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　近年の気象状況の変化により、北海道でも今まで経験したことがないような大雨が降り、土砂災害が発

生しやすい状況になってきています。

　土砂災害から身を守るために、次のことに心がけましょう。

土砂災害から身を守るために　

今月のつぶやき 　3km走るのもいっぱいいっぱい。男子じゃなくてよかった！　PN.女子力

１　土砂災害危険箇所や避難場所等を確認しましょう。

・幕別町には、52箇所の土砂災害危険箇所があります。（平成15年３月に国で公表）

・ホームページには、土砂災害危険箇所図のほか、北海道土砂災害警戒情報システムや気

　象庁ホームページにもリンクされ、より詳しく掲載されていますので、ご覧ください。

　http://www.town.makubetsu.lg.jp/bousai/bosai/

・土砂災害に関する情報については、現在修正中の「防災のしおり」に掲載し、今年度全戸

　に配布いたします。　 

２　雨が強くなってきたら、積極的に雨量情報、予報、警報等の情報を入手

　しましょう。

・テレビ、ラジオ、インターネット、携帯電話などで気象情報や土砂災害情

　報を確認しましょう。（町のホームページからも確認できます。）

・「土砂災害警戒情報」は、土砂災害発生の危険性が高まった時に、道と気象

　庁が共同して発表する特に大切な情報なので注意しましょう。

土石流 がけ崩れ（急傾斜地崩壊）

川の水がにご
り 、水 と い っ
しょに倒れた木
が流れてくる

山鳴りがする 雨は降り続いて
いるのに川の水
が減る

がけから小石が
パラパラ落ちて
くる

がけから急に水
がわき出る

がけにひびわれ
ができる

４　避難準備情報が出たら、家族との連絡、非常用持出品の用意などを開始

　しましょう。

・ＮＴＴ災害用伝言ダイヤル

　メッセージの録音：市外局番＋１７１＋１＋自分の家の番号

　メッセージの再生：市外局番＋１７１＋２＋自分の家の番号

※携帯電話からもかかります。

・非常用持出品は「防災のしおり」を参考にしましょう。

５　避難勧告などの連絡があったら直ちに避難しましょう。

・町からの避難に関する情報（避難準備情報、避難勧告、避難指示）は、防災行政無線（忠類）、緊急速報

　メール、登録制メール、電話、広報車等で伝達され、テレビやラジオ、インターネットでも情報が得られ

　ます。

６　避難の際は次のことに気をつけましょう。

・避難経路は、危険箇所を避けるようにし、できるだけ渓流から離れましょう。

・服装は動きやすいものを選び、雨合羽、防寒用具、非常用持出品は重くなりすぎないようにしましょう。

・火の始末、水道、ガスの元栓を閉め、電気のブレーカーを落とし戸締りをしましょう。

問 町民課交通防災係（℡【幕】54-6601）

３　前兆現象を見つけたら、直ちに公区長や役場などに連絡しましょう。また、早めの避難を心がけま

　しょう。
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スマイル検診予約受付中　

　平成26年10月１日◯水から、水痘（みずぼうそう）ワクチンの予防接種が定期接種の対象となり、無料で
接種できるようになります。
◆対象者　１歳の誕生日から３歳の誕生日の前日まで
◆経過措置（平成26年度限り）
　今年度（平成26年10月１日から平成27年３月31日の間）に限り、３歳の
　誕生日から５歳の誕生日の前日までの方も定期接種対象者となり、
　１回接種することができます。（過去に任意接種として水痘ワクチン
　の接種を受けた方は対象になりません）
◆標準的な接種期間　　
・初回接種　生後12ヵ月から15ヵ月に至るまでの間に１回
・追加接種　初回接種終了後、６ヵ月～12カ月までの間隔をおいて１回
◆接種回数
①水痘ワクチンを２回接種している方は接種完了です。
②水痘ワクチンを１回接種している方
・１歳の誕生日から３歳の誕生日の前日まで→初回から３ヵ月以上あけて２回目を接種。
・３歳の誕生日から５歳の誕生日の前日まで→受けることができません。
③水痘ワクチンを接種していない方
・１歳の誕生日から３歳の誕生日の前日まで→初回接種を速やかに行い、３ヵ月以上あけて２回目を接種。
・３歳の誕生日から５歳の誕生日の前日まで→１回接種できます。
④すでに水痘にかかった方は接種する必要はありません。
※個別に接種勧奨通知を送付します。（平成21年10月３日～平成25年10月２日生まれ）
◆実施医療機関
　緑町クリニック・景山医院・柏木内科医院・木村医院・さつない耳鼻咽喉科・おち小児科医院・忠類診療所
問・申 ・保健課健康推進係（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）
　　　・保健福祉課保健予防係（ふれあいセンター福寿内・℡【忠】 ８-2910）

水痘ワクチンの予防接種が定期接種になります　

　スマイル検診は、全ての内容を受けることはもちろん、自分に必要な検診を選択して受けることもでき
ます。検診を希望される方は、お早めに申込みください。健康管理のため、年に１回は検診を受けましょう。
◆検診内容・対象・料金

検診内容 対象 40 歳以上 69 歳以下 70 歳以上

大腸がん検診（便潜血検査）

40 歳以上の町民

　　　　　400 円 100 円

胃がん検診（胃バリウム検査） 　　　　1,200 円 400 円

肺がん検診（胸部レントゲン検査） 　　　　　300 円 100 円

肝炎ウイルス検査（血液検査） 　　　　　500 円 100 円

エキノコックス症検査（血液検査） ８歳以上の町民 　　　　　300 円 100 円

幕別町国保特定健診（血液検査ほか） 幕別町国保加入者
　　　　1,500 円

※ 40 歳は無料
　　　 無料

後期高齢者健診（血液検査ほか） 後期高齢者医療制度加入者 無料

※年齢は平成27年３月31日に迎える年齢です。
※エキノコックス症検査は小学３年生・中学２年生は無料です。
※肝炎ウイルス検査は、一度検査をしたことがあれば必要ありません。
◆場所・日程

