
11日（火）  9：30 町議会臨時会 / 議事堂
（傍聴できます）

14日（金）  8：15 町民交通安全の日

5 月の行事予定 （1 日～ 15 日） 

　アライグマの防除については捕獲許可が必要
となりますが、令和３年３月 31 日をもって国
からの許可期限が満了となります。それに伴い、
令和３年度にわなを設置する場合には新たな従
事者証が必要となることから、わなを設置しよ
うとする方は手続きをお願いします。
　なお、昨年度までにわなを借用し、今後使用
予定のない方は箱わなの返却をお願いします。
また、昨年度から継続してわなの借用を希望す
る方は、箱わなの返却の必要はありません。
▷わな返却場所
　町民課生活環境係 ( ふれあいセンターびらと
　り内）、振内支所、貫気別支所
※期限切れの従事者証でわな設置をした場合、
　違法となりますのでご注意ください。

アライグマ防除に伴う従事者証更新手続き
  問 町民課 生活環境係  ☎ 4-6113

　平成 14 年度から本町バイパス道を彩りある
空間にするため、花の植栽事業を行っていま
す。『義経街道花の応援団』団員という形で毎
年、町内の皆さんのご協力により実施しており
ます。
　今年度もこの取り組みの輪を広げていくた
め、次のとおり団員を募集しますので、参加し
てみたいという方は、お気軽にお問い合わせ下
さい。
▷活動期間　５月 23 日㈰～ 10 月中旬まで
▷植栽場所　国道 237 号の植栽帯
　　　　【新大橋手前から荷菜道々交差点まで】
▷参加内容　花植え、除草などの育成管理
▷苗・肥料　町で用意します。
▷参加対象　町内の会社、団体、家族、個人
　　　　　　どなたでも大歓迎です。
▷申込先　観光商工課商工労働係

義経街道花の応援団員募集
  問 観光商工課 商工労働係  ☎ 3-7703

 　各種行事に参加する場合などお出かけの
 際は、必ずマスクを着用し、新型コロナウ
 イルス感染症対策にご協力願います。

　《夜桜》のライトアップイベントを開催しま
す。ぜひ、お越しください。
▷期間　　５月１日㈯～５日㈬
     　　　 19：00 ～ 21：00  
※早期開花時は、4/29 から 5 日間に変更
▷場所　　
　二風谷ファミリーランド　公園管理棟前
▷その他　当会のアオトラスタンプを押印し、
　　　　　 5・10・15・20 回ごとに粗品をプ
　　　　　レゼントします。

ライトアップイベント　《夜 桜》
  問 びらとり自然ガイドクラブ《アオトラ》
　　船越光次          　 ☎ 090-8372-3666

　５月・6 月の営業時間を変更させていただき
ます。みなさまには、大変ご不便をおかけしま
すが、どうぞご理解のほどよろしくお願いいた
します。
▷期間　５月１日㈯～６月 30 日㈬
▷平日日帰り入浴時間
　　　10：00 ～ 21：00（最終入館 20：30）
▷土日祝日日帰り入浴時間
　　　10：00 ～ 21：30（最終入館 21：00）

営業時間変更のお知らせ
  問 びらとり温泉ゆから  ☎ 2-3280

役場関係施設の GW 休業
  問 総務課  ☎ 2-2221

　役場関係施設のゴールデンウィーク期間中
（4/29 ～ 5/5）の休業について、次のとおりお
知らせします。

各　施　設　名 休 業 期 間 備　考
役場本庁 　※戸籍等は夜間受付可
振内支所・貫気別支所

　４月29日
　５月１日～５日

中央公民館
町民体育館
貫気別町民センター
子ども発達支援センター
国保病院・振内診療所
平取清掃センター（衛生施設組合）
児童館

4/29・5/2～ 5/5
児童クラブ（びらとり・ふれない）
振内青少年会館 4/29 ～ 5/5

ふれあいセンターびらとり 戸籍等の受付 可 8：30 ～
17：15

町立図書館 4/29・5/3～ 5/6 4/30 ～
5/2 開館

二風谷アイヌ文化博物館 － 開 館
二風谷工芸館 － 開 館
アイヌ工芸伝承館「ウレシパ」 ５月6日 開 館
沙流川歴史館 改修工事中
※休業期間中は次のとおり対応します。
①戸籍関係の届出
　8：30 ～ 17：15 までは、ふれあいセンターびら
　とりの窓口で、上記以外の時間帯は役場本庁で
　受付します。
②国保病院
・救急は随時、受付します。
・発熱や風邪などの症状がある方は、まず電話に
　て相談願います。（☎ 2-2201）

