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◆支給の用件
　平成26年度町民税非課税世帯のうち、平成26年12月１日現在幕別町に住所があり、申請日まで引き
続き居住している世帯で①から⑧のいずれかに該当する世帯。
①昭和24年12月２日以前に生まれた者のみで構成する世帯（世帯全員が満65歳以上の世帯）
②身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ判定または精神障害者福祉手帳１級の方
③児童扶養手当受給者
④特別児童扶養手当受給者
⑤幕別町重度心身障害者および、ひとり親家庭の医療費の助成に関する
　条例に定める母または父である方
⑥北海道が発行した特定疾患医療受給者証の交付を受けた方
⑦北海道が発行した小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受けた方
⑧生活保護世帯
　なお、平成26年１月２日以降に幕別町に転入された方は、平成26年度市町村民税の非課税を証明す
る書類を持参してください。
　また、上記条件に該当しているにも関わらずご案内文書が送付されない方はお問い合わせください。
◆申請期間
　平成27年１月30日まで　※申請受付は役場開庁日、開庁時間とさせていただきます。
◆申請場所　幕別町保健福祉センター、幕別町役場町民課、札内支所、糠内出張所、忠類ふれあいセン
　ター福寿
問　福祉課社会福祉係（保健福祉センター内℡【幕】 54-3811）

 　 　　　　　

福祉灯油を支給します
　
　町では、灯油価格高騰に対する低所得世帯等福祉支援として、福祉灯油等支給事業を実施します。燃料の購入等
冬期間の生活支援のため、下記要件に該当する世帯に幕別町商工会商品券7,000円分を支給します。

善行のあった青少年を推薦してください

◆対象者
　　町内在住または町内の学校に通学する児童生徒
　および、18歳未満の青少年、または、その人たちで
　構成する団体で、次のいずれかに該当する方。
・地域の環境美化につくした方
・親切を心がけ実践している方
・奉仕活動をしている方
・その他、多くの人が善行であると認めることが
　できる方
◆対象期間
　平成26年２月１日～平成27年１月31日の間の善行
◆提出書類
　推薦書　※推薦書の様式は提出先にあります。
◆提出期限　平成27年２月２日◯月
◆提出先　教育委員会社会教育係
◆表彰式　平成27年３月21日◯土
　「幕別町文化賞・スポーツ賞等表彰式」の席上で
　行います。
◆主催　幕別町児童生徒健全育成推進委員会
■問　教育委員会社会教育係（℡【幕】54-2006）

平成27・28年度競争入札参加資格審査申
請を受付けます

　平成27・28年度に幕別町が発注する建設工事、設
計等、物品、業務委託に係る競争入札参加資格審査
の申請を受付けます。
◆受付期間　平成27年２月２日◯月～ 27日◯金　　
　　　　　　（土曜、日曜、祝日を除く）
◆受付場所　役場３階 総務課管財係
◆資格要件等の閲覧場所　総務課内
◆資格の有効期間　
　平成27年４月１日～平成29年３月31日
◆申請書等　
　【建設工事、設計等】
　道内市町村の統一様式、幕別町独自様式、添付書類等
　【物品、業務委託】
　幕別町独自様式、添付書類等
※申請様式の変更、社会保険等への加入資格要件
の追加などがありますので、必ず閲覧場所の告示
文または町ホームページをご確認ください。
■問　総務部総務課管財係（℡【幕】54-6608）
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◆　自己負担限度額表　　【１年分の自己負担額の計算期間　８月１日～翌年７月31日】

■　高額介護合算療養費について

　医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。　　
　同じ世帯の被保険者が、１年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度
額を超えたときは、申請によりその超えた額が後期高齢者医療制度と介護保険から支給されます。
○後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが０円の場合は対象となりません。
○支給額が 500 円以下の場合は支給されません。
○区分は、毎年７月 31 日現在の窓口負担割合が適用されます。