場所 日程 受付時間

保健福祉センター 11月５日◯水
７時、８時、９時、10時

札内福祉センター 11月６日◯木・７日◯金・８日◯土

水痘定期予防接種スケジュール（平成 26 年 10 月より）
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今月のつぶやき 　最後に1人で走ってるからって哀れむような目で見るなーー！ PN.今では思い出

※エキノコックス症検査のみの方は受付時間７時30分となります。
問・申 保健課健康推進係（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）
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　発病や重症化予防のため、接種を希望する方で対象となる方に接種費用の助成を行います。接種の努力義務

はありません。配布される説明書を読んで、必要性や副反応についてよく理解したうえで接種してください。

ワクチンの種類 成人用肺炎球菌 高齢者インフルエンザ 任意インフルエンザ

区分 定期接種Ｂ類疾病 任意接種

接種期間
平成26年10月15日◯水から
平成27年３月31日◯火まで

平成26年10月15日◯水から
平成26年12月31日◯水まで

接種回数 １回（初回者に限る） １回

対象者
（幕別町に住所を有
し、自ら接種を希望
する方のうち）

平成 27 年３月 31 日時点で 65 歳
70・75・80・85・90・95・100 歳
101 歳以上の方で
これまで肺炎球菌ワクチンを接種
したことのない方

接種日に満 65歳以上の方

妊娠している方
中学３年生
高校３年生または
その年齢に該当する方

特例対象者
（幕別町に住所を有
し、自ら接種を希望
する方のうち）

接種日に 60 歳から 64 歳で心臓、腎臓、または呼吸器の機
能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の
障害を有する方、およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫
の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する
方（接種前にご連絡ください）（成人用肺炎球菌ワクチンは
初回者に限る）

なし

自己負担 3,000 円（生活保護世帯無料） 1,000 円（生活保護世帯無料） 1,000 円

予診票等の個別通知

あり
必ず町から通知された予診票を
使用してください。ない場合は
接種前に連絡してください。

なし
医療機関に備え付けの予
診票を使用してくださ
い。

あり
できれば町から通知さ
れた予診票を使用して
ください。

　　　成人用肺炎球菌ワクチン接種・高齢者インフルエンザワクチン接種
　　　任意インフルエンザワクチン接種について

◆接種の方法
①指定医療機関に予約をする。

②個別通知された予診票に記載する。（高齢者インフルエンザワクチンは医療機関で記載）

③予約日に健康保険証（あれば生活保護手帳）や運転免許証など住所を証明するものと予診票を持参し接種

　する。

◆指定医療機関（妊婦は個別通知に記載）

指定医療機関名 電話番号 指定医療機関名 電話番号

 景山医院（錦町） 【幕】54-2350  おち小児科（札内新北町） 【幕】56-5522

 緑町クリニック（緑町） 【幕】54-6900  柏木内科医院（札内青葉町） 【幕】56-5151

 忠類診療所（忠類幸町） 【忠】８-2053  木村医院（札内中央町） 【幕】56-5102

 十勝の杜病院（千住） 【幕】56-8811  札内北クリニック（札内共栄町） 【幕】20-7750

 さつない耳鼻咽喉科（札内北栄町） 【幕】21-4187

※主治医の指示等で指定医療機関での接種が難しい場合は、その他医療機関での接種ができる場合がありま

す。接種を希望する医療機関に問い合わせ、町の助成に対応していない場合は接種前に下記に連絡してくだ

さい。償還払い（費用を全額支払い、申請後助成金が振り込まれる）申請書などの必要書類を送付いたします。

問・申

・保健課健康推進係（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

・保健福祉課保健予防係（ふれあいセンター福寿内・℡【忠】 ８-2910）

今月のつぶやき 　マラソン中継の面白さがいまいちよくわからない！ PN.ぽーらーべあ
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　教育委員会では、効果的な教育行政の推進を図

るため、平成25年度の教育委員会の事務事業につ

いて点検、評価を行い、公表しています。

◆公表場所　教育委員会、忠類総合支所生涯学習

係、役場１階、札内支所、糠内出張所、図書館

◆公表期間　　10月１日◯水～31日◯金 

※閉庁日、閉館日を除きます。

※報告書は、町ホームページでも公開します。

問　教育委員会総務係（℡【幕】 54-2006）

　　ＨＰ/http://www.town.makubetsu.lg.jp/

教育委員会事務事業評価の公開

　

幕別町歯科医師会実施「フッ素の日」のお知らせ

　虫歯予防に効果的なフッ素塗布がフッ素の日に
あわせて特別料金で実施されます。
◆日程　11月６日◯木
◆対象　町内在住の幼児・児童
◆料金　１人500円（通常料金は、約1,000円です）
◆場所　右記の医療機関で実施されますので、予
約の有無など不明な点は、各歯科医院にお問い
合わせください。

【フッ素のはたらき】
　フッ素を歯の表面に塗ることで、虫歯菌が出す酸
に溶けにくい強い歯になると考えられています。
　世界保健機関(WHO)や日本歯科医師会などでも
推奨されています。

◆指定医療機関
歯科医院名 電話番号

木下歯科医院 【幕】54-2228
大内歯科医院 【幕】56-5223
河原歯科クリニック 【幕】23-8148
國安歯科医院 【幕】56-6555
杉村歯科医院 【幕】56-6020
高橋歯科・小児歯科クリニック 【幕】56-7377
みずほ通り歯科クリニック 【幕】22-3118
村松歯科医院 【幕】56-3600
一宮歯科医院 【幕】54-2430
ふみの木歯科クリニック 【幕】67-8587
忠類歯科診療所 【忠】８-2443

