
6 月の行事予定 （16 日～ 30 日） 

22日（火） 9：30 町議会定例会（23 日まで）
/ 議事堂（傍聴できます）

24日（木） 10：00 平取町文化的景観保全委員会
/ 中央公民館（傍聴できます）

13：30 平取町アイヌ総合政策推進協
議会 / 中央公民館（傍聴できます）

13：30 農業委員会総会 / 議事堂
（傍聴できます）

25日（金） 16：00 ㈱平取町文化振興公社株主
総会 / 町長室

29日（火） 14：00 教育委員会
/ 中央公民館（傍聴できます）

　教育委員会では、新型コロナウイルス感染症
拡大の影響により、親元を離れて暮らす大学生
などへの仕送りやアルバイトの減少、オンライ
ン授業のためのパソコン購入などの経費増加に
伴い、その大学生などに対して生活費の一部を
支援することを目的とした支援金の申請者を募
集します。
▷支給対象者
　令和３年度において、大学（短期大学を含む）、
　専修学校に在籍する学生で、令和３年５月１
　日現在、平取町に住民登録をしている者、も
　しくは保護者が平取町内に在住している者。
▷支給要件
　大学などに通うため、自宅以外に居住してい  
　る者。
▷給付金額　1 人につき５万円
▷募集期間　10 月 31 日㈰まで
▷申請方法
　所定の申請書、請求書に必要事項を記入し、
　自宅以外での居住が確認できる書類（借家契
　約書の写しなど）、学生証の写し（在学を証
　明する書類）、振込先の通帳の写しを添付の
　うえ、次の申請書設置場所に提出。
▷申請書設置場所
　平取町教育委員会、役場貫気別支所、役場振
　内支所
※平取町オフィシャルサイトでもダウンロード可

平取町大学生等生活費支援金
  問 生涯学習課 管理係  ☎ 2-2619

　町では、次のとおり代替補助員を募集します。
▷勤務内容
　小学 1 年から 3 年までの児童クラブ登録児童
　（児童館利用児童を含む）の安全管理
▷勤務先
　びらとり児童クラブおよび児童館（ふれあい
　センターびらとり２階）
▷募集人数　若干名
▷募集要件
・放課後児童支援員研修を修了した方または保
　育士・小学校教諭等の資格を有している方で、
　子どもの健全育成に熱意のある方。
・町内在住で勤務先までの通勤が可能な方。
▷勤務日・時間
　週２～３日程度　13：30 ～ 17：30 まで
　（長期休業期間中は勤務時間を変更していた
　だくことがあります）
▷勤務開始予定　７月
▷謝金　役場規定による
▷応募締切
　6 月 21 日㈪までに履歴書（写真貼付）を持
　参または郵送により保健福祉課福祉係まで提
　出してください。
▷採用方法　書類審査・面接

びらとり児童クラブ児童支援業務
代替補助員の募集

  問 保健福祉課 福祉係  ☎ 4-6112

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付に来られない方
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付に関する相談を受
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

公営住宅・特定公共賃貸住宅入居者募集  　　 問 建設水道課 財産管理係  ☎ 2-2226

団地名 建設
年度

住宅
番号

住宅
規模

面積
㎡

水洗
トイレ

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

本町向陽 平 21 1-2 2LDK 65.16 ○ 21,500 24,900 28,500 32,100
本町向陽 平 22 4-1 3LDK 83.16 〇 27,800 32,100 36,700 41,400
本町みどりが丘 昭 52 48-2 3DK 53.51 9,300 10,700 12,300 13,900
本町上 平 2 2-2 3LDK 63.11 15,200 17,500 20,100 22,600
荷負市街 昭 47 4-1 ２DK 40.50 5,000 5,800 6,700 7,500
荷負市街 昭 47 4-3 ２DK 40.50 5,000 5,800 6,700 7,500
貫気別新 平 13 1-1 2LDK 60.15 ○ 15,800 18,200 20,800 23,500
貫気別新 平 14 5-2 2LDK 60.15 〇 15,900 18,400 21,000 23,700
貫気別新 平 14 8-1 2LDK 60.15 〇 15,900 18,400 21,000 23,700
振内池売山手 昭 59 34-2 3LDK 63.11 11,800 13,600 15,500 17,500
振内池売山手 昭 62 36-1 3LDK 63.11 12,700 14,700 16,800 19,000
振内山手 昭 42 1-2 2DK 33.01 3,300 3,800 4,300 4,900
振内新 平 12 43-1 2LDK 56.70 〇 17,300 20,000 22,900 25,800