　町で発行した、町内で使える「ビラッキークー
ポン」の使用期限は４月 30 日㈮まで４月 30 日㈮までです。
忘れずにご使用ください。

平取町地域応援券「ビラッキークーポン」
  問 観光商工課 商工労働係  ☎ 3-7703

　申告所得税および復興特別所得税、消費税お
よび地方消費税の振替日は次のとおりです。振
替日の前日までに預貯金残高をご確認いただ
き、納税資金のご準備をお願いします。
▷申告所得税および復興特別所得税の振替日
　５月 31 日㈪
▷消費税および地方消費税の振替日
　５月 24 日㈪

国税の振替日について
  問 苫小牧税務署 個人課税第一部門
　　☎ 0144-32-3241

　アイヌの伝統工芸体験として「サラニプ（背
負い袋）」の制作体験・見学会を行いますので、
ぜひ、お申込みください。

（制作物は各自持ち帰ることができます）
▷期日　６月３日㈭～ 10 月 21 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 12 日㈭はお盆のため休みます。
▷場所　トゥペサンチセ（二風谷 61 番地 14）
▷持ち物
　ハサミ１丁、大きめの洗濯ばさみ 1 ～ 2 個、
　霧吹き１個、ピッ（おもり石）18 個
▷定員　20 名
▷参加料　無料
▷申込期限　５月 21 日㈮まで
▷申込先　㈱平取町アイヌ文化振興公社

サラニプテセ（背負い袋編み）体験
 問 ㈱平取町アイヌ文化振興公社 イオル推進係
　  ☎ 2-2152

　町では、次のとおり保健師等修学就業資金貸付の申請を受付けます。

保健師等修学就業資金貸付　　　　　　　　      問 保健福祉課 介護保険係  ☎ 4-6114

※申請書等の様式は、保健福祉課窓口（ふれあいセンターびらとり内）に設置しています。
※「保健師等」とは、保健師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、歯科衛生士、管理栄養
　士、保育士を含みます。

修学資金（奨学金） 就業資金（支度金）

対 象 者

　次のすべてに該当するもの
　（平取町の職員として看護業務に従事する看
　護師、准看護師は除く）
・保健師等養成施設に在学中（予定）であるもの
・保健師等の免許を取得し、養成施設で修学し
　た期間に 1 年を加えた期間以上 平取町また
　は平取町内の医療機関等の業務に従事する意
　志があるもの
・平取町奨学資金および平取町看護職員奨学資
　金の貸付を受けないもの

　次のすべてに該当するもの
　（平取町の職員として看護業務に従事する看
　護師、准看護師は除く）
・平取町または平取町内の医療機関等の業務に
　従事することが決定している保健師等免許取
　得者
・他の市町村から平取町へ転入するもの
・引き続き 3 年以上平取町内の医療機関等の業
　務に従事する意志があるもの
・この修学資金並びに平取町奨学資金および平
　取町看護職員奨学資金の貸付を受けないもの

貸付金額等
（無利子） 　月額５万円以内 　修学資金月額の 12 か月分以内の額

提出書類

・平取町保健師等修学就業資金貸付申請書（様式第 1 号）
・申請者および連帯保証人の住民票抄本
・連帯保証人の収入を証する証明書（直近のもの）
・入学許可証明書または在学証明書 ・保健師等の資格を証する書類

・就業証明書（様式第２号）

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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　北海道対がん協会による各種検診を次のとお
りお知らせします。
▷期日　5 月 29 日㈯
▷場所　ふれあいセンターびらとり

※今年度の乳がん検診無料クーポン券対象者は、
　　令和３年４月１日現在で 40 歳の女性です。
　5 月上旬に自宅へ無料クーポン券が送付され
　ます。
※乳房超音波検査は、40 歳代の方を対象に別
　途 5,360 円で実施しております。
※乳がん検診の料金助成対象は 2 年に１度とな
　りますのでご了承ください。
※生活保護者で、乳がん検診を昨年度未受診、
　大腸がん検診を今年度未受診の方は無料で受
　けることができます。
※「健診自動申込制度」について、乳がん・子
　宮がん検診は行っておりません。例年どおり
　の申込が必要ですので、ご注意ください。