問 保健課健康推進係
　  （保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

「幕別町高齢者等SOSネットワーク事業」が始まりました！

　町内で行方不明になった高齢者等がいる場合、家族や保護者から
同意を得た情報を幕別町高齢者等SOSネットワーク協力事業所に提
供し、地域の支援を得て早期に発見しようとするものです。

◆高齢者が行方不明になったら
　下記に相談していただき、家族や保護者から同意を得た情報を幕
別町高齢者等SOSネットワーク協力事業所に提供していきます。

　高齢者が安心して生活していけるように、平成25年９月に「幕別町
高齢者見守りネットワーク事業」がスタートしました。
　現在、町内134カ所の医療機関、介護サービス事業所、商店、事業所
等が登録をしています。

◆「幕別町高齢者等SOSネットワーク協力事業所、幕別町高齢者見守
りネットワーク協力事業所」を募集しています。

　高齢者が安心した生活ができるように、地域全体で見守りの輪を
　広げていきましょう。

問 幕別町地域包括支援センター
　※高齢者の介護や福祉、健康、医療など、困ったことがあればご相談ください。
　　　　　　　　　　　　　　〈幕別・札内地区〉　保健福祉センター内（℡【幕】54-3811）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈忠類地区〉　ふれあいセンター福寿内（℡【忠】８-2910）

◆不正軽油とは、軽油に重油や灯油を混ぜたり、
　灯油や重油から軽油を製造したものなどをい
　い、これらを販売・使用することは、脱税行為
　であり悪質な犯罪です。
◆道では、不正軽油撲滅に向けて関係機関と連携
　し、軽油の抜き取り調査等をさらに強化します。
◆「不正軽油」の話を聞いたり見たりしたときは、
　下記までご連絡ください。
■問・不正軽油ストップ110番（℡ 0800-8002-110）
　・十勝総合振興局地域政策部課税課事業税関税係
　　（℡ 0155-27-8510）

10月は不正軽油防止強化月間です

今月のつぶやき 　終盤まで体力を温存し、そのままゴールする派。　PN.献血はじめました

このステッカーが目印です



お知らせ

16Makubetsu
2014.10

※
注　

市
外
局
番
【
幕
】
０
１
５
５
【
忠
】
０
１
５
５
８

今月のつぶやき 　走り終えた後に飲む水の美味しさ。 PN.水ing

子ども・子育て支援に関する各種施設・事業の基準（骨子案）に関する
パブリックコメントの実施結果について

　子ども・子育て支援に関する各種施設・事業の基準（骨子案）に対するパブリックコメントに寄せられた
ご意見の要旨と町の考え方についてお知らせいたします。募集の概要は次のとおりです。
◆実施期間　７月16日◯水～８月15日◯金
◆実施方法
　役場１階ロビー、忠類総合支所１階ロビー、札内支所、糠内出張所、保健福祉センター、ふれあいセンター
　福寿とホームページで「子ども・子育て支援に関する各種施設・事業の基準（骨子案）の資料」を閲覧し、
　持参や郵送、ＦＡＸ、電子メールでご意見を募集しました。
◆提出件数　１件の提出があり、延べ３件のご意見をいただきました。

項目 意見件数
（仮称）幕別町保育の必要量の支給認定に関する基準を定める条例骨子案 ０件
（仮称）幕別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例骨子案 ０件
（仮称）幕別町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例骨子案 ３件
（仮称）幕別町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例骨子案 ０件

意見の合計件数 ３件

●幕別町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例骨子案に関すること
No. ご意見の要旨 町の考え方

１ 地域型保育事業の職員の基準は、保
育士資格を有する者とすべきではな
いか。

 子ども・子育て支援新制度では、利用者からの多様なニー
ズに対応するため、保育所や幼稚園に加えて、市町村の認可
事業として地域型保育事業を行うこととなっています。
　地域型保育事業は、家庭的保育事業、小規模保育事業（Ａ
型・Ｂ型・Ｃ型）、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事
業の４類型があります。
　これらの事業で保育士以外の職員として定義している家庭
的保育者は、条例において、「市町村長が行う研修を修了し
た保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が判
断した者」とし、また、家庭的保育補助者も「市町村長が行
う研修を修了した者」としていますので、事業に従事する職
員の質の確保は図れるものと考えています。

２ 食事の提供は、自園調理を原則とす
べきではないか。

 子どもの心身の成長・発達に大きな影響を与え、「食を営む
力」を培う基礎となる食事の提供は、教育・保育の観点から
重要であり、自園調理が基本であると考えています。
　外部からの搬入は特例としてのみ認められるものとなりま
す。外部からの搬入の基準については国の基準どおり、規則
で規定します。

３ 小規模保育事業で保育を行う部屋は
２階以下とするべきではないか。

　現行の保育所は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基
準第 32 条第８項に規定された安全性等に関する要件を満た
した場合に２階以上に保育室を設置することができます。
　小規模保育事業を２階以上で設置する場合についても、保
育所と同様の要件を規則で規定し、安全性等を確保した上で
設置できることとします。

