
公営住宅入居者募集     　　　　　　　　　　 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

荷菜新 平 10 2-1 2LDK 56.70 ○ 16,600 19,100 21,900 24,700
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

※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、地区や住宅規模などによりお断りする場合があります。
※荷菜新・本町向陽・貫気別新団地は、給湯ボイラー・集中換気システム設置住宅です。
※条件付入居となる住宅があります。

▷申込期限　10 月 20 日㈬　必着　　　▷入居予定　11 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

【公営住宅】

　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。

10 月の行事予定 （16 日～ 31 日） 

16 日（土） 　　　 学習発表会
/ 紫雲古津小・平取小・貫気別小

17 日（日） 　　　 学習発表会
/ 二風谷小

19 日（火）  8：30 議会運営委員会
/ 正副議長室

 9：30 町議会臨時会
/ 議事堂（傍聴できます）

26 日（火）  8：30 議員全員協議会（現地視察）
/ 町内

29 日（金） 14：00 教育委員会
/ 中央公民館（傍聴できます）

  平取町職員募集
  問 総務課 総務係  ☎ 2-2221

　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（社会福祉士）　１名
▷採用年月日　令和３年度内　※相談可
▷勤務場所　平取町国民健康保険病院
▷応募資格
・社会福祉士の資格を有する方（医療現場でソー
　シャルワーカーとしての勤務経験者を優遇）
・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有者
※次により抜粋の地方公務員法第 16 条（欠落
　条項）に該当する方は応募できません。
・禁固以上の刑に処され、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
・平取町職員採用試験申込書（役場総務課・各
　支所に備え付け、または町ホームページから
　ダウンロード可）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）
・職務経歴書
・資格証明書の写し
▷提出期限　10 月 29 日㈮　17：15 まで
▷提出先　平取町役場総務課総務係
▷試験期日　後日通知
▷試験会場　平取町役場
▷試験方法　1 次　書類審査、２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。

  フルタイム会計年度任用職員募集
  問 総務課 総務係  ☎ 2-2221

　町では、次により会計年度任用職員を募集し
ます。
▷職種・人数
　看護師・准看護士　１名
▷採用期間　任用日～令和４年３月 31 日
▷勤務時間　8：15 ～ 17：00
▷勤務場所　平取町国民健康保険病院
▷勤務条件　週休 2 日
▷給料　町規定による
▷諸手当　期末手当、通勤手当（通勤条件による）
▷応募資格
・18 歳以上で、通勤可能な方
・看護師免許または准看護士免許を有する者
・パソコンを扱える方
▷採用方法　1 次　書類審査、２次　面接試験
▷応募方法
　必要書類を総務課総務係（沙流郡平取町本町
　28 番地）へ提出（持参または郵送）してく
　ださい。
【必要書類】
・平取町職員採用試験申込書（役場総務課・各
　支所に備え付け、または町ホームページから
　ダウンロード可）または履歴書（写真貼付）
・看護師、准看護士免許の写し
▷提出期限　10 月 29 日㈮　17：15 まで

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

～秋の再拡大防止特別対策～

　期間　10 月１日㈮～ 10 月 31 日㈰

《北海道からの要請》
・札幌市や道外との往来は控える
・飲食は 4 人以内、短時間、「黙食」を
・学校行事は慎重に、部活は感染対策を
・飲食店の酒類提供や営業時間は自由だが、
　カラオケは控える

《平取町からのお知らせ》
・平取町内の公共施設等は通常どおり再開
・町長の面談についても制限解除しました

　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　10 月 26 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

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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  ゆからパークゴルフ大会参加者募集
  問 大会事務局　三神昭規 

　大会参加者を募集しますので、希望する方は
次により申込ください。
▷期日　10 月 16 日㈯　（小雨決行）
　　　　受付 12：10　開会式 12：20
▷場所　二風谷すずらんパークゴルフ場
▷対象者　平取町民および近隣町 PG 協会員等
▷参加料　500 円（プレイ代は別途）
▷協議方法　36 ホール・ストロークプレイ
▷表彰　男子優勝・準優勝から 10 位
　　　　女子優勝・準優勝から７位その他各賞
▷申込　
　平取町民はすずらんパークゴルフ場またはエ
　コランドパークゴルフ場の掲示板をご確認の
　うえ申込書に氏名を記載。
　近隣町民は、協会毎に大会事務局（三神昭規）
　までまとめて郵送してください。

