧市での試験について
http://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/
kks/shizen/shuryou/shuryousikenn.htm
〇期　日　8月 4日（日）9:00 ～ 17:00
〇場　所　苫小牧市労働福祉センター（苫小牧
　　　　　市末広町 1丁目 15-7）
〇受付期間　6月 19日（水）～ 7月 19日（金）
　　　　　   （郵送の場合は7月22日（月）必着）

問 胆振総合振興局環境生活課　
☎ 0143-24-9577

１．日高振興局、浦河町での試験について
http://www.hidaka.pref.hokkaido.lg.jp/hk/
kks/skikenn.htm
〇期　日　7月 7日（日）9:00 ～ 17:00
〇場　所　日高合同庁舎（浦河町栄丘東通56号）
〇受付期間　5月 21日（火）～ 6月 21日（金）
　　　　　　（郵送の場合は6月24日（月）必着）

問 日高振興局環境生活課　　　　　　　　　　
☎ 0146-22-9254

狩猟免許試験

 問 町民課生活環境係　　☎ 4-6113　

　本年度の浄化槽設置補助につきましては、助
成基数に達しましたので本年度の申込み受付を
終了します。
　なお、北海道胆振東部地震による浄化槽破損
に対する修繕費用の助成（費用の 1/2 以内：上
限 10 万円）は随時受付しておりますのでお問
合せください。

浄化槽設置補助の申込受付終了

 問 アイヌ施策推進課イオル整備推進係　　
 ☎ 2-2341　

　アイヌの伝統工芸であります「サラニㇷ゚ （背負
い袋）」の制作体験・見学会を次により行います
ので、お申込みください。皆様のご参加をお待
ちしています。（制作物は各自持ち帰り可）
期　日：６月６日～ 10月 24 日　毎週木曜日　
　　　　（全 20回）
昼の部…13:00～15:00、夜の部…19:00～21:00
※ 8月 15日はお盆のため休み
場　所：ポロチセ（二風谷 61番地 14）
定　員：20名

サラニ� テセ（背負い袋編み）体験

 問 社会学習課社会教育係　　　　　
 ☎ 2-2619　FAX 2-3862

町内在住の外国人を対象に日本の生活習慣や
平取町の文化を理解していただき、より潤いの
ある生活を送ることができるように日本語教室
を開設します。
○期　間　6月12日（水）、6月26日（水）以降、
　　　　　令和 2年 3月まで月 2回開設
○時　間　19:00 ～ 21:00
○会　場　平取町中央公民館大会議室
○対　象　平取町に在住する外国籍の方
○受講料　500 円 / 回
○募集人員　30人
○申込期限　希望者は５月 24 日（金）までに
　　　　　　 申込みください。

平取町在外国人「日本語教室」

 問 生涯学習課社会教育係　　
 ☎ 2-2619　FAX2-3862

　第 40 回平取町女性の集い（今秋予定）を開
催するにあたり、楽しく有意義で女性の活力源
となるものを一緒に考え実行していただける方
を募集します。（団体、個人問いません）
〇対　象　町内在住の女性
〇申　込　希望者は5月22日（水）までに女性
　　　　　の集い実行委員会事務局へお申込み
　　　　　ください。

「平取町女性の集い」実行委員会委員 
募集

　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　5月 14日（火）13:30 ～ 15:00
　　　　　5月 28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

 問 税務課　　☎ 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」と「休
日納税相談」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。

夜間納税相談日、休日納税相談日

区　分 夜間納税相談 休日納税相談
開設日 毎週水曜日 5月 26日（日）
時　間 17:15 ～ 20:00 9:00 ～ 17:00
場　所 役場税務課

びらとりすずらんのまちだより

 問 まちづくり課防災係　　☎ 2-2222

　気象庁では、大きな揺れや被害を伴う地震が
発生した際に、特に大きな震度を観測した地域
の詳細な揺れの状況を把握するため、アンケー
トを実施しています。平成 30 年北海道胆振東
部地震で大きな揺れを観測した地域を対象に、
アンケート調査票が配布されますので、ご理解
とご協力をお願いします。
〇配布時期　５月下旬
〇対象地域　本町町民グラウンドと振内カーリ
　　　　　　ング場（震度計設置箇所）から半
　　　　　　径 300 ｍ以内の住宅 50～ 100 戸
　　　　　　（ホームページには画像掲載）平取
　　　　　　町本町（震度計半径 300 ｍ）、平
　　　　　　取町振内（震度計半径 300 ｍ）
〇アンケート内容　揺れの状況と、地震による
　　　　　　　　　 屋内外の被害の状況

地震の揺れに関するアンケート調査
　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

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

去 場 H29 2-2（1F） 2LDK 67.49 内 21,300 24,600 28,100 31,700

荷 菜 新 H10 1-1 2LDK 56.70 内 16,700 19,300 22,100 24,900

本 町 み ど り ヶ 丘 S47 18-2 3DK 45.00 内 6,500 7,600 8,700 9,800

本 町 川 沿 H20 1-1 2LDK 65.16 内 20,900 24,100 27,600 31,100

貫 気 別 新 H13 4-1 3LDK 79.83 内 21,400 24,700 28,200 31,900

貫 気 別 新 H14 6-1 3LDK 79.83 内 21,600 24,900 28,500 32,200

貫 気 別 新 H14 7-2 2LDK 60.15 内 16,300 18,800 21,500 24,200

貫 気 別 御 幸 H15 1-1 2LDK 60.15 内 16,400 19,000 21,700 24,500

振 内 山 手 S42 1-2 2DK 33.01 内 3,300 3,800 4,300 4,900

振 内 山 手 S44 27-2 2DK 34.16 内 3,700 4,300 4,900 5,600

公営住宅入居者募集  

 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

◇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申込みください。

※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。
※共益費（車庫代）月額 1,000 円が別途加算（貫気別新 4-1、6-1）
※給湯ボイラー・集中換気システム設置住宅（荷菜新、本町川沿、貫気別新、貫気別御幸）
※条件付入居となる住宅があります。
〇申込期限　5月 22日（水）必着
〇入居予定　6月末頃から
〇申　　込　建設水道課財産管理係、振内支所、貫気別支所

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。

　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