問 こども課保育係（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

平成 27 年度保育所・学童保育所の入所申し込みと
わかば幼稚園の入園申し込みについて

　質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、保育の質の拡大と地域の子ども・子育て支援を総合
的に進める「子ども・子育て支援新制度」が、早ければ平成27年４月１日からスタートする予定です。
　平成27年度の保育所・学童保育所の入所申し込みは、本制度の実施に対応した入所受付準備を行ってい
るため、例年より１ヶ月遅れた12月に行う予定です。保育時間などの詳細は、広報11月号でお知らせしま
す。へき地保育所については、従来どおり各運営委員長を通じてご連絡します。
　また、わかば幼稚園の入園申し込みの詳細についても、広報11月号でお知らせします。
問・こども課保育係（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）
　・保健福祉課福祉係（ふれあいセンター福寿内・℡【忠】 ８-2910）
　・教育委員会学校教育係（℡【幕】 54-2006）
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　「介護予防ポイント制度」は、高齢者のみなさん
がボランティアなどの地域貢献や社会参加を通
じ、自らの健康増進や介護予防を推進することを
目的とした制度です。
　制度の説明と登録するための事前研修会を開催
しますので、ぜひご参加ください。
◆日時・会場

月日 時間 会場

10月30日◯木
午前 10 時～
　10時 45 分 保健福祉センター

午後２時～
　２時 45 分 札内福祉センター

10月31日◯金 午後２時～
　２時 45 分

ふれあいセンター
福寿

介護予防ポイント制度の説明と事前研修会について

　公区や老人クラブ、サークルの団体（３人以上）
を対象とした説明会も開催しています。日時・会
場を下記担当係までご相談ください。

◆対象者 
　幕別町に住所を有する65才以上の幕別町介護保
険第1号被保険者

◆活動場所
　特別養護老人ホームや老人保健施設、デイサー
ビスなど、町内の介護保険施設

◆活動内容 
　話し相手、囲碁など娯楽の相手、花壇整備など
◆ポイント 
　１時間以上で１ポイントがポイント手帳に記録さ

れ（年50ポイント上限）、交付申請をすることで、
　１ポイント100円として交付金が交付されます。
◆相談調整 
　担当保健師が活動の相談調整を行います。
問・申　保健課介護支援係
　　 　 （保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

　里親制度は、家庭に恵まれていない子どもを、家
族の一員として家庭に迎え入れ、あたたかい愛情を
もって育ててゆく、児童福祉法に基づいた制度です。
　現在、帯広児童相談所では60組の里親登録があり、
34人の子どもたちが里親のもとで養育されています。
　家庭のぬくもりを求めている子どもたちのため
に里親になりませんか。
◆申し込み資格　
　特別な資格は必要ありませんが、実習や研修を
　受けていただきます。
◆お預かりいただく子ども
　親の離婚、家出、病気、虐待等の理由で親と一緒
　に暮らすことができない18歳未満の子どもです。
◆養育に係る費用　
　生活諸費や教育費は支払われます。
問 帯広児童相談所地域支援課（℡ 0155-22-5100）

里親制度のご案内

ペレットストーブ導入補助金

　環境にやさしいまちづくりを進めるため、ペ
レットストーブを導入する家庭・事業者を対象に、
設置費用の一部を補助します。
◆補助対象　
　町内に住所を有し、自ら居住する住宅または使

用する事業所にペレットストーブを設置される
個人または法人等で、本人および同居の家族が
町税の滞納をしていないこと。（その他詳細はお
問い合わせください）

◆対象　ペレットストーブ（木質ペレットを燃料
として使用する暖房機）。ただし、未使用のもの。
（中古品は対象外）
◆補助件数　４件
◆対象経費　ペレットストーブ本体の購入費
◆補助金額　限度15万円。（対象経費（消費税は除
く）に２分の１を乗じて得た額）

◆申請受付期間　
　平成26年10月１日◯水～平成27年１月30日◯金
※申請書類は申請先にあります。
※補助件数に達し次第終了します。
申　町民課環境衛生係、忠類総合支所地域振興課、
　　札内支所、糠内出張所
問　町民課環境衛生係（℡【幕】 54-6601）

くりりんセンター休館日のお知らせ

　10月13日◯月の「体育の日」は整備点検のため休
館日です。ごみの持ち込みはできませんのでご注
意ください。
問　十勝環境複合事務組合　くりりんセンター
　　（帯広市西24条北４丁目１番地５ ℡ 0155-37-3550）

　著しく収入が低い方、病気や失業などの特別な事

情がある方で、住宅料減免を希望される方は、次の

日程で夜間受け付けしますので、ご利用ください。

◆日時　10月15日◯水、29日◯水
　　　　午後５時30分～７時まで

◆場所　役場４階都市施設課、忠類総合支所２階

経済建設課、札内支所

◆持ち物　印鑑、直近の収入を証明できるもの（給

与明細書、年金振込通知書など）

問・都市施設課住宅係（℡【幕】 54-6623）

　・忠類総合支所経済建設課建設管理係　

　　（℡【忠】 ８-2111）

公営住宅料減免申請の夜間受付を行います
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小規模特認校制度のおしらせ

　小規模特認校制度とは、保護者が小規模校での
特色を生かした環境で児童に教育を受けさせたい
と希望する場合に、通学区域外であっても一定の
条件を付して『途別小学校』への入学・転学を認め
る制度です。詳しくはお問い合わせください。
◆途別小学校の教育の特徴
・一人一人の子どもをしっかりとサポートし、少
人数指導による確かな学力を育みます。

・田植え、稲刈り、作物の収穫等の水田・農園活
動を通じて、豊かな心を育みます。

・縦割り班活動等を多く取り入れ、コミュニケー
ション能力や協働する力を育みます。

※（　）は本制度の利用者数
◆募集開始日　11月４日◯火 

◆申込要件　町内在住の児童生徒
　（町外から申し込まれる方は、幕別町への転入が
必要となります）

◆申込先
①在学中の児童の場合
　現在通っている小学校に申込書を提出してください。
②新入学児童の場合
　教育委員会、忠類総合支所生涯学習係、札内支所
のいずれかに申込書を提出してください。