負担割合 区　　　分 自己負担額の合計の基準額
３割 　現役並み所得者 67 万円

１割
　一　　　　　般 56 万円

　住民税非課税世帯
区分Ⅱ（※１） 31 万円
区分Ⅰ（※２） 19 万円

後期高齢者医療制度のお知らせ
～高額介護合算療養費と医療費通知～

■　医療費通知の送付を希望される方へ

　医療機関にお支払いした医療費を半年ごとにまとめた医療費通知を送付しています。
　次回の発行は、平成27年３月末（平成26年７～ 12月診療分）に行います。

○すでに「発行希望」のご連絡をいただいている方は、再度のご連絡は必要ありません。
○この通知を受け取られたことにより、申請等の手続きをされる必要はありません。
※この通知を確定申告などの「医療費控除」の領収書の代わりとすることはできません。

◆　申請手続き
　　２月下旬までに申請手続きのご案内をします。対象期間中に転入された方、75歳に到達された方、他
の医療保険に加入されていた場合は、町から申請の案内ができない場合があります。　

◆　申請場所
　　町民課高齢者医療係、札内支所、忠類総合支所地域振興課　

◆　新たに発行をご希望の方はご連絡ください
　　新たに発行をご希望の方は、お手数ですが、北海道後期高齢者医療広域連合または町民課高齢者医療
係へご連絡ください（電話でのご連絡だけで手続きができます）。　

　※１　世帯全員が住民税非課税である方
　※２　世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が０円（公的年金収入のみの場合、その受給額
が80万円以下）、または老齢福祉年金を受給している方

問　北海道後期高齢者医療広域連合（℡　011-290-5601）
    町民課高齢者医療係（℡【幕】 54-6602）

　

◆新たに手当てを受け取れる場合
・子どもを養育している祖父母等が低額の老齢年
　金を受給している場合
・父子家庭で子どもが低額の遺族年金のみ受給
　している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、子どもが低
　額の遺族年金のみを受給している場合など
問　こども課児童福祉係（℡【幕】54-3811）

児童扶養手当法が一部改正されました

　児童扶養手当は、これまで公的年金（遺族年金・障
害年金・老齢年金等）を受給している方には支給され
ませんでしたが、平成26年12月以降年金額が児童扶
養手当より低い場合は、その差額分の児童扶養手当
を受給できるようになりました。
　なお、児童扶養手当を受給するためには申請（認定
請求）が必要になります。
　詳しくはお問い合わせください。
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今月のつぶやき  四角く切った“切り餅”と中に餡を入れて丸めた“あんこ餅”がウチの定番♪　PN.ピノ

　

◆意見を求める内容　「幕別町高齢者保健福祉ビジョン2015」
◆募集期間　平成27年１月６日◯火～２月５日◯木
◆資料の閲覧場所　・役場１階ロビー　・忠類総合支所１階　・札内支所　・百年記念ホール
　　　　　　　　　・糠内出張所　・保健福祉センター　・ふれあいセンター福寿
　　　　　　　　　・幕別北コミセン　・幕別南コミセン　・札内北コミセン　・札内南コミセン
　　　　　　　　　・札内東コミセン　・農業者トレーニングセンター　・札内スポーツセンター
　　　　　　　　　※町ホームページ(http://www.town.makubetsu.lg.jp)でも閲覧できます。
◆意見の提出方法　閲覧場所に備え付けの「意見の提出書」または意見を記入した様式（提出様式は
　問いません）に、件名（「幕別町高齢者保健福祉ビジョン2015（案）」、住所、氏名を記載して持参、郵送、
　ＦＡＸ、電子メールのいずれかの方法で提出してください。
◆意見を提出できる方　○町内に在住の方、町内に通勤している方
　　　　　　　　　　　○事業所などを町内に有する方
　　　　　　　　　　　○本パブリックコメント手続に関する事案に利害関係を有する方
◆意見の提出先　民生部保健課介護保険係
　　　　　　　　〒089-0611　幕別町新町122番地の１（保健福祉センター内）
　　　　　　　　ＦＡＸ　0155-54-3839
　　　　　　　　Ｅ-mail：kaigohokenkakari@town.makubetsu.lg.jp
◆その他　
○提出された意見は内容を整理し、意見に対する町の考え方を広報紙、町ホームページ等で公表しま
　す。なお、記載された住所、氏名については公表しません。
○意見に対する個別回答は行いません。また、意見を求める内容と直接関係のない意見と判断できる
　ようなものについては、意見として取り扱いませんのでご了承ください。
問　保健課介護保険係（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