日　時 検　　診 会　場

5 月 20 日㈭ 特定健診、胃・肺・大腸・
前立腺・乳・子宮がん等

北海道対がん協会
札幌検診センター

９月 15 日㈬ 乳・子宮・大腸がん検診 ふれあいセンター
びらとり

12 月 3 日㈮ 乳がん・子宮がん検診 北海道対がん協会
札幌検診センター

令和３年

日　時 検　　診 会　場

２月 28 日㈪ 乳がん・子宮がん検診 北海道対がん協会
札幌検診センター

令和４年

令和 3 年度　婦人科検診の予定

乳がん・大腸がん・婦人科検診
  問 保健福祉課 保健推進係 ☎ 4-6112

　アイヌ修学資金（高校・専修学校・大学等）
の申請を次により受付けます。
▷受付日程・会場
・５月６日㈭５月６日㈭　  9：30 ～ 13：00
　貫気別生活館 会議室
・５月７日㈮５月７日㈮　  9：30 ～ 13：00
　振内町民センター 研修室
・５月 10 日㈪５月 10 日㈪　9：30 ～ 13：00
　二風谷生活館 事務室
・５月 11 日㈫～５月 28 日㈮５月 11 日㈫～５月 28 日㈮（平日のみ）
　8：30 ～ 17：00
　役場 アイヌ施策推進課窓口
▷受付時に持参するもの
・印鑑
　（大学は保護者と修学者本人と保証人が必要）
・在学証明書１通（４月１日以降の日付のもの）
・経費の領収書および内訳書
　（入学のしおりや修学にかかる経費のすべて
　がわかるもの）
・預金通帳（高校・専修は申請者名義の口座、
　大学は修学者名義の口座）
・所得証明書
　（保護者および世帯で所得のある方全員分）
・通学費（１万円未満でも対象）も申請する場
　合は、バス定期券などの写し
・大学のみ 1 年生 2,000 円分、2 年生以上 1,000
　円の収入印紙（事前に購入してください。）
▷注意事項
※所得証明書は令和２年分が 7 月１日以降でな
　ければ出ないため、当日は委任状と 1 通につ
　き 400 円を預かりますので、ご留意ください。
※㈶北海道高等学校奨学会による奨学金、日本
　学生支援機構法による学資金または母子およ
　び寡婦福祉法による修学資金の貸与を受けて
　いる場合は、重複して受けることができませ
　んので、ご注意ください。
※上記日程で都合が悪く来られない方は、平取
　アイヌ協会事務局（役場アイヌ施策推進課）
　まで連絡ください。

アイヌ修学資金の受給申請
  問 アイヌ施策推進課  ☎ 2-2341

夜間納税相談問 税務課 納税係 ☎ 2-2224

　仕事などにより町税等の納入に来られない方
のため「夜間納税相談窓口」を開設します。
　納税や各種使用料等の納入に関する相談を受
付けますので気軽に利用ください。
▷開設日　毎週水曜日（祝日は除く）
▷時間　　17：15 ～ 19：00
▷場所　　役場税務課窓口

　町では、「住宅の改修工事に係る費用の一部」
に対して助成する事業を実施します。希望され
る方は、次により申込みください。
▷対象者
　町在住の住宅所有者であり、世帯全員が町税
　などを滞納していないこと
▷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 ) 
▷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
▷受付期間　5 月 14 日㈮まで
▷申請書類　
　申請書 ( 役場、振内・貫気別両支所に設置 )、
　住民票謄本、　リフォームを行う家屋が記載
　された固定資産台帳などの写し、工事見積書
　などのほか、詳細はお問合わせください。
※申請者が多数の場合は、抽選により交付決定
　を行います。
※申請書様式は町ホームページからのダウン　
　ロードも可能です。

平取町住宅リフォーム促進助成事業
の受付

  問 まちづくり課 地域戦略係  ☎ 2-2222

　町では、「専用住宅の解体に係る費用の一部」
に対して助成する事業を実施しています。希望
される方は、次により申込みください。
▷対象者
　平取町に空き家登録をした住宅所有者であり、
　世帯全員が平取町および住所地に税等を滞納
　していないこと
▷補助対象となる空き家
・町固定資産台帳に「専用住宅」として登録さ
　れている家屋
・町空き家バンクに「空き家登録」をした家屋
▷対象工事　
　解体費用が 30 万円以上で、町内業者が行う
　解体工事 
▷助成額
　解体費用の 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
▷受付期間　5 月 14 日㈮まで
▷申請書類　
　申請書 ( 役場、振内・貫気別両支所に設置 )、
　解体前の写真、固定資産台帳の写し、工事見
　積書、調査同意書、箇所図ほか、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。