※申込書は、教育委員会、忠類総合支所生涯学習
係、札内支所にあります。

◆転入学の決定　平成27年１月中旬に保護者へ連絡
します。募集定員を超える場合は、抽選とします。

◆地域公開参観日
　途別小学校では、10月10日◯金に地域公開参観日
を行います。10月６日◯月までに途別小学校へお
申し込みください。

　随時、学校休業日をのぞき、学校見学を実施しま
す。※事前に途別小学校へ連絡してください。

問・教育委員会学校教育係（℡【幕】 54-2006）
　・途別小学校（℡【幕】 56-5426）　　　　　

◆平成27年度の募集人数
学年 在籍予定者数 募集人員
１年 ２人（０人） ２人
２年 ４人（１人） １人
３年 １人（０人） ３人
４年 ３人（１人） １人
５年 ４人（２人） １人
６年 ２人（１人） ２人

消費生活相談室から<相談事例>

　公的機関らしきところから「あなたの個
人情報が流出しているが、手数料を支払え
ば削除できる」と電話がかかってきた。信じ
ても大丈夫だろうか。

　最近、公的機関をかたり、「あなたの個人
情報を削除します」と電話をかけてきて、手
数料などの名目でお金をだまし取るという
特殊詐欺（面識のない不特定多数の者を対
象にした詐欺）が増えています。中でも複数
の人物が役回りを分担して電話をかけ、消
費者をだまそうとする「劇場型勧誘」の手口
が多く見られます。役場や税務署、国民生活
センター、消費生活相談室など実在する機
関を名乗る場合や、公的機関の名称に類似
したまぎらわしい団体名をかたる場合もあ
ります。公的機関がそのような電話をかけ
ることはありませんし、個人情報を電話で
たずねることもありません。このような電
話がかかってきたら、相手にしないですぐ
に電話を切ってください。留守番電話や発
信者番号を表示する機能のある電話を使っ
て、知らない番号の電話には出ないのもひ
とつの対処方法です。また、郵送や宅配便等
で現金を送らせようとするのは特殊詐欺の
手口ですので、絶対に送らないようにして
ください。
　もし疑問や不安を感じたら、消費生活相
談室や警察にご相談ください。

幕別町消費生活相談室

　　　　相談時間　午前10時～午後３時
　　　　受付電話番号 【幕】 55-5800

幕別 相談日
場　所

火・木曜日  
役場商工観光課内

札内 相談日
場　所

月～金曜日  
札内福祉センター内

忠類 相談日
場　所

第２・４水曜日 
忠類コミュニティーセンター内

　　  
質問Ｑuestion

     
答えＡnswer

広報８月号に合わ
せて配布しました
「消費者被害防止
用ステッカー」を
ぜひご活用くださ
い。
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◆回収日時　10月18日◯土　午前10時～正午
◆回収場所　幕別消防署庁舎前駐車場
　　　　　　（幕別町錦町90番地）
◆処分料　１本　1,000円から
　　　　　　　　（大きさにより金額が変わります）
◆主催　北海道消防設備協会帯広支部
※回収日時以外での引き取りは、対応できません
のでご了承ください。

問 幕別消防署消防課予防係（℡【幕】 54-2434）

10月15日◯水～31日◯金
もういいかい　火を消すまでは　まあだだよ

（平成26年度全国統一防火標語）

　暖房器具の点検、住宅用火災警報器の設置により
火災を未然に防ぎましょう。この普及に伴い火災を
防いだ事例も数多く報告されています。
　町内でも鍋を焦がし煙が充満して住宅用火災警
報器が発報し早期に対応できた等の事例がありま
す。
　まだ住宅用火災警報器を設置されていないご家
庭は早急に設置しましょう！設置がお済みのご家
庭は、電池切れがないよう点検をしましょう！

秋の全道火災予防運動

　2014フードバレーとかちマラソン開催に伴い、
帯広市内では11月２日◯日の午前８時30分から正
午ごろまで交通規制が行われます。大会コースは、
ふじまるビル前をスタートし、競馬場方面に向か
い、種目ごとの折り返し点でＵターンして、中央
公園前でゴールとなります。迂回にご協力をお願
いします。詳しくは大会ＨＰ（http://hokkaido-run.jp/
obihiro/index.html)をご確認ください。
問 2014フードバレーとかちマラソン大会実行委員会
　　（帯広市教育委員会スポーツ振興室内・℡ 0155-65-4210）

2014フードバレーとかちマラソン開催に伴
う交通規制のお知らせ

　町内在住の勤労者の方のために、冠婚葬祭・医療・
教育等の資金を融資する制度を設けています。
　貸付の際には、町が指定した金融機関の条件審
査があります。詳しくはお問い合わせください。
◆貸付対象者　幕別町に１年以上住所を有し、町
　税等を滞納していない勤労者（自営業を除く）。
◆貸付限度額　100万円以内
◆貸付利率　1.0％（教育に係る貸付は年0.85％）
問・商工観光課観光労働係（℡【幕】 54-6606）　
　・北海道労働金庫帯広支店（℡ 0155-24-3767）

勤労者福祉資金のご案内

　日本赤十字社幕別町分区では、被災者支援のた
め、義援金の受付を行っています。
◆受付期間　平成26年12月26日◯金まで
◆受付方法　役場町民課、札内支所、糠内出張所、
　保健福祉センター、忠類総合支所地域振興課お
　よびふれあいセンター福寿の各窓口にご持参い
　ただくか次の口座へお振り込みください。
◆郵便振替口座　
　口座名義「日赤平成26年広島県大雨災害義援金」
　口座番号「00170-６-551099」
※受領証発行希望の場合は、その旨を通信欄にご
　記入ください。
※郵便局窓口での取り扱いの場合は振替手数料が
　免除されます。（ＡＴＭの場合は免除になりません）
問 福祉課社会福祉係
　　（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