幕別町高齢者保健福祉ビジョン2015（案）
のパブリックコメントの意見募集について

　

◆意見募集の趣旨・目的
　地域包括支援センター及び指定介護予防支援事業の人員、運営等に関する基準はこれまで国が定
めていましたが、平成25年に「地域主権改革一括法」が成立し介護保険法が改正されましたことによ
り、これらの基準を町の条例として定めることになりました。これに伴い、町の考え方をまとめまし
たので、皆様からの意見を募集します。
◆意見を求める内容　●「(仮称)幕別町地域包括支援センターの基準に関する条例(案)」
　　　　　　　　　　●「(仮称)幕別町介護予防支援等事業の基準に関する条例(案)」
◆条例(案)の内容　　●「(仮称)幕別町地域包括支援センターの基準に関する条例(案)」
　　　　　　　　　　　職員の職種や人数に関する基準や支援に当たっての基本方針などを定めるもの
　　　　　　　　　　●「(仮称)幕別町介護予防支援等事業の基準に関する条例(案)」
　　　　　　　　　　　申請者の要件や従業者の基準、サービスの提供など運営に関する基準を定めるもの
◆募集期間　平成27年１月６日◯火～２月５日◯木
◆資料の閲覧場所　・役場１階ロビー　・忠類総合支所１階　・札内支所　・百年記念ホール
　　　　　　　　　・糠内出張所　・保健福祉センター　・ふれあいセンター福寿
　　　　　　　　　・幕別北コミセン　・幕別南コミセン　・札内北コミセン　・札内南コミセン
　　　　　　　　　・札内東コミセン　・農業者トレーニングセンター　・札内スポーツセンター
　　　　　　　　　※町ホームページ(http://www.town.makubetsu.lg.jp)でも閲覧できます。
◆意見の提出方法　閲覧場所に備え付けの「意見の提出書」または意見を記入した様式（提出様式は問いま
　せん）に、件名、住所、氏名を記載して持参、郵送、ＦＡＸ、電子メールのいずれかの方法で提出してください。
◆意見の提出先　民生部保健課介護保険係
　　　　　　　　〒089-0611　幕別町新町122番地の１（保健福祉センター内）
　　　　　　　　ＦＡＸ　0155-54-3839
　　　　　　　　Ｅ-mail：kaigohokenkakari@town.makubetsu.lg.jp
◆その他　
○提出された意見は内容を整理し、意見に対する町の考え方を広報紙、町ホームページ等で公表しま
　す。なお、記載された住所、氏名については公表しません。
○意見に対する個別回答は行いません。また、意見を求める内容と直接関係のない意見と判断できる
　ようなものについては、意見として取り扱いませんのでご了承ください。
問　保健課介護保険係（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

　(仮称)幕別町地域包括支援センターの基準に関する条例(案)および
　(仮称)幕別町指定介護予防支援等事業の基準に関する条例（案）について意見を募集します
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１　計画の基本的な考え方
　　団塊の世代が全員75歳以上となる2025年を見据えた中長期的な視点のもと、高齢者が住み慣れ
　た地域で生きがいを持って自立した生活を継続できるよう、医療・介護・介護予防・住まい・生活支
　援を一体的に提供するための地域包括ケアシステムの構築を目指します。
２　重点的に取組む事項
①地域包括支援センターを拠点とした地域包括ケアシステムの構築
　　支援を必要とする高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、関係機関との連
　携のもとに、相談や見守り体制の整備や医療・介護連携の推進に取り組みます。
②介護予防・日常生活支援サービスの実施
　　要支援者に対する訪問介護・通所介護が町の事業に移行された後も、引き続き利用者のニーズに
　対応できるよう、生活支援や介護予防事業と組み合わせたサービスの給付体制を構築します。
③認知症の総合的な対策への取組み
　　認知症に対する住民理解の促進や早期診断・早期対応に向けた支援体制の構築により、認知症に
　なっても安心して暮らせる地域づくりを進めます。
３　施策の取組み
　　現在、町内には、特別養護老人ホームやグループホームなど16施設が設置されていますが、平成
　26年８月末現在で87人（要介護３以上）が特別養護老人ホームの入所待ちをしている状況にありま
　す。施設入所のニーズに対応するため特別養護老人ホームの入所定員を増やします（９人増）。
４　介護保険料の見直し
　　介護保険料は利用する介護サービスの総量などを基に設定されています。第５期（平成24～26年
　度）の介護保険給付見込み等から保険料を推計すると、高齢者数の伸びに伴うサービス利用量の増
　加に伴い、第６期介護保険料は、第５期の基準月額4,950円から300円増えて5,250円になると試算
　しています。なお、現段階における試算額であり、国の介護報酬改定などによっては変動すること
　があります。
◆介護保険の現状と推移
○人口と高齢化率　