  ライトアップイベント《二柏の丘》
  問 びらとり自然ガイドクラブ《アオトラ》
  ☎ 090-8372-3666（代表　船越光次）

　夕陽、夕焼け、星空の鑑賞の美しい季節にあ
わせ、次によりライトアップイベントを開催し
ます。ぜひ、ご観賞ください。
▷場所　《二柏の丘》（川向北端の丘の上）
▷期日　10 月９日㈯・10 日㈰（雨天中止）
　　　　10 月 16 日㈯（雨天の場合、順延）
▷時間　17：30 ～ 19：30
　　　　（夕焼け鑑賞は 15：30 頃から）
※アオトラスタンプ５回押印ごとに粗品進呈。
※防寒着、マスク着用をお願いします。

  農地利用状況調査（農地パトロール）
  問 農業委員会  ☎ 2-2695

　10 月 18 日㈪～ 19 日㈫・26 日㈫の３日間、
農地法第 30 条に基づき町内すべての農地を対
象に農地利用状況調査（農地パトロール）を実
施します。
　担当地区の農業委員・農地利用最適化推進委
員が調査のため農地に立ち入ることがあります
が、ご理解・ご協力お願いいたします。

  農地相談
  問 農業委員会  ☎ 2-9625

　農地について相談ありましたら、地区の農業
委員・農地利用最適化推進委員または農業委員
会事務局までご連絡ください。なお、許可なく
農地の売買・賃貸借を行う、農地を農地以外に
形状変更すると罰則があります。また、耕作さ
れていない農地についても、罰則がありますの
でご注意ください。

  写真展《ライトアップ・景勝地ガイド》
  問 びらとり自然ガイドクラブ《アオトラ》
  ☎ 090-8372-3666（代表　船越光次）

　びらとりの素晴らしい自然の紹介やガイド、
ライトアップなどの活動を記録した写真展を開
催します。ぜひ、ご覧ください。
▷期日　10 月 19 日㈫～ 24 日㈰
▷時間　8：30 ～ 17：00（最終日は 16：00）
▷会場　ふれあいセンターびらとり
　　　　「オールシーズンパーク大ホール」

　エコランド杯パークゴルフ大会の参加者を募
集しますので、参加を希望される方は次により
お申込みください。
▷期日　10 月 24 日㈰　（小雨決行）
　受付 8：30 開会式 8：45
　開会式終了後スタート
▷場所　ニセウ・エコランドパークゴルフ場
▷対象者　平取町・日高町在住者
▷参加料　500 円（当日）
▷プレイ代　管理棟でお支払いください
　　　　　　（年会員の方は無料）
▷試合方法　36 ホール・ストロークプレイ
▷表彰　男女それぞれ優勝・準優勝から 5 位
　　　　その他各賞
▷申込期限　10 月 18 日㈪まで
▷申込先
○ニセウ・エコランド管理棟　　　☎ 3-3188
○振内 PG 部　中林正幸さん　　　 ☎ 3-3438
○平取町 PG 協会　三神昭規さん　 ☎ 2-3648
○貫気別 PG 部　松原幹夫さん　　 ☎ 5-5009
○日高 PG 部　永田節男さん　　　 ☎ 6-3683
▷主催者　社会福祉法人 平取福祉会
▷その他
※用具は各自で持参ください。
※当日の練習は 8：20 までとなります。
※緊急事態宣言の場合、中止の可能性あり。

  エコランド杯
  パークゴルフ大会参加者募集
  問 ニセウ エコランド  ☎ 3-3188

  避難訓練（火災）のお知らせ
  問 ふれあいセンターびらとり   ☎ 4-6111

　ふれあいセンターびらとりでは、次の日時で
避難訓練（火災）を行います。周辺に火災用非
常放送が聞こえるなど、ご迷惑をおかけします
がご了承ください。
▷期日　10 月 20 日㈬　8：30 ～ 9：00

