
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

【公営住宅】

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 3-2 3LDK 83.16 ○ 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
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。

【特定公共賃貸住宅】
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

本町かつら 平６ 66-2 3LDK 73.52 ○ 39,000 円 +1,000 円（共益費）
※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。

▷申込期限　８月 18 日㈬　必着　　　▷入居予定　９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

８月は「北方領土返還要求運動強調月間」
  問 北海道北方領土対策本部運動交流グループ  
　☎ 011-204-5069

　我が国固有の領土である択捉
島、国後島、色丹島および歯舞
群島からなる北方四島の早期返
還の実現は、道民はもとより国
民の長年にわたる悲願です。
　道では、この北方領土問題の
解決に向け、道民世論の結集を図り、国の外交
交渉を積極的に後押しするため、昭和 41 年から、
旧ソ連邦が日本に対し宣戦を布告し、北方四島
の占拠を開始した月である 8 月を「北方領土返
還要求運動強調月間」として、重点的な返還要
求運動を実施しています。
　振興局への署名コーナーの設置など、北方領
土問題の解決に向けた啓発活動を展開します。

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

８月の行事予定 （16 日～ 31 日） 

17日（火） 始業式 / 各小中学校
24日（火） 9：00 総務文教常任委員会

/ 学校訪問（25 日迄）
26日（木） 14：00 教育委員会

/ 中央公民館（傍聴できます）
30日（月） 9：30 総務文教常任委員会

/ 議員・委員控室（傍聴できます）
31日（火） 9：30 産業厚生常任委員会

/ 議員・委員控室（傍聴できます）

 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
～まん延防止等重点措置～

　期間　8月２日㈪～８月 31日㈫

▶デルタ株への置き換わりを想定し、基本
　的な感染防止対策を徹底しましょう
▶札幌市との不要不急の往来は控えましょう
▶不要不急の都道府県間の移動は控えま　
　しょう

　令和２年度に平取町に設置した平取町地域学
校協働本部を主体とした学びでまちの未来をつ
くる「まなびみらいびらとり」を開催します。
ご興味のある方はぜひご参加ください。
▷日時　８月 26 日㈭　18：30 ～ 20：00
▷会場　平取町中央公民館およびオンライン
▷内容　
　①ひとづくり・地域づくりについて考える。
　②平取町のコミュニティ・スクールについて
　　の情報交流
▷参加料　無料
▷申込期限
　８月19日㈭までにお電話で申し込みください。

「まなびみらいびらとり」参加者募集
  問 生涯学習課 社会教育係  ☎ 2-2619

　平取町交通安全推進委員会および平取町防犯
協会連絡協議会では、生活安全の啓蒙を図るこ
とから、ゲートボール・パークゴルフ大会を開
催しますので、参加を希望するチームおよび個
人は次により申し込みください。
▷期日　９月 10 日㈮　9：30 ～
▷会場　二風谷ファミリーランド運動公園
▷参加料　無料
▷申込期限　９月６日㈪
▷申込先　町民課生活環境係
　　　　　（ふれあいセンターびらとり内）

「生活安全ゲートボール・パーク
ゴルフ大会」のお知らせ

  問 町民課 生活環境係  ☎ 4-6113

　教育委員会では、新型コロナウイルス感染拡
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

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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「子どもの人権１１０番」強化週間
　法務局では、子供の人権についての専用相談電話「子どもの人権１１０番」を設置しています。
いじめや虐待など子どもの人権に関する悩みをご相談ください。
　また、令和３年 8 月 27 日㈮から 9 月２日㈭までは、「全国一斉『子どもの人権１１０番』強化週間」
です。期間中は、平日の受付時間を延長して、土日も対応します。

子どもの人権 110 番　　０
フ リ ー ダ イ ヤ ル

１２０ ‐ ０
ぜろぜろなな

０７ ‐
の

１
ひゃくとおばん

１０　（全国共通・通話料無料）
　

　◆受付時間　　平日：8：30 ～ 17：15（年末年始を除く）
　◆強化週間中の受付時間
　　　　　　　　８月 27 日㈮、８月 30 日㈪～９月２日㈭：8：30 ～ 19：00
　　　　　　　　８月 28 日㈯、８月 29 日㈰：10：00 ～ 17：00