空き家の解体に係る補助
  問 まちづくり課 地域戦略係  ☎ 2-2222 　町では、空き家の有効活用を図るため「空き

家の改修に係る費用の一部」に対して助成する
事業を実施しています。希望される方は、次に
より申込みください。
▷対象者
　改修しようとする住宅の所有者であり、世帯
　全員が平取町および住所地に税等を滞納して
　いないこと（利用者も対象となる場合があり
　ます）
▷補助対象となる空き家
　町空き家バンクに「空き家登録」をした家屋
▷対象工事
　改修費用が 30 万円以上で、町内業者が行う
　解体工事 
▷助成額
　改修費用の 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
▷受付期間　5 月 14 日㈮まで
▷申請書類
　申請書 ( 役場、振内・貫気別両支所に設置 )、
　改修前の写真、固定資産台帳の写し、工事見
　積書、調査同意書、箇所図ほか、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。

空き家のリフォームに係る補助
  問 まちづくり課 地域戦略係  ☎ 2-2222

　町では、移住・定住対策の一環として、単身
者世帯または家族向け世帯等が入居できる賃貸
共同住宅 ( アパート）等建設の促進を図るため、
町が別に定める要件を満たしたアパート等を建
設する個人・法人に対して、その建設費の一部
を助成します。
　なお、提出書類や詳細については町ホーム
ページをご覧いただくか、または次によりお問
い合せください。
▷助成額
〇町内業者施工の場合（いずれも１戸あたり）
　２LDK　200 万円または 300 万円（選択制）
※１LDK、3LDK は別途設定
※町外業者施工の場合は、上記金額の 90％相
　当額

【例】１棟 10 戸（全戸２LDK）建のアパートを
　　 町内業者が施工し、300 万円 / 戸の助成額 
　　 を選択した場合
 　　300 万円 / 戸× 10 戸＝ 3,000 万円
　　 （助成金上限額）
▷受付期間　5 月 14 日㈮まで

民間賃貸共同住宅（アパート）等
建設費用助成事業の募集

  問 まちづくり課 地域戦略係  ☎ 2-2222

乳がん検診 大腸がん検診
対象者  40 歳以上の町民女性 40 歳以上の町民
受付
時間

　①　8：30 ～  9：30
　②　9：30 ～ 10：30

料　金

■ 40~69 歳　2,000 円

■ 70 歳以上　1,000 円

■無料クーポン券対象者
　　　              　0 円

 ■昨年度受診者
40 ～ 49 歳  　6,300 円
50 歳以上  　5,250 円

■ 40 ～ 69 歳
　　　　　600 円

■ 70 歳以上
　　　　　300 円

　今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受付を終了しました。

浄化槽設置補助申込の受付終了
  問 町民課 生活環境係 ☎ 4-6113

※札幌会場へは町内から無料バスがでます。

みんなでつくる、未来へつなぐ。あふれる笑顔、びらとり。 びらとりびらとりすずらんのまちだより 令和 3（2021）年 4 月 23 日
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「平取町防災情報メール」を登録

願います。

　平取町の防災情報（気象情
報）、防犯情報やイベント情報を
知ることができます。
　次のメールアドレスに、空
メールを送信することで登録が
できます。( 件名・本文不要 )
b o u s a i . b i r a t o r i - t o w n @
raiden3.ktaiwork.jp

　役場関係

　電話番号

  （01457）

平取町役場      
総務課 （代表）  

まちづくり課 

アイヌ施策推進課

観光商工課

産業課              

農業委員会・土地改良区

税務課              

出納室              

建設水道課       

議会事務局       

                          

ふれあいセンターびらとり

                                                   

町民課

保健福祉課
保健推進係・福祉係

                           

介護支援係・介護保険係

                                         

児童館                

子ども発達支援センター

                          

地域包括支援センター
「ほほえみ」         

平取町教育委員会
生涯学習課

中央公民館        

町民体育館         

二風谷アイヌ文化博物館

                  

沙流川歴史館     

図書館                

役場振内支所   

役場貫気別支所

平取町国民健康保険病院

　                            

平取町社会福祉協議会

                           

平取町外 2 町衛生施設組合

                           