区　分 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成26年(11月末)
人口 24,240人 26,080人 26,868人 26,547人 27,666人
65 歳以上人口 3,986人 4,952人 6,069人 6,867人 7,781人
幕別町高齢化率 16.4％ 19.0％ 22.6％ 25.9％ 28.1％
北海道高齢化率 14.8％ 18.2％ 19.9％ 24.7％ －

○高齢者・要介護（要支援）認定者数

区　分 平成12年 平成15年 平成18年 平成21年 平成24年 平成27年
（見込み）

平成29年
（見込み）

平成32年
（見込み）

平成37年
（見込み）

第 1 号被保険者
(65 歳以上 )① 4,952人 5,607人 6,145人 6,684人 7,214人 8,015人 8,459人 8,805人 9,069人

①の要介護 ( 要
支援 )認定者数 475人 777人 943人 1,088 人 1,358人 1,611人 1,813人 2,092人 2,349人

①の要介護 ( 要
支援 )認定率 9.6% 13.9％ 15.3％ 16.3％ 18.8％ 20.1％ 21.4％ 23.8％ 25.9％

○介護給付費と介護保険料

区分 第１期計画
（平成12 ～ 14年度）

第２期計画
（平成15 ～ 17年度）

第３期計画
（平成18 ～ 20年度）

第４期計画
（平成21 ～ 23年度）

第５期計画
（平成24 ～ 26年度）

第６期計画
（平成27 ～ 29年度）

介護給付費 3,238,595千円 3,560,977千円 3,986,580千円 4,842,721千円 5,977,173千円 7,143,322千円
介護保険料
幕別町 3,033円 2,950円 3,350円 3,850円 4,950円 5,250円

（忠類村） （2,926円） （2,934円）

～幕別町高齢者保健福祉ビジョン2015（案）の概要～
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今月のつぶやき  家族みんなが揃ってもちつき。幸せをつくづく感じる年の瀬です。 PN.昭和っ子

　

　町では、障がいのある人が自立して生活ができるよう地域全体が支えるまちづくりを目指すため、
障害者手帳を持っている方などを対象にアンケートを実施し、その結果を参考に「幕別町障がい者福
祉計画・第４期幕別町障がい福祉計画」（案）を作成しました。
　概要をお知らせするとともに、幅広くご意見をお聞かせいただくため、ご意見を募集しています。
◆意見を求める名称　「幕別町障がい者福祉計画・第４期幕別町障がい福祉計画」（案）
◆募集期間　平成27年１月22日◯木まで
◆閲覧場所　役場１階ロビー、忠類総合支所１階、札内支所、糠内出張所、保健福祉センター、忠類ふ
　れあいセンター福寿
　町ホームページ（http://www.town.makubetsu.lg.jp/）※アンケートの結果も閲覧できます。
◆意見の提出方法　
　閲覧場所に備え付けの「意見の提出書」にて提出してください。
　様式はホームページからもダウンロードできます。
◆意見の提出できる方　
　町内に在住の方、町内に通勤している方、事業所等を町内に有する方。
　本パブリックコメント手続きに関する事案に利害関係を有する方。
◆意見の提出先　幕別町民生部福祉課障害福祉係（保健福祉センター内）
　〒089-0611　幕別町新町122番地の１　　ＦＡＸ【幕】 54‐3839
　Ｅメール　shogaifukushikakari@town.makubetsu.lg.jp
　※資料の閲覧場所でも提出することができます。
問　福祉課障害福祉係（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