「こころの広場」開催
  問 日高家庭生活カウンセラークラブ
　　代表  和田与志男  ☎ 2-2722

知ってますか？
道の「苦情審査委員」制度

  問 北海道総合政策部知事室道政相談センター                     
  ☎ 011-204-5523

　協会けんぽ北海道支部では年度内に 1 回、加
入者の皆さまの健診費用の一部を補助していま
す。35 歳～ 74 歳の被保険者（ご本人）さまへ
は、がん検診を含めた充実した健診項目の「生
活習慣病予防健診」を、40 歳～ 74 歳の被扶養
者（ご家族）さまへは、メタボリックシンドロー
ムに着目した「特定健康診査」の２つの健診を
ご用意しております。
　また、生活習慣改善のためいん、メタボリス
クの高い方に保健師による健康サポート（特定
保健指導）を実施しておりますので、こちらも
ぜひ、ご活用ください。

年に一度は健診を受けましょう！
  問 全国健康保険協会（協会けんぽ）
　　北海道支部  　☎ 011-726-0352（代表）

〇　道が行った業務や制度の内容を審査する制
　　度が、「北海道苦情審査委員」制度です。
〇　皆さん自身の利害に関する苦情であれば、
　　「苦情審査委員」に申立てできます。
〇　審査の結果、道の業務に不満な点や制度に
　　問題があるときは、道の機関に是正や改善
　　を求めます。
〇　もちろん、個人情報の保護にも十分配慮し
　　ます。

　①苦情申立ての窓口は、道庁の『道政相談セ
　　ンター』か各総合振興局（振興局）の総務課
　②苦情申立書およびリーフレットを用意して
　　います。
　③道のホームページからでも申立書をダウン
　　ロードできます。
　→トップページの「総合案内」の
　　道政相談等の窓口（または「道政相談」で検索）
　→「２　苦情審査委員の窓口」の
　　道政に関する苦情申立ては、北海道苦情審
　　査委員へ
　→４　苦情申立てについて（申立書はこちら）
　④「苦情申立書」に必要な事項を記入し、苦
　　情申立ての窓口に提出してください。また、
　　郵送、ファクス、メールでも申立てができ
　　ます。
　⑤問合せ先
　・北海道総合政策部知事室道政相談センター
　　〒 060-8588　札幌市中央区北 3 条西 6 丁目
　　☎ 011-204-5523　FAX 011-241-8181
　　ﾒｰﾙ　kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp
　・各総合振興局（振興局）総務課

　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、心の援助ができるよう支援します。
　面談希望の方は直接会場にお越しください。
電話相談の方は、時間内までお受けしますので
お気軽にご相談ください。
▷日時　8 月 29 日㈰　13：00 ～ 16：00
　【面談希望者】　平取町中央公民館 中会議室
　【電話相談希望者】　☎ 2-3199　まで
▷相談料　無料
▷その他
　相談者のプライバシーは厳守し、守秘義務に
　て行います。また、小さいお子様を連れての
　来館も結構ですので、お気軽にお越しください。
　主催：日高家庭生活カウンセラークラブ
　後援：平取町教育委員会

　本校寄宿舎におきまして、避難訓練（夜間火
災）を次により実施します。非常ベルや放送の
音が町内に聞こえるなど、ご迷惑をおかけしま
すが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いし
ます。
▷日時　８月 24 日㈫　20：35 ～ 21：00
　　　　（予備日　８月 31 日㈫）
▷場所　平取養護学校　寄宿舎
▷内容　寄宿舎避難訓練（夜間火災）

避難訓練（夜間火災）のお知らせ
 問 平取養護学校 ☎ 2-3178

　８月 28 日㈯に開催予定でした「第 34 回ふ
れあい広場」は、新型コロナウイルスの感染拡
大防止の観点から町民の皆さまの健康と安全確
保を最優先に考え、中止とします。
　開催にご協力いただいている団体および関係
機関ならびにボランティアの皆さまには、年度
当初から準備をいたしているかと存じますが、
ご理解願います。

「第 34 回 ふれあい広場」の《中止》
  問 平取町社会福祉協議会  ☎ 4-2267

農　業　委　員

推薦および
応 募 方 法

①　町内全域からの推薦（3 人以上の連名による推薦）
②　団体等からの推薦
③　一般からの公募
　様式に必要事項を記載し、持参または郵送により下記の申込先に提出してください。
※様式は、農業委員会事務局の窓口で配布しています。また、平取町ホームページ　
からもダウンロードできます。