平取消防署         

☎ 2-2221

☎ 2-2222

☎ 2-2341

☎ 3-7703

☎ 2-2223

☎ 2-2695

☎ 2-2224

☎ 2-2225

☎ 2-2226

☎ 2-2227

☎ 4-6111

☎ 4-6113

☎ 4-6112

☎ 4-6114

☎ 2-3026

☎ 2-3400

☎ 2-3700

☎ 2-2619

☎ 2-2619

☎ 2-2749

☎ 2-2892

☎ 2-4085

☎ 4-6666

☎ 3-3211

☎ 5-5204

 ☎ 2-2201

☎ 4-2267 

☎ 2-2024

☎ 2-2361



　この時期の野山は非常に乾燥しており、山火
事が発生しやすい危険な状態です。
　恐ろしい山火事から森林を守るため、次のこ
とを必ず守りましょう！
▷協調期間：4 月１日㈭～５月 31 日㈪
1. 林内で火気は扱わないでください。
2. 山林および山林付近で火入れをする場合は必
　 ず許可を受けてください。
3. 山火事巡視員の指示には必ず従ってください。
4. 入林の際は必ず入林届および許可を受けてく
　 ださい。
　〇国有林 - 日高北部森林管理署
　〇町有林 - 役場・支所・町巡視員・入林ボックス
　〇私有林 - 所有者・管理者

山火事に注意しましょう
  問 産業課 林務係  ☎ 2-2223

　町では、町内に住所を有する個人や団体で町
内に新築または改築する住宅および物置などを
対象に補助金を交付しております。町内産のカ
ラマツ集成材などを 5 ㎥以上利用していただく
ことが条件で、最大 100 万円まで補助金が交付
されます。
　なお、昨年度より地域材の利用拡大を目的と
して、補助金の単価を１㎥当たり５万円から
８万円に増額しています。

町内産カラマツ材で住宅を！
  問 産業課 林務係  ☎ 2-2223

　５月上旬から８月末までは通水シーズンを迎
え、近くの農業用水路や排水路は危険な状態が
続きます。
　土地改良区は危険な箇所に安全フェンスの設
置や広報車などで注意をよびかけ事故防止に努
めていますが、用水路は水の流れが速く子ども
や高齢者にとって大変危険な場所になります。
　通水期間中は「用水路には絶対近寄らず、近
くで遊ばない」ことを家庭や地域ぐるみで周知
徹底をお願いします。
▷通水地区・期間（8 月末日まで）
・沙流　　取水工　　４月 28 日～
・アブシ　頭首工　　５月  １日～
・池売　　頭首工　　５月  ７日～
・幌毛志　頭首工　　５月  ５日～
・荷負本村頭首工　　５月 10 日～
・岩知志　頭首工　　５月 10 日～
・旭　　　頭首工　　５月  ６日～
・長知内　揚水機　　5 月  ５日～
・その他　各施設　　５月  上旬～

水路事故防止
  問 沙流土地改良区  ☎ 2-2695

　斎場火葬炉の老朽化に伴い、次の期間に改修
工事を行います。
　工事期間中は、火葬炉１基が使用できなくな
るため、葬儀が重なった場合は、日程調整、ま
たは日高町の火葬場にて火葬をお願いすること
になります。
　日高町の火葬場を使用する場合、死亡届の手
続きは平取町役場窓口（ふれあいセンターびら
とり、振内支所、貫気別支所）にて行い、その後、
火葬の手続きを日高町役場窓口（本庁、日高総
合支所）で行うことになります。
  町民の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力を賜りますようお願いします。
▷工事期間　５月 20 日㈭～ 30 日㈰
▷利用料金　15 歳以上 12,000 円
　　　　　　15 歳未満   8,000 円
　　　　　　死  産  児   4,000 円
※日高町の町外者料金になります。

平取町斎場　改修工事
  問 町民課 生活環境係  ☎ 4-6113

▷試験日　８月 25 日㈫
▷試験地　苫小牧市
▷受験資格
　多数人に対して飲食物を調理して供与する寄
　宿舎、学校、病院等の施設または食品衛生法
　による飲食店営業、魚介類販売業もしくはそ
　うざい製造業を掲げる営業において５月 21
　日㈮までに２年以上調理の業務に従事した方
※パートまたはアルバイトの方は、原則として週
　４日以上かつ１日 6 時間以上勤務している場合
▷試験科目　食文化概論・公衆衛生学・栄養学・
　　　　　　食品学・食品衛生学および調理理論
▷願書受付期間
　5 月 10 日㈪～ 21 日㈮　8：45 ～ 17：30
　（土日祝日を除く）
▷願書配布・受付場所　北海道静内保健所
▷提出書類　調理師試験受験願書、調理師試験
　　　　　　受験者整理カード
▷受験手数料　6,900 円（北海道収入証紙）