  就学時健康診断の実施
  問 生涯学習課 学校教育係  ☎ 2-2619

　町教育委員会では、令和４年４月に小学校へ
入学する児童を対象に次のとおり健康診断を実
施します。
▷期日　10 月 22 日㈮　
　　　　13：15 ～（受付 13 時～）
▷会場　平取町中央公民館
▷対象者
　平成 27 年 4 月２日～平成 28 年 4 月１日生
　まれの児童（※対象者には、通知済み）
▷内容
　内科検診、歯科検診、視力検査、聴力検査、
　発達状況調査、就学相談など
▷持参するもの
　内科検診用の事前調査票、食物アレルギー調
　査票、まちだより掲載承諾書
▷就学時健康診断に関する問合せ先
　生涯学習課学校教育係

「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とセラピストから
ママへ、ハンドマッサージの時間もあります。
ぜひ、体験してみてください。
▷期日　10 月 15 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　４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 1％まちづくり事業」です。

  《ワークショップ》開催
  問 まちづくり課 地域戦略係  ☎ 2-2222

　平取町における道の駅整備の検討に際し、町
民の皆さまの意見やアイデアを幅広く反映させ
るため、ワークショップを下記の日程で実施し
ます。参加希望の方は、まちづくり課地域戦略
係までお申し込みください。
▷期日　10 月 20 日㈬　19：00 ～ 21：00
▷会場　ふれあいセンターびらとり
　　　　多目的集会室
▷申込先　まちづくり課 地域戦略係
※お電話にてお申し込みください。
▷申込期間　10 月 15 日㈮まで

【秋の火災予防運動】

- 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
 します。

　期間　10月 15 日㈮～ 10 月 31 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）

　- 住宅用火災警報器の電池切れに注意 !! -

　 住宅用火災警報器の設置義務化から 10 年以上が経

 過し、電池切れや部品の寿命によって火災を感知し
 ない可能性があります。今一度、きちんと作動する
 か確認してください。

日高西部消防組合平取消防署

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 10 月 8 日
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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 )
bousai.biratori-town@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



　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

夜間納税相談
問 税務課 納税係  ☎ 2-2224

  「町民体育館まつり」《中止》
  問 本町地区体育協会   ☎ 大会事務局 2-2152

〇　ミニバレーボール大会・ゲートボール大会
　平取町本町地区体育協会主催による各部対抗
の競技大会については、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、本年度の大会は中止としま
すのでお知らせいたします。

  「心身障がい者に係る一般巡回相談」
  問 保健福祉課 福祉係  ☎ 4-6112

　北海道心身障害者総合相談所では、次の相談
が必要な方に対し巡回相談を実施します。ご希
望される方は、期日までにお申し込みください。
▷実施日　11 月 15 日㈪　13：00 ～ 17：00
　　　　　11 月 16 日㈫　  9：00 ～ 17：00
　　　　　11 月 17 日㈬　  9：00 ～ 17：00
　　　　　11 月 18 日㈭　  9：00 ～ 12：00
▷会場　
　新ひだか町公民館・コミュニティーセンター
　（新ひだか町静内古川町１丁目 1-2）
▷対応者　北海道心身障害者総合相談所判定員
▷相談内容
・18 歳以上の知的障がい者で療育手帳の新規
　交付を希望する方（療育手帳の再判定につい
　ては、判定年月を延長しているため対象外）
・18 歳以上で専門的判定を必要とする方
▷申込先　保健福祉課 福祉係
▷申込期限　10 月 20 日㈬まで

  忘れていませんか？相続登記 !!
  問 札幌法務局日高支局総務係  
  ☎ 0146-42-0415

　不動産（土地・建物）の相続登記をしないで
放置していると、相続人の間でのトラブル、所
有者不明の土地問題、空き家問題等のさまざま
な社会問題発生の原因となるため、不動産の相
続登記をお済みでない方は、不動産の所在地を
管轄する法務局に申請をしていただくようお願
いします。
　なお、相続登記の申請に当たっては、以下の
サービスをご利用すると便利です。どちらも無
料でご利用いただけます。
①札幌司法書士会　相続登記相談センター
　TEL011-211-6665　平日の 12：00 ～ 13：00
②札幌法務局日高支局　登記手続案内
　TEL0146-42-0415　平日の 8：30 ～ 17：15
　※完全予約制

