
 行事予定    1 月 1日～ 15日
4日 （土） 13：30 平取消防出初式 /中央公民館
6日 （月） 8：30 仕事始め
8日 （水） 9：00 子ども公民館講座「冬休み　

理科教室」/中央公民館
12日 （日） 13：00 成人式 /中央公民館
14日 （火） 9：00 広報広聴特別委員会 / 議員・

委員控室
15日 （水） ―― 平取中学校始業式

役場関係施設の年末年始休業
問 総務課  ☎ 2-2221

各 施 設 名 休 業 期 間

二風谷アイヌ文化博物館 12月 16日㈪
～ 1月 15日㈬

児童館、びらとり児童クラブ
ふれない児童クラブ

12月 28日㈯　
～ 1月 5日㈰

町立図書館 12月 30日㈪　
～ 1月 6日㈪

役場本庁、振内支所、貫気別支所

12月 31日㈫　
～ 1月 5日㈰

中央公民館、町民体育館
振内町民センター、振内青少年会館
貫気別町民センター
ふれあいセンターびらとり
子ども発達支援センター
沙流川歴史館、二風谷工芸館
アイヌ工芸伝承館「ウレㇱパ」
国保病院、振内診療所
平取清掃センター（衛生施設組合）

　役場関係の各施設の年末年始休業を次のとお
りお知らせします。

①この休業期間中、戸籍関係の届け出は役場本
　庁、振内支所、貫気別支所で受付します。
②国保病院で救急診療は随時、受付します。
　振内診療所は 1月 8日㈬から診療します。

全道 PK グランプリ
問 全道PKグランプリ実行委員会（観光商工課）
    ☎ 3-7703

　第 24 回全道ＰＫグランプリを次のとおり開
催します。ぜひ、ご参加ください。
▷期日　2月 2日㈰ 9：30 ～
▷場所　二風谷ファミリーランド
▷対象　・小学 1～ 4年生
　　　　・小学 5、6年生
　　　　・中学生　　　　
　　　　・高校生、一般
※参加チーム数により変更する場合があります。
▷参加料　1チーム（7人分）
　　　　　・小、中学生 3,500 円
　　　　　・高校生、一般 7,000 円
▷募集　120 チーム
▷申込　1月14日㈫までに参加料を入金のうえ、
　　　　所定の申込用紙を提出

　消防職団員の団結強化と士気の高揚を図るこ
とを目的に、平取消防出初式を開催します。　
　屋外で消防団員による分列行進を行い、その
後、消防活動の功績があった消防団員の表彰・
消防関係者への感謝状の授与などの式典を行い
ます。（式典会場は、関係者以外の立ち入りで
きません）また、分列行進の間、周辺道路の交
通規制とふれあいセンターびらとりの駐車場を
一部使用制限します。（悪天候の場合は中止、
災害発生時は変更になる場合があります）
▷期日　１月４日㈯
▷分列行進　
　ふれあいセンターびらとり前から平取町中央
　公民館前までの区間 13：30 ～ 13：50 
▷式典　
   平取町中央公民館（大ホール）
　14：00～ 15：00

平取消防出初式
  問 平取消防署 庶務課  ☎ 2-2361

　町では、住民の皆さまの利便性の高い公共交
通施策を検討するため、アンケート調査を実施
します。住民の中から 500 名を抽出し調査を行
ないます。皆さまのご理解とご協力をお願いし
ます。
　尚、調査は株式会社 建設技術研究所に委託し
て実施します。

公共交通に係るアンケート調査
問 まちづくり 課地域戦略係  ☎ 2-2222

　冬休み中の子どもたちに、料理を通じて食べ
ることの楽しさや『食』への関心を深めること
を目的とした子どもクッキングを開催します。
▷期日　1月 10日㈮ 10：00 ～ 13：00
▷場所　ふれあいセンター 栄養実習室
▷内容　お雑煮・あんこ餅
▷対象　小学生
※貫気別・振内地区は両支所～ふれあいセン　
　ター間を送迎します。
▷定員　25名
▷参加料　無料
▷持ち物　エプロン、バンダナ、手ふきタオル
▷申込締切　1月 7日㈫まで