調理師試験
 問 静内保健所企画総務課  ☎ 0146-42-0251

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種
  問 保健福祉課 保健推進係  ☎ 4-6112

　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
します。当日は記念事業の一環として、博物館
入館料無料のほか記念品を贈呈します。
　ぜひ、ご来館ください。
▷期日　５月 16 日㈰　9：00 ～ 16：30
▷無料対象　個人と 19 名以下の団体
※町民は年間を通して入館無料です。

「国際博物館の日」記念事業
  問 二風谷アイヌ文化博物館  ☎ 2-2892

　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。
▷募集対象　町内在住の女性
　　　　　　（個人、団体は不問）
▷申込期限　５月 19 日㈬
▷申込先　　女性の集い実行委員会事務局
　　　　　（教育委員会生涯学習課社会教育係）

【春の火災予防運動実施中】
　春は空気が乾燥し、強風が吹く季節です。
既に平取町内でも火災が発生しているため、
一人ひとりの防火意識を高め、火の元に十分
注意しましょう！

▣　予防広報とサイレンを吹鳴します　
▣　火災予防の一環として、予防広報の放送   
      とサイレンを吹鳴しますので、火災と間
      違えないようお願いいたします。
期間　4 月 20 日㈫～ 4 月 30 日㈮
時間　全町一斉に午前10時、午後4時（広報）
時間　全町一斉に午後 8 時（サイレン）

日高西部消防組合平取消防署
☎ 2-2361

第 41 回「平取町女性の集い」実行委
員会委員の募集

  問 生涯学習課 社会教育係 ☎ 2-2619

　この予防接種は、肺炎球菌による肺炎などの
感染症を予防し、また重症化を防ぎます。
　定期接種の対象となる方は毎年かわりますの
で、対象の方はこの機会を逃しませんようご留
意ください。
▷期間　
　４月 20 日㈫～令和４年３月 31 日㈭
▷対象者
　 ① 令 和 3 年 度 内 に 65・70・75・80・85・
　　90・95・100 歳に達する方。
　※対象の方には個別通知しています。
　② 60 歳以上 65 歳未満の方で、心臓、腎臓、
　　呼吸器、もしくはヒト免疫不全ウイルスに
　　よる免疫の機能障害により、日常生活が著
　　しく制限される程度の障害がある方（障害
　　等級１級、またはそれに準ずる方）
※どちらも、過去に 23 価肺炎球菌ワクチン
　（ニューモバック NP）を接種したことがある
　場合は、対象になりません。ご自身が対象者
　か不明な方はお問い合わせください。
※入院、施設入所等で町外での接種を希望される
　方は、接種前に問合わせ先までご連絡ください。
※新型コロナウイルスワクチンとは、２週間以
　上の接種間隔が必要ですので、ご留意ください。
▷料金　無料
▷場所　
　平取町国民健康保険病院　（土日祝日を除く）
　13：00 ～ 15：00
　振内診療所　（水・金）
　9：00 ～ 11：00/13：00 ～ 15：00
▷予約先
　平取町国民健康保険病院　☎ 2-2201
▷その他
　定期接種とは別に、平取町肺炎球菌助成事業
も行っています。これまでに肺炎球菌予防接種
を受けたことがない 75 歳以上の方が対象です。
自己負担金 1,000 円で接種することができま
す。

　働きたいと思われている方に向けた就労自立
支援施設です。その他就職相談も歓迎です。「働
きたい」を応援する無料出張相談会を開催しま
す。
▷期日　５月 25 日㈫
　　　　13：30 ～ 15：00（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　おおむね 15 歳～ 49 歳の方・ご家族
▷問合先　苫小牧若者サポートステーション
　　　　　☎ 0144-84-8670

働きたい方のための出張相談会
  問 とまこまい「サポステ・プラス」
  ☎ 0144-84-8670

旧マンロー邸　一般公開
  問 二風谷アイヌ文化博物館  ☎ 2-2892

　スコットランド出身の医師で、戦前における
日本考古学・人類学の著名な研究者でもあった
故ニール・ゴードン・マンロー博士の旧宅外観
および庭園を以下のとおり公開いたします。
▷期間　５月１日㈯～ 10 月 31 日㈰
　　　　 （予約不要）
※当面の間、邸内は非公開とします。