  「秋の輸送繁忙期の交通安全運動」
  問 町民課 生活環境係  ☎ 4-6113

　10月11日㈪から20日㈬までの 10 日間、「秋
の輸送繁忙期の交通安全運動」が実施されます。
①高齢者の交通事故防止
②夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車の乗車中の
　交通事故防止
③飲酒運転の根絶
④全ての座席のシートベルト・チャイルドシー
　トの正しい着用
　上記４点を運動の重点とし、デイ・ライト運
動とスピードダウン、対向車がいないときはハ
イビームを心掛けましょう。
　また、日没がますます早くなるこの時期は、
夕暮れ時間帯から夜間にかけて（16 時～ 20 時）、
歩行者が被害にあう交通事故が多発する傾向に
あります。歩行者は反射材を身につけ、運転者
は早めのライト点灯を心がけましょう。

  イオル自然体験会Ⅲ
  クチャチセ（狩り小屋）づくり体験
  問 ㈱平取町アイヌ文化振興公社  ☎ 2-2152

　町内の森林において、クチャチセ（狩り小屋）
づくり体験を行いますので、参加希望者は、期
日までにお申し込みください。どなたでも参加
できます。
▷期日　11 月 13 日㈯　9：00 ～ 12：00
▷場所　アイヌ文化情報センター（集合）
　　　　二風谷コタン
▷内容
　クチャチセの資材採取、クチャチセづくり、
　シト試食会
▷参加費　無料
▷服装　
　野外活動しやすい服装 ( 帽子・軍手・長靴）
▷持ち物　飲み物、雨具、防寒具、防虫スプレー
▷定員　20 名
▷申込先　㈱平取町アイヌ文化振興公社
▷申込期限　11 月２日㈫　17：00 まで
　（電話受付時間　平日 9：00 ～ 17：00）
※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。

  町道《通行止め》
  問 建設水道課 土木用地係  ☎ 2-2226

　仁世宇林道改良工事に伴い、町道仁世宇川沿
線を次のとおり通行止めとしますので、ご協力
いただきますようお願いします。
▷通行止め期間
　10 月 11 日㈪～ 10 月 15 日㈮
▷工事に関する問合せ先
　北海道森林監理局　日高北部森林管理署
　☎ 01457-6-3151

　総務省統計局では、全国９万世帯を対象とし
て 10 月中に調査員が訪問し、「社会生活基本調
査」の調査書類を配布しますので、ご協力をお
願いします。
　なお、調査員が金銭を要求することや銀行口
座を聞くことは絶対ありませんので、「かたり
調査詐欺」にもご注意ください。
●北海道総合政策部情報統計局統計課生活統計係
　☎ 011-204-5144
●社会生活基本調査コールセンター　
　ナビダイヤル☎ 0570-03-1397
　受付時間　8：00 ～ 21：00（土日・祝日含む）

  博物館講座のご案内
  問 二風谷アイヌ文化博物館  ☎ 2-2892

　第 2 回博物館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。
参加希望者は次により申込下さい。オンライン
受講の場合は、事前申込が必要となります。
▷期日　11 月 13 日㈯　13：30 ～ 15：30
▷会場　沙流川歴史館レクチャーホール
▷講座テーマ
　「近代アイヌ教育史をつくった人たち」　
　- 平取ゆかりの人々の足跡からたどる -
　
　特別展のテーマである「聖公会」について、
近代のアイヌ民族の教育史に即して考えます。
　教育や聖公会の歴史について、明治から昭和
初期までの新聞・雑誌の記事や投稿を見ながら、
それらに登場する平取ゆかりの人々の足跡をた
どり、人々が〈教育〉に託そうとしたものをさ
ぐります。
▷講師　小川正人氏（北海道博物館学芸副館長）
▷申込　二風谷アイヌ文化博物館
　　　　ranko@town.biratori.lg.jp
※オンライン受講を希望される方は、11 月 5
日までに下記へ申込みください。
▷オンライン申込フォーム
　https://forms.gle/G4hcNfgjG7fTmogs8
　　　　　　　　　　　　

  平取町内限定「プレミアム付商品券」
  問 平取町商工会  ☎ 2-2329

　平取町商工会が発行した町内で使える「プレ
ミアム付商品券」の使用期限は、10 月 31 日㈰
までです。忘れずにご使用ください。  「社会生活基本調査」を実施
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