【公営住宅】

※公営住宅の家賃は、毎年度、入居者の収入など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。
※本町向陽・貫気別新・振内新団地は、給湯ボイラー・集中換気システム設置住宅です。

▷申込期限　６月 23 日㈬必着
▷入居予定　７月中旬から
▷申込先　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

団地名 建設
年度

住宅
番号

住宅
規模

面積
㎡

水洗
トイレ 月　　額　　家　　賃

新二風谷 平　７ 1-1 3LDK 74.46 ○ 39,000 円 +1,000 円（共益費）

【特定公共賃貸住宅】

※入居資格：平取町に住所がある方（または転入する方）で、同居者がいること。
　　　　　　4 人世帯の場合で、年収がおよそ 448 万円～ 909 万円の方。
※条件付入居となる住宅があります。

　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。

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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　介護支援専門員（ケアマネージャー）の資格
を取得するために必要な試験が実施されますの
で、次によりお知らせします。
▷受験申込書配布場所
　保健福祉課窓口（ふれあいセンターびらとり）
▷受付期限　６月 24 日㈭ まで（当日消印有効）
▷申込先　
　一般社団法人 北海道介護支援専門員協会
▷受験料　12,000 円

令和 3 年度北海道介護支援専門員
実務研修受講試験について

  問 一般社団法人 北海道介護支援専門員協会
  ☎ 011-596-0392

　平取町自治振興会では、花だんをつくってい
る自治会や個人を募集しますので、ぜひ応募く
ださい。
▷内容
　手づくりされた花だんの写真を展示、紹介し
　ます。また、展示終了後には写真と参加賞を
　プレゼントします。
▷申込み　６月 30 日㈬まで
※各自治会に応募用紙を配布してありますの　
　で、必要事項を記入のうえ、事務局へ申込み
　ください。（ファックスも可）

「花美飾人」( 手作り花だん）の募集
 問 まちづくり課広報広聴係 ☎ 2-2222Ｆ 2-2277

　教育委員会では、現在、町内の小中学校で使
用している教科書見本を次のとおり展示します。
▷期間　６月 19 日㈯～７月２日㈮
▷場所　ふれあいセンターびらとり１階ロビー

教科書展示会を開催します
  問 生涯学習課 学校教育係  ☎ 2-2619

　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。

運転免許証の更新時講習
  問 門別地区交通安全協会  ☎ 01456-2-0110

　交通安全協会では、優良運転講習を次のとお
り予定していますので、お知らせします。なお、
受講対象者は、事前に門別警察署内の交通安全
協会で更新手続きを済ませた方のみとなります
ので、ご注意ください。
▷日時　７月９日㈮　18：00（講習時間 30 分）
▷受付　17：30 ～
▷場所　ふれあいセンターびらとり　小会議室
▷申込・問合せ
　門別地区交通安全協会（門別警察署内）
　（事前の申込手続きが必要です）
※更新手数料については、交通安全協会へお問
　合せください。