募 集 人 数 　農業委員（中立委員）　　　１名

推薦および
応 募 資 格

　次のいずれかに該当する者
①　平取町に住所を有する者（ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。）
②　平取町で設置する付属機関等の委員のうち教育委員、または固定資産評価審査委
　　員会委員で無い者
③　平取町の職員で無い者
④　利害関係を有しない者
　例　・農地を所有していない者
　　　・農業経営に携わっていない者

推薦および
応募受付期間

　令和 3 年 7 月 21 日㈬～８月 23 日㈪　必着
　受付時間　平日 8：30 ～ 17：15　昼休み (12：00 ～ 13：00）を除く

（応募状況について、中間および結果を平取町ホームページおよび掲示板で公表します。）

主 な 役 割

①　農地の権利移動等の申請許可、決定等の審査のため、現地確認や農業委員会の会
　　議に出席
②　農地利用最適化推進委員と連携し、遊休農地の発生防止・解消の推進、担い手へ
　　の農地集積の推進、新規就農者の支援のための活動、指針等の作成
　　農地中間管理機構との連携

任　　　期 　農業委員　任命の日～令和５年７月 19 日
※女性・若い人の積極的な応募、推薦をお待ちしております。

　平取町農業委員会では、農業委員（中立委員）1 名の欠員に伴う補充のための推薦および募集を
行います。
　農業委員会は、農地などの権利移動の許可や都道府県知事が農地転用の許可を行う場合の意見具
申等の事務を行っており、公平・公正な判断が強く求められる組織であることから、委員会の意思
決定に農業分野以外の者の意見を反映させることが必要です。
　このため、市町村長は、委員の任命に当たっては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関
係を有しない者が含まれるようにしなければなりません。
　以上のことから、農業に関する識見を有し、農地利用の最適化の推進、さらには農業委員会の所
掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる方を募集します。

平取町農業委員（中立委員）の補充募集　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問 平取町農業委員会事務局（役場内）  ☎ 2-2695

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 8 月 6 日
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ほくでん岩知志ダム、岩知志発電所
からの放流のお知らせ方法

  問 北海道電力株式会社 日高水力センター
  ☎ 01457-6-2076

　ダムの水門を開けたり、発電を開始したりし
て水を流すときは、川沿いに設置したスピー
カーまたはサイレンによりお知らせしますの
で、水難事故防止のため速やかに河川から離れ
てください。
　ゲリラ豪雨等により、ダムへ流入する川の水
が急激に増加し、緊急的にダム放流を増加する
時は、通常時と異なる男性の声で緊急放送を行
いますので、直ちに河川から離れてください。
　また、川沿いにお住まいの方は、河川に近づ
かないようお願いします。特に、魚釣りや子ど
もの川遊びなどは十分注意願います。
◆放流する時にお知らせ方法
1.　岩知志ダム

【スピーカーによるお知らせ】
・ダム放流を開始する時、放流により川の水が
　増え始める約 15 分前から放送します。
・ダム放流量が 200 ㎥ / 秒、500 ㎥ / 秒になっ
　た時に放送します。
・さらに、ダム放流量が 850 ㎥ / 秒になった時
　に放流します。
【サイレンによるお知らせ】
・ダム放流量が 850 ㎥ / 秒になった時に放送し
　ます。
2. 岩知志発電所

【スピーカーによるお知らせ】
・発電放流を開始する時、放流により川の水が
　増え始める約 15 分前から放送します。

※ダムから放流するときにスピーカーまたはサ
　イレンによるお知らせは、河原に居られる方
　に川から離れてもらうよう注意喚起を行うも
　のであり、ダム放流に関する法律（河川法）
　で設置が義務付けられています。
　地域住民の皆さまに対する居住地からの避難
　指示などの放送ではありません。

“よい食一生・食育月間”
　　　　　ブックフェアーのご案内

  問 保健福祉課 保健推進係  ☎ 4-6112
　6 月の開催を延期していましたブックフェア
―を開催します。ぜひ、お越しください。
▷期間　９月１日㈬～ 30 日㈭
※ 6･13・20・21・23・27 日は図書館が休館
　日のためお休みします。
▷場所　町立図書館
　　　　（ふれあいセンターびらとり３階）
▷テーマ　「食と健康」