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。
▷期日　5 月 11 日㈫ 13：30 ～ 15：00
　　　　5 月 25 日㈫ 10：30 ～ 12：00
▷場所　ふれあいセンターびらとり 小会議室

びらとり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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ユカラと語りべ
  問 アイヌ施策推進課  ☎ 2-2341

　イオル再生事業において、復元された二風谷
コタン（集落：チセ群）において、「ユカラと語
りべ」を次のとおり開催します。お誘いあわせ
のうえ、ご参加ください。
▷期間　5 月１日㈯～ 10 月下旬
　　　　毎週土曜日　13：30 ～ 14：30
　　　　（不定期開催もあります）
▷場所　二風谷コタン内
　　　　トゥペサンチセ（二風谷 61-14）
▷内容　
　ユカラ（英雄叙事詩）、カムイユカラ（神謡）
などのアイヌ語による語りや地域にまつわる昔
話を地元の人が語る催しです。
▷参加料　無料
▷申込　　不要

　町民のみなさんのための、みなさんでつくる
「びらとりコミュニティ・カフェ」を今年もオー
プンします。小さなお子さま連れからご年配の
方まで、お散歩のついでに公民館へお立ち寄り
ください。
▷開設日程
　９月末日までの平日 9：00 ～ 17：00
　（土日祝日は休館）
▷場所　平取町中央公民館　１階ロビー
▷内容　地域の交流の場、情報共有の場として
　開設します。どなたでもご利用可能です。
▷利用料　無料

びらとりコミュニティ・カフェ
  問 生涯学習課 社会教育係  ☎ 2-2619

老人福祉バス無料乗車身分証の更新
  問 保健福祉課 福祉係  ☎ 4-6112

　町では、社会の進展に貢献された老人等に対
し、福祉の向上を図ることを目的として、一部
負担金を支払っていただき、町内路線に限り道
南バスを無料で乗車できる老人福祉バス制度を
実施しています。令和 3 年度分更新手続きは次
のとおりです。
▷対象　町内に住民登録があり、次のいずれか
　　　　に該当する方
　①満 65 歳以上の方
　②満 60 歳以上の身体障がい者、２級以上の
　　重度身体障がい者（年齢制限なし）
▷持ち物
　無料乗車身分証、印鑑、身体障害者手帳（該
　当者のみ）、負担金
※新規申請の方は顔写真 ( 縦３cm ×横 2.5cm）
▷負担金　
　年額 3,600 円（豊糠地区は 1,800 円）
　（令和３年 4 月から令和 4 年３月まで）
※年度途中に申請した場合は、月割計算
▷申請場所
　保健福祉課福祉係（ふれあいセンターびらと
　り内）・振内支所・貫気別支所
※いずれも開庁日のみ

びらとり温泉無料入浴券給付　受付中
  問 保健福祉課 福祉係  ☎ 4-6112

　高齢者および障がい者の健康増進ならびに福
祉の向上を図ることを目的として、申請により、
次のとおり無料入浴券を給付いたします。
▷対象　町内に住民登録があり、次のいずれか
　　　　に該当する方
　①満 65 歳以上の方
　②身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保
　　健福祉手帳の交付を受けている者
▷持ち物
　公的身分証明書（運転免許証、保険証など生
年月日のわかるもの）、印鑑、各種手帳
▷給付枚数　1 人あたり年間 24 枚が上限
・有効期限は毎年 4 月１日から３月 31 日まで
・入浴券を紛失した場合、再給付は行いません。
・使用は本人のみです。
・５月以降に給付を受ける場合、月数により給
　付枚数を減らす場合があります。
▷申請場所
　保健福祉課福祉係（ふれあいセンターびらと
　り内）・振内支所・貫気別支所
※いずれも開庁日のみ

　新型コロナワクチン接種や、住宅改修などに
関するトラブルなどで困っている場合は、全国
どこからでも３桁の電話番号でつながる消費者
ホットライン「１８８（いやや！）」にご相談
ください。専門の相談員がトラブル解決を支援
します。