広島県大雨災害義援金の受付について

　北海道では、離職からの再就職を希望する方々
の福祉・介護分野における雇用の創出、福祉・介護
人材の育成と確保のため、「福祉・介護人材雇用推
進事業」を実施しています。
◆実施主体　北海道（業務委託先：株式会社サンシャイン）
◆実施期間　平成27年３月末まで
◆派遣職員の派遣の対象となる施設・事業所　
１　介護保険法に基づく指定介護サービス事業所・施設
２　障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業所・施設
３　その他介護職員の配置が必要とされている社会福祉施設
◆派遣職員の対象となる者
１　失業者、新規学卒及び既卒の未内定者、結婚、
　　出産等により離職からの再就職を希望する方
２　福祉・介護に関する資格の有無は問いません 
問・申 業務委託先：株式会社サンシャイン 
   （℡ 011-232-3264・Fax 011-232-5380） 
問 商工観光課観光労働係（℡【幕】 54-6606）

福祉・介護人材雇用推進事業
（道・緊急雇用創出推進事業）について

19 Makubetsu
2014.10

あなたのやさしい気持ちを届けます
　赤い羽根共同募金は、あなたの町の子どもた
ち、高齢者、障がい者などを支援するさまざまな
福祉活動に役立てられています。
　また、地震や豪雨等による大規模災害発生時
には、「災害ボランティアセンター」の設置や運
営など、被災地支援にも役立ちます。
　今年も10月１日◯水から、68回目の共同募金
運動が始まります。
　みなさまのご協力をお待ちしております。

www.akaihane-hokkaido.jp
ＨＰで赤い羽根共同募金の内容がわかります

古くなった消火器を回収します

問　 問い合わせ先　　申　 申し込み先　　提 提出先

今月のつぶやき 　今年の北海道マラソン、暑い中、自己ベストタイムで完走した旦那さん、おめでとう♡ PN.ちゅ－子
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白銀台スキー場管理員

職 種

●白銀台スキー場管理員（リフト担当）
　募集人員　４人
　賃金　１時間980円
●白銀台スキー場管理員（事務所担当）
　募集人員　３人
　賃金　１時間830円

雇用期間 平成26年12月20日～平成27年3月15日

勤務時間

午前８時30分～午後９時15分のうち
７時間45分、もしくは４時間
※業務内容や勤務条件等の詳細はお問
い合わせください。

◆提出書類　臨時職員申請書（写真付）
　　　　　　申込書は提出先にあります。
◆提出期限　10月22日◯水
◆提出先　忠類総合支所地域振興課、役場商工観
光課、札内支所、糠内出張所

■問　 忠類総合支所地域振興課（℡【幕】 ８-2111）

役場臨時職員の募集

臨時介護認定調査員

業務内容 介護認定調査業務

募集人数 １人

応募資格

介護支援専門員資格を有する方、また
は看護職、介護職の資格を有する方
認定調査研修修了の方
（未修了の方は採用後研修を受講すること）
普通自動車運転免許証を有する方

勤 務 日 月～金曜日

勤務時間 午前８時45分～午後５時30分

賃 　 金 日額8,020円(看護・介護職)
日額8,920円（介護支援専門員・保健師）

雇用期間 平成26年11月１日～平成27年３月31日

◆提出書類　履歴書（写真添付）、介護支援専門員
証、または看護職か介護職の免許証の写し認定
調査員研修修了証明書の写し。

◆提出期限　10月24日◯金　 必着
◆面接日時　10月下旬　詳細は後日連絡します。
問・申　 保健課介護支援係
　 　　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

平成27年度帯広高等技術専門学院学生募集

◆募集科目　・電気工学科・金属加工科・自動車整
　備科・建築技術科・造形デザイン科
◆応募受付期間
　平成26年11月16日◯日～12月５日◯金まで（郵送可）
※出願書類持参の場合は、平日の午前８時30分～
　午後５時15分まで
◆選考試験
　選考日　平成26年12月10日◯水
　内　容　・学力試験（数学、国語）・面接試験
◆応募手続
　高校生　進路指導教諭にご相談ください。
　高校生以外　ハローワークへご相談ください。
問　北海道立帯広高等技術専門学院
　　（℡ 0155-37-2319）

「必ずチェック最低賃金！使用者も労働者も」

北海道最低賃金
　北海道内で事業を営む使用者及びその事業場
で働くすべての労働者（臨時、パートタイマー、
アルバイト等を含む）に適用される北海道最低
賃金が次のとおり改定されます。
最低賃金額　時間額７４８円
効力発生年月日　平成26年10月８日
■問・北海道労働局賃金課最低賃金係（℡ 011-709-2311）
　・帯広労働基準監督署（0155-22-8100）

　次のとおり耐震改修工事（内壁補強および外壁
ブレース補強）を行うため、一部使用制限がありま
すのでご承知ください。
◆予定期間　平成26年９月８日◯月～平成27年２月27日◯金
◆使用できなくなる部屋と期間
○地下
・控室　９月８日◯月～10月31日◯金
・調理室　11月１日◯土～12月31日◯水
○１階
・第１研修室（東側和室）11月20日◯木～１月31日◯土
・応接室　９月25日◯木～11月20日◯木
○２階
・第１会議室（東側会議室）　９月24日◯水～ 11月18日◯火
※工事中は、上記以外の部屋も騒音や振動の影響
により使用できなくなる可能性があります。（工事
作業時間は、日曜日を除く午前８時から午後６時）
問　教育委員会社会教育係（℡【幕】 54-2006）