大地連携ワークショップ in びらとり
《成果発表会》の開催
  問 ( 株 ) 平取町アイヌ文化振興公社
　　大地連携グループ  ☎ 2-2152

　大地連携ワークショップとは、大学のキャン
パスを飛び出し、「地域」について学び合うプ
ログラムです。また、地域の「達人」たちと一
緒にアイヌ文化を体験しながら、「地域」が抱
える課題についても考えます。
　そして、学生の皆さんの考え方やアイデアを
地域の方々と共有したり、共に学び合ったりす
るために、最終日には、成果発表会を行うこと
になっており、町民の希望者の皆さまも聴講で
きるようになっています。聴講については、会
場またはオンラインを選択できます。オンライ
ン聴講の場合は、事前の申込が必要となります。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
会場に入れる人数を制限いたしますので、入場
者は、先着順とします。
▷日時　８月 27 日㈮　10：00 ～ 12：00
▷会場　沙流川歴史館レクチャーホール
▷参加学生数　28 名
▷参加大学名　
　慶應義塾大学・立命館大学・獨協大学・秋田
　公立美術大学・和歌山大学・東洋大学・滋賀
　県立大学・沖縄県立芸術大学・琉球大学・北
　海道大学・札幌大学ほか
▷申込フォーム　
　https://ux.nu/z0ALx にアクセスし、お申込
　みください。

町道通行止め
  問 建設水道課 土木用地係  ☎ 2-2226

　中山間平取南地区排水路工事に伴い、荷菜福
満線を次のとおり通行止めとしますので、ご協
力をお願いします。
▷期間　９月１日㈬～ 11 月 30 日㈫

至　去場 至　本町

(株)フジエス

通行止め予定箇所

(株)フジエス倉庫

国道２３７号線

ﾌｰﾄﾞｼｮｯﾌﾟたき バス停

荷菜
共同
作業
場線

荷菜ケナシ線

至

川
向

去場荷菜線

至　去場

荷
菜
酪
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荷
菜
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　第１回テーマ「オキクルミ伝説を聞きながら、
よるあそび」を行います。
　たき火起こしと簡単料理作り、そしてたき火
を囲み、アイヌの伝説を聞きながら、平取にとっ
て大切なもの＝文化的景観について一緒に考え
てみませんか。（参加費無料・要申込）
▷日時　８月 28 日㈯　16：00 ～ 20：00
▷場所　二風谷ファミリーランド　野球場
※　雨天・荒天時は順延
※　詳細は、折り込みチラシをご覧ください。

「ビラトリ　よるあそび」の開催
  問 （株）ノーザンクロス  ☎ 2-3501

　北海道では、一般参加型の防災訓練「北海道シェイクアウト」を９月１日㈬ 午前 10 時に実施します。
　シェイクアウトは、大地震の揺れから「まずは自分の身を守る」ことを目的とした訓練で、前年度
は全国で約 333 万人、道内で約 12 万人が参加しました。
　参加の意思さえあれば「場所を問わない」「時間がかからない」「家庭・学校・企業の実態に応じた
参加ができる」といった特徴をもった参加しやすい訓練ですので、ぜひ参加しましょう。
　また、同時刻に平取町防災メール登録者の皆様に訓練メール（地震発生、安否確認）を送信します
ので、参加にご協力をお願いいたします。
▷訓練日時　9 月１日㈬　10：00
▷訓練内容
　訓練の時間になりましたら、各人がその場所で概ね１分程度、「① Drop（まず低く）、② Cover（頭
　を守り）、③ Hold on（動かない）」という「基本行動」（安全行動の１－２－３）を実施してください。
　また、訓練メールを受け取った方は、安否確認（選択式）をご回答ください。
　さらに、自主訓練計画がある場合は、引き続き実施してください。
▷参加方法
　Web ｻｲﾄ（http://www.shakeout.jp/event/hokkaido/）にｱｸｾｽし、
　申込ﾌｫｰﾑから登録してください。

全道一斉、シェイクアウト訓練に参加しよう！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問 まちづくり課 防災係  ☎ 2-2222