新型コロナワクチン接種詐欺に注意
  問 消費者ホットライン「いやや」  ☎ 188

　平取福祉会では、事業拡大により職員（正職
員・準職員）を募集します。

【障害者支援施設すずらん】【障害者支援施設すずらん】
（共同生活援助事業所せきえい含む）
▷職種　支援員、調理員、世話人

【特別養護老人ホーム平取かつら園】【特別養護老人ホーム平取かつら園】（デイを含む）
▷職種　介護員

【認知症共同生活介護（老人グループホーム）】【認知症共同生活介護（老人グループホーム）】
こころのホームふれないこころのホームふれない
▷職種　介護員
▷募集人数　いずれの職種も若干名
▷応募資格
・支援員は、高校卒業以上で普通自動車免許所
　持者。
・介護員は、介護福祉士または介護職員初任者
　研修終了者（旧ホームヘルパー２級）、普通
　自動車免許所持者
・調理員、世話人は不問。
※いずれも未経験者可
▷賃金等　平取福祉会給与規定等による
▷提出書類　履歴書（写真添付）
▷提出期限　５月７日㈮
▷採用方法　書類審査および面接
▷応募先　社会福祉法人平取福祉会 本部事務局

（平取町本町 50 番地 12　ケアハウスしずか内）

職員募集（正職員・準職員）
  問 平取福祉会  ☎ 2-3232

　「こどもの読書週間」にあわせて、昨年他界
された安野光雅氏の絵本を展示します。
　是非、ご来館ください。
▷期間　４月 23 日㈮～５月 12 日㈰
※ 4/26・4/29・5/3 ～ 5/6・5/10 は休館
▷場所　平取町立図書館
　　　　（ふれあいセンターびらとり　３階）

「こどもの読書週間」関連事業
「安野光雅絵本展」のお知らせ
  問 図書館  ☎ 4-6666

　自動車に図書館の本をのせて巡回を行う「出
張図書館」（通称：図書ワゴン）を次のとおり
運行します。
▷期日　５月 13 日㈭
▷場所・時間
　振内地区　　山の駅「ほろしり館」
　　　　　　　10：00 ～ 12：00
　貫気別地区　貫気別生活館
　　　　　　　14：00 ～ 16：00
▷内容　
・新着図書（主に日本小説）
・エッセイほか小説以外の読み物
・大きな活字の本、家庭用の実用書など
▷その他
・利用者カードがなくても、その場で借りるこ
　とができます。
・貸出期間は次の巡回日まで（約 1 か月間）
※お好きな作家の本など、リクエストも受付け
　ます。お気軽にご連絡ください。

出張図書館
「図書ワゴン」運行のお知らせ
  問 図書館  ☎ 2-2152

５月の循環器内科・皮膚科診療日 
問 平取町国保病院  ☎ 2-2201　　　　　　

眼科診療日
問 平取町国保病院  ☎ 2-2201　　　　　　

整形外科診療日
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
12 日 ㈬
19 日 ㈬
26 日 ㈬

9：30 ～ 11：30
午前のみ。受付は
11：15 までです。
医師が変更になる
場合があります。

小林医師
10 日 ㈪
24 日 ㈪
31 日㈪

13：30 ～ 15：00
午後のみ。

皮膚科 加瀬医師 11 日 ㈫
25 日 ㈫ 10：30 頃～15：00

▷診療日　　 5 月 20 日日㈭ 14：00 ～
▷担当医師　えにわ眼科 竹森 智章 医師
▷申込み　
・予約制ですので、事前に申込みが必要です。
・受付人数には制限があります。

▷診療日　　５月７日日㈮ 21 日日㈮ 
　　　　　　9：00 ～ 11：30
▷担当医師　北新病院 松橋 智弥 医師
▷申込み　　
・予約制ですので、事前に申込みが必要です。
・受付人数には制限がありますのでご了承ください。
・当日は大変混み合いますので、お早めにお越
　しください。
・初診の方は 10 時 30 分までにお越しください。

※午後の受付は 13 時 00 分からです。

　旧荷負小学校を活用した「開拓財産展示施設」
を開館します。
　「商業・生活」、「学校」、「戦争・鉄道」、「林業」、

「農業」、「家での暮らし」をテーマとした開拓
期以降の懐かしい民具資料のほか、廃校となっ
た学校の写真や校歌なども多数展示していま
す。ぜひ、ご覧ください。
▷開館期間　５月 7 日㈮～ 11 月 29 日㈪
　　　　　　（平日のみ）
▷開館時間　月・水・金　9：00 ～ 12：00
　　　　　　火・木　　　9：00 ～ 16：30
▷場所　　　平取町開拓財産展示施設
　　　　　（旧 荷負小学校　荷負 76 番地 8）
※開館日以外に見学を希望される方は、事前に
　ご連絡ください。

開拓財産展示施設　開館
  問 二風谷アイヌ文化博物館　☎ 2-2892
  問 沙流川歴史館　　　　　　☎ 2-4085
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