町民会館耐震改修工事について

　町が下水道処理区域外に設置する浄化槽の受付
を行います。
◆受付期間　10月６日◯月～12月19日◯金
◆受付数　　20基
問　水道課下水道事業係（℡【幕】 54‐6624）

平成27年度合併浄化槽の設置について

全国労働衛生週間のお知らせ
　平成26年度全国労働衛生週間が10月１日◯水～
７日◯火まで実施されます。
　この機会にそれぞれの職場において労働衛生
意識の高揚を図るとともに、作業環境や作業方
法の点検改善、健康診断結果による保健指導を
実施しましょう。
■問　 帯広労働基準監督署安全衛生課（℡ 0155-22-8100）

問　 問い合わせ先　　申　 申し込み先　　提 提出先



主催/ 忠類どんとこいむら祭り実行委員会
主管/ 幕別町観光物産協会
協賛/ 忠類農業協同組合、幕別町商工会
問 問 忠類どんとこいむら祭り実行委員会事務局
　　（忠類総合支所地域振興課内・℡【忠】 ８-2111）

連絡バスを運行します
「幕別町役場～札内支所～道の駅・忠類特設会場」
間の連絡バスを運行します。
【行き】

幕別町役場発 札内支所発 会場着
８：30 ８：50 ９：50

【帰り】
会場発 札内支所発 幕別町役場着
13：40 14：40 15：00

※バスの乗車人数に制限がありますので、事前に
申し込みをしてください。

◆申込期限　10月15日◯◯水◯　午後５時30分まで
◆申込先　商工観光課（℡【幕】 54-6606）

第 19 回 忠類どんとこいむら祭り
10月19日◯日  午前10時～午後１時30分 道の駅・忠類特設会場

（雨天の場合は忠類コミュニティセンター）

出店など（10:00 ～ 13:30）

忠類和牛の販売

ゆり根ほか地場産品即売

上尾市物産展

手作り毛糸作品の販売

パッチワークバッグ等の販売他

ステージ

９：50～ 開会セレモニー

10：00～ ナウマン太鼓演奏会

10：20～ 歌謡ショー（春日ゆうじ、

　　　　亜月まなみ、沢田正人）

12：00～ 歌謡ショー（中村晃子）

13：00～ お楽しみ抽選会・餅まき

フリーマーケット
出店希望者（町内在住の方に限

る）は10月10日◯◯金◯までに、第19回忠
類どんとこいむら祭り実行委員会
（忠類総合支所地域振興課・℡【忠】 
８-2111）に申し込みください。出
店条件等の詳細については、申込
先にお問い合わせください。

まくべつ産業まつり
10月５日◯日  午前10時から
百年記念ホール前特設会場

ご来場　お待ちしています

歌謡ステージ　女子かぼちゃ投げ大会　地場野菜即売会　など

【お楽しみ抽選会】
抽選会景品については、アルコ236宿泊等利用券、
和牛セット、ゆり根等の豪華景品を多数用意して
おります。なお、抽選券を500円（買物利用券500円
分付）で前売・当日販売いたしますので、多くの方
の来場をお待ちしております。
○お楽しみ抽選券前売販売所 →　忠類総合支所、
商工観光課、札内支所、アルコ236、道の駅・忠類

▲忠類和牛の販売▲忠類和牛の販売▲忠類和牛の販売

▲ゆり根の販売

▲ナウマン太鼓

▲中村晃子

◀
春
日
ゆ
う
じ

◀
亜
月
ま
な
み

◀
沢
田
正
人
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講座名 時間 幕別トレセン 札内スポセン

転倒しない体づくり 13:30～ 10、17日◯月 4、11、18、25日◯火 

enjoy!イキイキサーキット 19:30～ 11、25日◯火 ６、20、27◯木 10日◯月 14、28日◯金 

はじめてエアロビクス
14:00～ 14日◯金  26日◯水 

19:30～ ４、18日◯火 17日◯月 

ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
14:00～ 28日◯金 12日◯水 

19:30～ 13日◯木 ７、21日◯金 

みんなでスッキリサーキット 14:00～ ７、21日◯金 ５、19日◯水 

講座名 時間 　　 忠類体育館

ゆったりストレッチ＆快適運動 14:30～ 6、13、20、27日◯木 

■問・教育委員会社会体育係 （℡【幕】54-2006）・札内スポセントレーニング室（℡【幕】56-1044）
　・幕別トレセン（℡【幕】 54-2106）・忠類体育館、忠類コミセン（℡【忠】 ８-2201/忠類総合支所内・生涯学習係）