「ベビー＆キッズマッサージ教室」開催
  問 代表：石黒  ☎ 090-6873-9292

　子どもへのマッサージには素晴らしい効果が
たくさんあります。タッチケアをおうちで続け
られるように丁寧にアドバイスします。レッス
ン後はゆったりと交流の時間も設けますので、
ぜひ、体験してみてください。
▷期日　８月 20 日㈮　10：30 ～ 12：00
▷場所　ふれあいセンターびらとり　
　　　　２階　栄養運動実習室（和室）
▷料金　無料
▷対象　年齢制限はありません
▷定員　６組　
▷講師　ベビマセラピスト石黒・渡邉
　　　　（子育て中のママ２人が楽しい
　　　　マッサージの時間をお届けします）
▷申込先　電話または E メール
　　　　　biratori.babymassage@gmail.com
※　月１回ペースで開催予定。
　　次回の日程は、「まちだより」でお知らせ。
※　この事業は、「町民税まちづくり 1％事業」です。

動物検疫所（農林水産省）からの
重要なお知らせ

  問 産業課 畜産係  ☎ 2-2223
　2018 年 8 月、中国で確認された「アフリカ
豚熱」が、その後、アジア地域の各国に広がっ
ております。そのため動物検疫所では、本病の
国内侵入を防ぐ対策として、免税店で売られて
いる肉製品であっても、アフリカ豚熱が発生し
ている地域からは持ち込めないよう検疫を強化
しておりますのでご協力をお願いします。また、
口蹄疫、アフリカ豚熱、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・ソーセージ等の肉製品は法律で輸入
が禁止されており、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
合には、３年以下の懲役または 300 万円以下（法
人の場合 5,000 万円以下）の罰金が科せられま
すので、絶対に持ち込まないようお願いします。

びらとり和牛・黒豚特別販売《町民限定》
  問 平取町観光協会  ☎ 3-7703

　平取町観光協会ではびらとり和牛などの消費
拡大を図るために、びらとり和牛・黒豚を特価
で販売いたします。事前申込となっております
が、販売品目や申込書など詳細は次回の「まち
だより」に折り込みますのでご確認ください。
▷申込期間　
　次回「まちだより」発行日～ 9 月 8 日㈬

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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農業者年金 現況届提出のご案内
  問 農業委員会  ☎ 2-2695

国民年金保険料の学生納付特例制度
  問 町民課 年金係  ☎ 4-6113
  問 苫小牧年金事務所  ☎ 0144-36-6135

認知症サポーター養成講座開催
  問 保健福祉課 介護支援係  ☎ 4-6114

　町では、認知症の人や家族が地域で安心して
暮らせるよう、認知症に関する正しい知識を持
ち、認知症やその家族を応援できる認知症サ
ポーターの養成を次のとおり行います。
▷対象者
　①平取町民
　②各種団体・職場・学校など
※最低３～５名から開催が可能です。　
▷内容
　キャラバン・メイト（認知症サポーター養成
　講師）が、認知症の基礎知識や対応方法等に
　ついて分かりやすくお伝えします。
▷申込先　保健福祉課介護支援係
　　　　　（ふれあいセンターびらとり内）
※開催日時・会場などはその都度、ご相談に応
　じます。

「はかり」定期検査のお知らせ
  問 観光商工課 商工労働係  ☎ 3-7703

　商店や工場などで、取引や証明上の計量に使
用している「はかり」は、計量法に基づき北海
道知事が行う定期検査（２年に１回）に合格し
なければ、継続して使用することができなくな
ります。該当する「はかり」を所有されている
皆さま（事業所・官公庁）は必ず受検してくだ
さい。
▷日程および会場

8 月 24 日㈫
14：00 ～ 15：00

8 月 25 日㈬
９：30 ～ 11：00

振内青少年会館 ふれあいセンター
びらとり

　国民年金保険料の納付は 20 歳から始まりま
すが、学生の方は納付を猶予できる「学生納付
特例制度」を利用することができます。
　ご希望の方は、在学証明書または学生証・印
鑑・年金手帳を持参のうえ、手続きを行ってく
ださい。
　また、日本年金機構のＨＰ
に国民年金制度に関する詳し
い内容が掲載されています。
右に記載のＱＲコードを読み
込んでご覧ください。