冬休み子どもクッキング
問 保健福祉課 保健推進係  ☎ 4-6112

No 住　所 氏　　　名 性別 No 住　所 氏　　　名 性別 No 住　所 氏　　　名 性別
1 川向 小島  和佳奈 女 11 本町 江刺家  由子 女 21 荷負 稲原  克将 男
2 川向 清水  優 女 12 本町 欅田  知弘 男 22 荷負 木村  一稀 男
3 紫雲古津 鎌田  健大 男 13 本町 鈴木  颯 男 23 貫気別 伊東  菜々子 女
4 荷菜 植木  宏美 男 14 本町 茶木  開登 男 24 振内町 加藤  秀哉 男
5 荷菜 坂下  春奈 女 15 本町 原田  師音 男 25 振内町 戸城  奈緒 女
6 荷菜 田中  瑠 男 16 本町 平村  彰隆 男 26 振内町 宮内  流那 女
7 荷菜 原田  隼輔 男 17 本町 山田  斐捺 女 27 振内町 綿貫  乃愛 女
8 荷菜 和田  理人 男 18 小平 佐藤  恵梨菜 女 28 豊糠 若名  華 女
9 本町 伊藤  尋 男 19 二風谷 関根  摩耶 女
10 本町 鵜野  立堂 男 20 二風谷 森  瑞貴 女

 （敬称略） ※本人または家族の承諾を得た方のみ掲載しています。 

令和 2年新成人者名簿は次のとおりです。 

令和 2 年平取町新成人者　　　　　　　　　　　　　　問 生涯学習課  ☎ 2-2619

年末年始の受入れおよび収集について　　　　　   問 衛生施設組合  ☎ 2-2024
▷休業日　　12月 31日㈫～ 1月 5日㈰まで休業します。
　　　　　　この期間は直接搬入の受入れおよび収集は行いません。ご協力ください。

▷直接搬入　１月６日㈪より開始します。受入時間は 8：40～ 11：30 までです。
　　　　　　※時間を過ぎて搬入することはできません。

▷留意事項　直接搬入は午前中だけの受入となります。混み合うことが予想されますので 11：30ま
　　　　　　でに料金の精算を済ますようお願いします。
　　　　　　使用済みのパソコン、USBメモリー、ハードディスクなどは必ず個人情報を消去した
　　　　　　うえで廃棄してください。

▷収集開始　１月６日㈪から空き缶、その他紙類、発泡・白色トレイの収集を開始します。
　　　　　　ごみの搬入件数が急激に増加しています。引越しなどで収集日に出せない、大量のごみ
　　　　　　が発生する場合以外は、一般家庭ごみは収集に出すようご協力をお願いします。

　日高西部消防組合（日高町・平取町）では「乗
務員基礎講習」を実施します。
　「乗務員基礎講習」は、民間の患者搬送事業
者が必要な知識および技術を習得するもので、
修了事業者には、当組合の認定事業者として「適
任証」を交付します。
▷期間　2月 20日㈭～ 22日㈯
　　　　9：00～ 16：30
▷場所　日高西部消防組合消防本部（３階講堂）
▷受講料　5,343 円（テキスト代）当日受付に
　　　　　て納入
▷定員　20名程度
▷申込先　日高西部消防組合消防本部 消防課
　　　　　平日 8：30～ 17：15
▷申込期間　1月7日㈫～21日㈫