　一般的に暑くなる７月から９月までの期間は、
ハチに刺される事故の件数が増加します。ハチ
の巣は、小さいうちに早期発見し、駆除（除去）
することが大切です。特にスズメバチは、８月
以降より攻撃的になりますので、むやみに近づ
いてハチを刺激しないように注意しましょう。
　ハチの巣をご自宅など私有地で見つけた場合
は、原則、その所有者や管理者で対処をお願い
します。町有地内で見つけた場合は、その場所
の管理者にご連絡をお願いします。なお、ハチ
防護服・駆除スプレーの無償貸出を行なってお
りますので、ハチの巣を見つけた際はご利用く
ださい。また、町内では高齢者事業団がハチ駆
除を有償で請け負っていますので、必要に応じ
ご相談願います。
　ご高齢・ひとり親世帯などのハチの巣駆除や
その他のご相談は、町民課生活環境係（ふれあ
いセンターびらとり内）または役場支所へお問
合せください。
※貸出用のハチ防護服は毒針が刺さりにくい構
　造ですが、絶対に刺されないとは言い切れま
　せん。駆除の際は十分な注意を払い、自己責
　任で行ってください。

ハチの巣を見つけたら
  問 町民課 生活環境係  ☎ 4-6113
　　役場振内支所  　　 ☎ 3-3211
　　役場貫気別支所      ☎ 5-5204
　　高齢者事業団         ☎ 2-3821

　第1回文化大学講座を次のとおり開講します。
受講は会場またはオンラインを選択できます。
オンライン受講の場合は、事前の申込が必要と
なります。
▷日時　６月 25 日㈮　18：30 ～ 20：30
▷会場　平取町中央公民館大ホール
▷講座テーマ
　〈「アイヌ・アート（芸術）」は問いかける；
　その近現代史〉
　アイヌ文化の重要な分野である美術工芸が近
　現代にどのように変化してきたかを学び、さ
　まざまなつくり手による作風などを知ること
　を通じて、これからのアイヌ・アートの可能
　性について考える機会にしたいと思います。
▷講師　池田　忍氏（千葉大学文学部教授）
▷講義題　「アイヌの造形の近現代史」
▷コメンテーター
　小笠原小夜氏　イラスト（CG・刺繍等）作家
　山崎明子氏　奈良女子大学教授
※詳しくは平取町のＨＰを見ていただくか、平
　取町アイヌ文化振興公社または町役場アイヌ
　施策推進課にお問合せください。
▷申込先　アイヌ文化振興公社
  E-mail:biratori.ainubunka.s.k@gmail.com

シシリムカ文化大学講座のご案内
  問 ㈱平取町アイヌ文化振興公社  ☎ F 2-2152

　町では、すずらん群生地保全のため、「除草
ボランティア」を募集します。参加を希望され
る方は、次により申込みください。
▷期日　６月 25 日㈮　9：30 ～ 15：00
▷集合場所　「すずらん群生地」（平取町芽生）
▷募集人数　町民 10 人程度
▷募集期限　６月 21 日㈪まで
※参加者には、昼食・飲み物を提供します。
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により
　中止となる場合があります。

すずらん群生地「除草ボランティア」
の募集

 問 観光商工課 観光推進係  ☎ 3-7703

　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　７月 27 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

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

　イオル再生事業の一環として『オヒョウの木
の皮を使ったブレスレット作り』を実施します。
参加希望者は、事前の申し込みが必要ですので、
次により申し込みください。
▷日時　７月７日㈬
　　　　 19：00 ～ 20：00
▷集合場所　アイヌ工芸伝承館ウレシパ
　　　　　　（平取町二風谷 77-14）
▷対象　小学３年生以上の町民（近隣市町民の
　　　　方も可）
▷参加費　無料
▷定員　10 名（先着順）
▷申込期限　６月 30 日㈬
▷申込先　㈱平取町アイヌ文化振興公社

平取地域イオル再生事業
【ミニ体験】参加者募集
  問 ㈱平取町アイヌ文化振興公社  ☎ F 2-2152

　本町河川敷地の「水辺空間」（12ha）に生息
する植物や魚類、昆虫の観察会を実施します。
どなたでも参加できますので、参加希望者は次
により申し込みください。
▷日時　７月 17 日㈯
　　　　 9：00 ～ 12：00
▷集合場所　アイヌ文化情報センター
▷内容　
　水辺の植物や魚類・昆虫の観察会とトマ（ご
　ざ）編み体験会
▷参加費　無料
▷服装　野外活動がしやすい服装
　　　　長靴で参加ください。
▷持ち物　帽子、軍手、雨具、飲み物、 防虫ス
　　　　　プレーなど
▷定員　20 名程度
▷申込期限　７月９日㈮　17：00
▷申込先　㈱平取町アイヌ文化振興公社
※万が一に備え、健康保険証（遠隔地健康保険
　証等）を必ず持参ください。