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

　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。役場の職員が相
談の場に同席すること・ご相談いただいた内容
が漏洩することもありません。安心してお申込
下さい。
＜例えば…＞
・周囲の人と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
▷日時　８月 19 日㈭　15：00 ～ 17：00
　　　　　　　　　　　（完全予約制）
※有意義な相談となるよう、お申し込み時には、
　相談したいことや今の生活のことなどを保健
　師がご確認させていただきます。どうしても
　話をしたくない場合には、その旨、お電話で
　お話しください。

　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、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

「第 3 回 小学生が選ぶ！“こどもの本”
総選挙」に投票しましょう！

  問 町立図書館  ☎ 4-6666
▷対象　小学生
▷投票方法　
　図書館で「投票用紙」を受け取って、自分の
　「1 番好きな本」のタイトルなど必要事項を記
　入して、また図書館に提出してください。
　（投票結果の発表は、令和 4 年２月 11 日㈮・
　㊗で、その内容は図書館でお知らせします。）
▷投票締切　９月５日㈰

　アイヌ伝統文化に親しんでもらうため、次の
とおりアイヌ文様の彫刻体験講座【コースター
制作】を行います。夏の思い出として、楽しみ
ながらアイヌ文化に触れてみませんか。お気軽
にお立ち寄りください。
▷期間　７月 31 日㈯～８月 29 日㈰
　　　　① 10：00　　② 11：00
　　　　③ 13：00　　④ 14：00
※ 1 日 4 回実施（当日受付　1 回６名まで）
▷会場　二風谷工芸館
▷対象　小学 4 年生以上
▷講師　二風谷民芸組合に所属する木彫工芸家
▷料金　無料
※令和 3 年度アイヌ政策推進交付金事業として
　実施します。

アイヌ文様を彫ってみよう
　～アイヌ文化体験学習講座～

  問 町立二風谷アイヌ文化博物館  ☎ 2-2892

　北海道では、新型コロナウイルス感染症の拡大
を防止するため、飲食店など対面でサービスを提
供する事業者を対象に、感染防止対策強化のため
に購入した備品等について支援いたします。
▷対象者
　中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）
　第 2 条に規定する道内の中小企業者（道内に
　本社・本店を有する中小法人、道内に住所を
　有する個人事業者）で、道内に店舗を有し、
　主たる業務において対面でサービスを提供す
　る事業者
例）飲食店、キッチンカー、小売店、学習塾、
エステサロン、スポーツジム等
▷補助上限額等
　・補助上限：75,000 円
　・補助率：3/4 以内
▷申請受付
　●ｅラーニング受講期間　※各回先着順
　・第 1 回目：７月 30 日㈮～８月 13 日㈮
　・第 2 回目：９月  １日㈬～９月 17 日㈮
※ｅラーニングを受講し、終了証をお持ちでな
　い方の申請は受理できません。
　●申請受付期間：７月 30 日㈮～ 11 月 19 日㈮
▷問合せ先
　飲食事業者等感染防止対策補助金事務局
　☎ 011-330-8299（コールセンター）
　8：45 ～ 17：30（平日のみ）
　事務局ホームページ：
　https://elearning.hokkaido.jp/

飲食事業者等感染防止対策補助金
  問 飲食事業者等感染防止対策補助金事務局

　教育委員会では、次により「放課後子ども教
室」の代替安全管理員を募集します。
▷募集人員　代替安全管理員　１名
▷勤務先　
　　　二風谷放課後子ども教室（二風谷生活館）
▷勤務内容　子ども達の安全管理
▷勤務時間
　長期休業中以外の登校日で、児童の下校時間
～概ね 17 時まで　
▷募集要件
　特別な資格は必要ありませんが、子どもの健
　全育成に熱意がある町内在住の方（18 歳以上）
▷勤務開始時期　9 月中旬から
▷謝金　１時間あたり　1,330 円
▷応募締切　8 月 25 日㈬までに、履歴書（写
真貼付）を持参または郵送により教育委員会ま
で提出してください。
▷採用方法　書類審査・面接

代替安全管理員を募集
  問 生涯学習課 社会教育係  ☎ 2-2619

　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、高校卒業以上で介護福祉士または
　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（写真貼付）
▷提出期限　８月 27 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
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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