患者等搬送乗務員基礎講習
  問 平取消防署 警防課  ☎ 2-2361
  問 日高西部消防組合消防本部 消防課  
☎ 01456-2-1521

弁護士無料法律相談会
問 まちづくり課 広報広聴係  ☎ 2-2222

　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。（予約優先）
▷期日　1月 14日㈫ 13：30～ 15：00
　　　　1月 28日㈫ 10：30～ 12：00
▷場所　ふれあいセンターびらとり
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　お子さんの体調を知るだけでなく親が子にす
るマッサージ「タッチケア」の講座を開催しま
す。講座後は講師によるハンドマッサージも受
けることができます。
▷期日　１月 25日㈯ 10：00 ～ 12：00
▷場所　平取町中央公民館 和室
▷内容　・講座 10：00～
　　　　　「親子でふれあいタッチケア」
　　　　・オプションプログラム 11：00～　
　　　　　「ハンドマッサージ体験」
※オプションプログラムは申込時に受付します。
▷講師　キッズマッサージセラピスト 
　　　　石黒 弘美 氏
▷参加料　１家族あたり 300 円（オイル代）
▷対象　幼児または小学生とその保護者
▷定員　親子 15組　
▷申込締切　１月 17日㈮まで
※託児を利用する場合は申込み時に受付します。

子育て講座親子でふれあい
「タッチケア」
問 生涯学習課 社会教育係  ☎ 2-2619

本町地区スポーツ祭「幌尻杯」
ミニバレーボール大会
問 町民体育館  ☎ 2-2749

　自治会相互の親睦と、冬期間の運動不足解消
のためミニバレーボール大会を開催します。ぜ
ひ、参加ください。
▷期日　1月 19日㈰ 9：00 ～
▷場所　町民体育館
▷対象　本町地区在住の中学生以上
※帰省中の学生も参加可能です。
▷チーム編成　　
　1チーム 4名（交代 2名以内）
▷参加料　1チーム 2,000 円
▷申込　自治会・町内会で取りまとめのうえ
　　　　1月 10日㈮まで
※詳細は問合わせください。

国保病院
1 月の循環器内科・皮膚科診療日
問 平取町国保病院  ☎ 2-2201　　　　　　

診 療 科 担当医師 診 療 日 診療時間

循環器内科

鹿島医師 29日 ㈬ 9：30～ 11：30
午前のみ。
医師が変更になる
場合があります。榎本医師

  8 日 ㈬
15 日 ㈬

小林医師 27日 ㈪ 13：30 ～ 15：00
午後のみ。

皮　膚　科 加瀬医師
14日 ㈫
28 日 ㈫

10：30頃～15：00

　放課後子ども教室を安定して運営していくた
め、代替の安全管理員を募集します。
▷勤務内容　子ども達の安全管理などの活動補助
▷勤務先　　
　二風谷放課後子ども教室（二風谷生活館）
　貫気別放課後子ども教室（貫気別生活館）
▷募集人員　若干名
▷募集要件　
　特別な資格は必要ありません。子どもの
　健全育成に熱意がある方で町内在住の方　　
　（18歳以上）
▷勤務日　
   長期休業中以外の平日の下校時間
　14：00～ 17：00 まで
※教育委員会から勤務依頼を受けたとき
▷謝金　１時間あたり 1,330 円
▷応募締切　
1月 14日㈫までに、履歴書（写真貼付）　

　または教育委員会に備付の申込書に記入の
　うえ、教育委員会へ提出してください。
▷採用方法　書類審査・面接

放課後子ども教室の代替安全
管理員の募集
問 生涯学習課 社会教育係  ☎ 2-2619

夜間納税相談
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。お気軽にご利用く
ださい。
▷開設日　毎週水曜日
▷時間　17：15～ 20：00
▷場所　役場税務課窓口
※第6期の町税の納期限は12月 31日㈫となっ
　ています。お忘れなく。

自動車税種別割の住所変更
問 札幌道税事務所自動車税部
　 ☎ 011-746-1197

　自動車税種別割は、毎年 4月 1日現在の登録
に基づいて課税される税金です。
　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（移転または変更登録）
・自動車を使用しなくなったとき（抹消登録）
　令和 2年度の自動車税種別割納税通知書を確
実にお届けするため、3月末までに手続きして
ください。間に合わない場合は連絡または道税
ホームページから変更手続きをお願いします。