11月の健康講座

健康づくり冬講座＝初心者向けピラティス＝

パークゴルフ場の閉鎖について

　今シーズンは11月３日◯月をもって閉鎖します。

１年間のご利用ありがとうございました。

問　土木課公園維持係（℡【幕】 54‐6622）

　忠類総合支所経済建設課（℡【忠】 ８‐2111）

　幕別町の高齢者学級「しらかば大学」では、日ご

ろから学んできた成果を作品として展示します。

また、芸能発表もありますので、ご家族お揃いでお

いでください。

◆日時
　10月25日◯土　午前10時～午後５時　作品展

　10月26日◯日　 午前10時15分～午後２時

　　　　　　　芸能発表・作品展・陶芸手芸作品

　　　　　　　バザー

◆場所　百年記念ホール

問　教育委員会社会教育係（℡【幕】 54-2006）

平成26年度しらかば大学祭

平成26年度未就業歯科衛生士復職セミナー
～もう一度資格を活かすために～

　十勝歯科衛生士会が、歯科医療の現場復帰に関

するポイントやアドバイスと、復職した女性の立

場から実体験に基づいた講演や不安などの疑問に

回答しますので、ぜひご参加ください。

◆対象　十勝管内在住の求職中の歯科衛生士

◆主催　（一社）十勝歯科医師会

◆日時　10月25日◯土　午後１時30分～３時30分

◆場所　十勝歯科医師会館（帯広市東７条南９丁目15-3）

問・申 （一社）十勝歯科医師会事務局

　　　　　（℡ 0155-25-2172）

　ピラティスは、体の深層部の筋肉をしなやかで丈

夫に鍛えることにより、引きしめ効果や美しい姿勢

を維持する効果等が期待できる運動です。基礎から

無理なく始められますので、ぜひご参加ください。

◆日時

日程
11月14日◯金、11月21日◯金、11月28日◯金、
12月５日◯金 

時間 午前10時～ 11時30分

場所 札内スポーツセンター２階　研修室

申込期限　11月13日◯木 

◆対象　20歳以上の町民の方

◆参加費用　無料

◆定員　25名（先着順）

◆服装・持ち物
　大きめのバスタオル、水分補給用の飲み物、汗拭

き用タオル、運動しやすい服装、上靴

◆講師　トータルケア代表　吉田景子さん

問・申 保健課健康推進係

　　　 (保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

　　

＝訂正＝　広報９月号（P21）に掲載していた、
「第50回全町卓球大会」の「場所」に誤りがありま
したので、下記のとおり訂正いたします。
◆場所
×記載されている誤った内容：農業者トレーニ
ングセンター
○正しい内容：札内スポーツセンター
＝お詫び＝　広報９月号（P20）に掲載していた
「北海道で一番高い山『旭岳』秋季町民登山」の申
し込み電話番号の記載に誤りがあり、関係者に
ご迷惑をお掛けしたことをお詫びいたします。



お知らせ
　

■問い合わせ・申込先
　幕別町百年記念ホール（℡【幕】56-8600）

百年記念ホール講座

問　 問い合わせ先　　申　 申し込み先　　提 提出先
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◆日時　10月23日◯木
◆場所　中札内方面（札内川ダム、十勝野フロマージュ他）

◆対象　一般　20名（応募者多数の場合抽選）

◆参加料　600円（保険料含む、昼食代は含みません）

◆申込期限　10月16日◯木 

◆スケジュール
　８：40　町民会館前 出発

　９：00　百年記念ホール 出発

　10：30　札内川ダム 見学

　12：00　道の駅なかさつない

　　　　 昼食・自由時間

　13：40　十勝野フロマージュ見学

　14：25　中札内村農業協同組合

　　　 　農産物加工処理施設 見学

　16：15　百年記念ホール 到着

　16：35　町民会館前 到着

※都合により予定が変更になる場合があります。

紅葉を見に行こ
・ ・ ・ ・

うよう！
大人の社会見学

◆日時　10月24日、10月31日、11月７日、21日、

12月５日　金曜日　午前10時～正午 （全５回）

◆場所　十勝教育研修センター コンピューター教室

◆講師　坂本 佳美さん（池田町在住、パソコン講

　　　座インストラクター）

◆対象　一般　20名（応募者多数の場合抽選)

◆材料費　2,500 円

◆持ち物　筆記用具、ＵＳＢメモリなど

◆申込期限　10月17日◯金 

◆その他　第３弾「excel編」（平成27年１月から）

を予定しております。詳しくはお問合せくださ

い。

◆カリキュラム
　１回目　文書作成１

　２回目　文書作成２

　３回目　名刺・メッセージカード作成

　４回目　ポストカード作成１

　５回目　ポストカード作成２

※内容は変更になる場合があります。

案内文書も簡単簡単！
パソコン講座第２弾（word編）

【百年記念ホール会場】
☆菊花展
☆作品展（陶芸・絵画・木工他）
　10月31日◯金～11月３日◯月　 午前９時～午後５時
☆バレエ＆バトン発表会
　11月２日◯日　開場：午後０時30分　開演：午後１時
☆薄茶席　
　11月２日◯日、３日◯月　 午前10時30分～午後３時30分
※両日とも100名に達した時点で終了します。
☆一般舞台　　
　11月３日◯月　 開場：午前11時　開演：正午

【町民会館会場】
☆カラオケ発表会
　11月１日◯土　 開場：正午　開演：午後１時
【札内東コミュニティセンター会場】
☆ダンスの夕べ
　11月３日◯月　午後５時30分～８時
◆バスの運行について
　一般舞台の会場に連絡バスを運行します。
　（事前申し込み不要）

<11 月３日◯月　一般舞台 >

　（本町方面⇒百年記念ホール）

10：30 保健福祉センター

10：40 町民会館

10：44 北ふれあい交流館

10：52 まなびや相川（旧相川小学校）

※帰りのバスは、一般舞台終了15分後に百年記念
ホールを出発します。

問　まくべつ芸術祭実行委員会事務局　
　　平塚（℡【幕】 56-2551）

まくべつ芸術祭

　日頃よりご家族の介護に奮闘されている皆様に
気分転換していただきたく、下記のとおり企画を
しました。※ＨＰもご覧ください。
◆日時　10月17日◯金　午前８時50分～午後３時50分
※保健福祉センター前発着予定時間です。
◆場所　然別湖（遊覧船・散策）
◆昼食　然別湖畔温泉ホテル風水にて選べるランチ
◆買物  音更スーパーＯＫセンター
◆参加料　無料です。　
◆対象者　在宅でご家族を介護されている方（25名）
◆申込期限　10月10日◯金
問・申 幕別町社会福祉協議会事務局（℡【幕】 55‐3800）
　　　　ＨＰ/http://maku294.jp/

第２回在宅介護者の集い
～錦秋の然別湖バスツアー～