イオル自然体験会Ⅱ
水辺のイオルをめぐる体験のご案内

  問 ㈱平取町アイヌ文化振興公社  ☎ F 2-2152

　７月に開催を予定しておりましたモンキーリ
バーランド夏まつりにつきましては、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のため、中止となり
ました。何卒ご理解賜りますようお願い申し上
げます。

「モンキーリバーランド夏まつり」の
開催中止

 問 沙流川共和国（平取町商工会）  ☎ 2-2329
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　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         

「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

☎ 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



国民健康保険・後期高齢者医療
保険証の交付方法を郵送に変更します

  問 町民課 保険医療係  ☎ 4-6113
　これまで、ふれあいセンターびらとり・役場
支所で行なっていた保険証の交付を今年度から
郵送に変更します。
　現在使用されている保険証の有効期限は、令令
和３年７月 31 日和３年７月 31 日となっています。令和３年８
月１日からお使いいただく新しい保険証を７月
下旬頃に「特定記録郵便」でご自宅に送付しま
す。古い保険証は窓口に返却するか、裁断する
などしてご自身で処分してください。「郵送で
は不都合が生じる」、「これまでどおり窓口で受
け取りたい」などのご希望がある方は町民課保
険医療係（ふれあいセンターびらとり内）まで
お問合せください。
　なお、他市町村に住所登録がある学生の方は、
窓口での手続きが必要となります。対象の方へ
は個別にお知らせしますので、新年度の在学証
明書または学生証の写しを持参のうえ、手続き
をお願いいたします。
※特定記録郵便：郵便物の状況が記録に残り、
　配達の際はご自宅の郵便受けに投函されます。
　そのため不在でも受け取ることが可能です。

　町では、次により正規職員を募集します。
▷職種 ･ 人数
　一般事務職員（土木技術者）1 名
▷採用年月日　令和 3 年度内　※相談可
▷応募資格
・実務経験が概ね５年以上の方または高校卒業
　以上で土木科を専攻した方
・昭和 56 年 4 月 2 日以降に生まれた方
・平取町に居住できる方
・普通自動車第一種免許所持者
※次により抜粋の地方公務員法第 16 条（欠格
　条項）に該当する方は応募できません。
・禁錮以上の刑に処され、その執行を終わるま
　でまたはその執行を受けることがなくなるま
　での者
・当該地方公共団体において懲戒免職の処分を
　受け、当該処分の日から２年を経過しない者
▷提出書類
・採用試験申込書 ( 役場・両支所備え付け）
　または履歴書 ( 写真貼付 )
・運転免許証の写し
・卒業証明書 ( 最終学校 )
・学業成績証明書 ( 最終学校 )
▷提出期限　令和 4 年２月 18 日㈮
※平日の 8：30 ～ 17：15 まで
※申込があり次第、随時面接を行ない、採用者
　が決定した場合は受付を終了します。

▷試験期日　後日通知
▷試験会場　平取町役場
▷試験方法　一次　書類審査
　　　　　　二次　面接試験
▷勤務条件　平取町職員の給与に関する条例等
　の規定による。

平取町職員募集
  問 総務課 総務係  ☎ 2-2221

▷定員　各送迎バス　15 名程度
▷申込受付日　6 月 14 日㈪～６月 22 日㈫まで
▷受付時間　9：00 ～ 17：00
▷申込・問合先　教育委員会生涯学習課
　　　　　　　　社会教育係
※公演については、今号のまちだよりにチラシ
　を折り込みしていますのでご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、
　延期または中止の場合があります。