農林水産省からのお知らせ
問 産業課 畜産係  ☎ 2-2223

　昨年８月以降、アジア地域でアフリカ豚コレ
ラが発生しています。免税店で売られている肉
製品であっても、アフリカ豚コレラが発生して
いる地域からは日本に持ち帰れません。
　また、口蹄疫、アフリカ豚コレラ、鳥インフ
ルエンザなどの発生地域からの生肉、加工・調
理・加熱した肉、ハム・ソーセージなどの肉製
品は輸入が禁止され、国際郵便でも持ち込めま
せん。輸入検査を受けずに畜産品を持ち込んだ
場合、3年以下の懲役または 100 万円以下の罰
金が科せられます。絶対に持ち込まないようお
願いします。

自衛官 募集中
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は問合わせ
ください。

募集項目 資格 受付期間
第６回
自衛官候補生 18歳以上

33歳未満の方

12月 12日㈭～
１月 20日㈪

第 7回
自衛官候補生

１月 21日㈫～
2月 14日㈮

冬道における交通事故の防止
問 門別警察署  ☎ 01456-2-0110

～めざせ安全で安心な北海道～
①余裕を持った運転を
　冬道は天候状況や積雪による渋滞が発生する
　し到着までに時間がかかります。目的地まで
　の天気や道路状況を事前に把握して、時間に
　余裕を持って出発しましょう。
②スピードダウンと慎重な運転を
　冬道では、スリップによる正面衝突の交通死
　亡事故が多発しています。スピードダウンと
　路面状況にあわせた慎重な運転をしましょう。
③「急」のつく運転操作は危険
　急発進、急加速、急ハンドル、急ブレーキと
　いった「急」のつく運転操作はスリップにつ
　ながり大変危険ですのでやめましょう。
④交差点に注意
　雪山で見通しが悪い交差点などでは、「車が
　来ているかもしれない」、「歩行者が横断して
　いるかもしれない」と危険を予測して、徐行
　と安全確認を徹底しましょう。
⑤悪天候に注意
　吹雪や大雪など悪天候時の運転は、吹きだま
　りや視界不良が発生します。不要な外出は控
　えましょう。やむを得ず車で外出するときは、
　事前に道路情報を確認するとともに、防寒具
　やスコップなどを準備しましょう。

働きたい方のための出張相談会
問 とまこまい若者サポートステーション
　 ☎ 0144-84-8670

　働きたい方を応援する無料出張相談会を開催
します。その他就職相談もお受けします。
▷期日　1月 28日㈫
　　　　13：30～ 15：00
　　　　（毎月第 4火曜日 先着順・予約可）
▷場所　ハローワーク 静内分室
　　　　（新ひだか町静内御幸町 2丁目 1-40　
　　　　  ショッピングセンターピュア 3階）
▷内容　就労相談・就労体験ほか
▷対象　15 歳～ 39 歳の方・ご家族

巡回児童相談
問 保健福祉課 福祉係  ☎ 4-6112
問 平取町子ども発達支援センター  ☎ 2-3400

　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申込みく
ださい。
▷期日　２月 13日㈭、14日㈮
▷場所　ふれあいセンターびらとり　
▷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
▷申込先　・保健福祉課 福祉係
　　　　　・平取町子ども発達支援センター
▷申込締切　１月 31日㈮まで

　例年 12 月～ 3月頃にかけて水道管の凍結事
故が多くなります。氷点下になると水道管が凍
結、破裂する恐れがあり、水が使えなくなるだ
けではなく、修理費用など思わぬ出費につなが
るため、次のような場合は水落としをするなど
特に注意してください。
・外気温がマイナス４℃以下のとき。
・就寝前や旅行などで長時間水道を使用しない
  とき。
・真冬日（一日中外気温が氷点下の日）が続い
  たとき。
　水道管が凍結、破裂した場合はお近くの指定
給水工事事業者に修理依頼をしてください。

水道管の凍結に注意
問 建設水道課 水道施設管理係  ☎ 2-2226

びらとりすずらんのまちだよりみんなでつくる、未来へつなぐ。あふれる笑顔、びらとり。
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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

ホームページQRコード