貫気別方面
バス乗車場所 予定時刻

 貫気別支所前　発 １２：５６
 バス停　荷負本村 １３：０２
 バス停　荷負 １３：０８
 バス停　二風谷資料館前 １３：１６
 バス停　二風谷小学校前 １３：２０
 バス停　小平 １３：２７
 中央公民館　着 １３：３０

振内方面
バス乗車場所 予定時刻

 バス停　岩知志　発 １２：４４
 振内支所前 １２：５２
 バス停　農協振内支所前 １２：５５
 バス停　幌毛志中央 １３：０１
 バス停　長知内 １３：０７
 中央公民館　着 １３：３０

紫雲古津方面
バス乗車場所 予定時刻

 バス停　紫雲古津　発 １３：１０
 バス停　紫雲古津小学校前 １３：１４
 バス停　去場 １３：１８
 バス停　荷菜 １３：２２
 バス停　中学校前 １３：２６
 中央公民館　着 １３：３０

  町民芸術劇場　劇団パトスパックによる「永遠の矢 - トワノアイ -」公演
  無料送迎バス運行のお知らせ　　　　問 生涯学習課 社会教育係  ☎ 2-2619

　俳優の宇梶剛士さんの劇団パトスパックによる公演開催に合わせ、無料送迎バスを運行しますの
で、バスの利用をご希望される方は、お申込みください。
▷公演日時　7 月 4 日㈰　14：00 開演（13：30 開場）
▷入場料　　無料（整理券が必要です）
▷送迎バス運行予定時刻表（※復路については、全てのバスが中央公民館を 16：15 に出発予定）

　農業者年金は、国民年金の第一号被保険者で
ある農業者がより豊かな老後を過ごすことがで
きるよう国民年金（基礎年金）に上乗せした公
的な年金制度です。次のとおりメリットがたく
さんありますので、農業者年金へのご加入をお
願いします。
〇農業従事者なら誰でも加入できます
〇積立方式で安心した財政運営です
〇保険料は自由に選択できます
〇税制面でも大きな優遇があります
〇保険料の国庫助成があります

農業者年金に加入しませんか
  問 農業委員会  ☎ 2-2695
 　  びらとり農協営農課  ☎ 2-2020

　現況届は、農業者年金受給者の受給資格の有
無について、農業者年金基金法の定めにより、
毎年１回確認するものです。
　送付された現況届用紙に必要事項を記入・署
名のうえ、6 月中に農業委員会へ提出ください。
　なお、提出に際しては、新型コロナウイルス
感染症拡大の影響を考慮し、原則、郵送により
提出願います。
▷送付先　平取町本町 28 番地　
　　　　　平取町農業委員会宛

農業者年金 現況届提出のご案内
  問 農業委員会  ☎ 2-2695

　こころの専門家である精神科領域専門のス
タッフを外部委託し、こころの健康相談会を実
施します。ご本人はもちろん、ご家族や周りの
人からの相談でも構いません。安心してお申込
みください。

〈例えば…〉
・周囲の人とはなんとなくうまく付き合えない
・家族の対応で困っている
・最近眠れない…食欲がない…
・受診したほうがいいのかな。でも、受診前に
　相談してみたい。　など
▷開催日　６月 24 日㈭　11：00 ～ 14：00
※完全予約制
※有意義な相談となるよう、お申込み時には、
　相談したいことや今の生活のことなど、保健
　師があらかじめご確認させていただきますの
　で、ご了承ください。どうしても話をしたく
　ない場合には、その旨、お電話でお伝えくだ
　さい。
▷問合・申込先　保健福祉課保健推進係

こころの健康相談事業のご案内
  問 保健福祉課 保健推進係  ☎ 4-6112

　火災・救急出場件数は次のとおりです。

火災・救急出場件数（5 月末）
問 平取消防署 予防課  ☎ 2-2361

火　災 救　急
種別 件数 年累計 種別 件数 年累計

建 　物 1 3 交通事故 0 8
林　 野 0 0 急　 病 11 56
車 　両 0 0 一般負傷 3 12
そ の 他 1 2 そ の 他 0 3

転院搬送 5 21
合 計 2 5 合 計 19 100

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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