幕別町障がい者福祉計画・第４期幕別町障がい福祉計画（案）の概要
【計画の基本的な考え方】
　障がいのある人の自立と社会参加の一層の促進を図るため、障がいのある人もない人も互いに協
力し合い等しく生活できる地域社会を目指して、「自立・社会参加・共生」を基本理念に、その実現に向
けた取り組みを総合的に進めます。
【計画の施策目標】
　基本理念である「自立・社会参加・共生」を実現するため、次の６項目を施策目標とします。
①理解と交流の充実　　　　　　　　　　　　　
②相談支援体制・情報提供の充実
③ライフステージにあった支援体制の充実　　　
④生活支援の充実
⑤保健・医療の充実　　　　　　　　　　　　　
⑥安全・安心な生活の確保
【重点的に取り組む事項】
　施策目標の具体的な取り組みの中で、次の事項を重点的な取り組みとして、計画的に実施します。
①障がいへの理解促進
　障がいのある人に対する理解を深めるために、教育と福祉の連携やイベントでの交流、パネル展や出
　前講座の啓発活動など、障がいのある人に対する理解と相互がわかり合う機会の充実に努めます。
②相談支援体制の強化
　平成26年度から開始した基幹相談支援センターを中心に、障がいのある人やその家族からの複雑
　化・多様化した相談に対応できるよう相談支援の質の向上を図ります。また、関係機関との連携に
　より、障がいのある人が生涯にわたって支援が受けられるよう、継続性のある相談支援体制の強化
　を行います。
③発達支援システムの確立
　発達支援センターが発育・発達の遅れのある子やその家族、関係機関からの発達や療育にかかわる
　相談調整窓口として機能を果たすとともに、必要な専門的療育機能を充実していきます。
　また、発達支援センターを核として、子どもの成長に沿った一貫した支援ができるよう関係機関の
　ネットワークを構築していきます。

幕別町障がい者福祉計画・第４期幕別町障がい福祉計画（案）
のパブリックコメントの意見募集について
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　国は、病原性が高い新型インフルエンザや同様に危険性がある新感染症が発生した場合に、国民の
生命及び健康を保護し、国民生活および経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的に「新
型インフルエンザ等対策特別措置法」を制定しました。それに伴い道では「北海道新型インフルエン
ザ等対策行動計画」を策定するとともに、北海道の行動計画の抜本的改定を行いました。
　町では、国及び北海道がそれぞれ「政府行動計画」、「北海道行動計画」を策定したことを受けて、町
行動計画として「幕別町新型インフルエンザ等対策行動計画」を作成します。
　今回の計画作成にあたり、素案の概要をお知らせし、町民のみなさんから広くご意見を募集します。
■町計画について
　町行動計画は、町における新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針や町が実施
する措置等を定めており、病原性の高い新型インフルエンザ等への対応を念頭に置きつつ、発生し
た感染症の特性を踏まえ、病原性が低い場合等様々な状況で対応できるよう、対策の選択肢を示す
ものです。
　対策の目的としては、感染症拡大を可能な限り抑制し、町民の生命および健康を保護すること、ま
た、町民の生活及び経済に及ぼす影響が最小とすることを掲げています。

◆計画の名称　幕別町新型インフルエンザ等対策行動計画
◆資料の閲覧場所
　役場１階、保健福祉センター、札内支所、忠類総合支所、忠類ふれあいセンター福寿
　役場ホームページ（http://www.town.makubetsu.lg.jp/）
◆意見の提出方法　閲覧場所に備え付けの「意見の提出書」を提出してください。
◆提出先　幕別町民生部保健課健康推進係（保健福祉センター内）
　〒089-0611　幕別町新町122番地の１　　ＦＡＸ【幕】54‐3839
　Ｅメール　kenkosuishinkakari@town.makubetsu.lg.jp
　※資料の閲覧場所でも提出することができます。
◆募集期間　平成27年１月６日◯火～２月４日◯水
問　保健課健康推進係（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

幕別町新型インフルエンザ等対策行動計画
のパブリックコメントの意見募集について

　参考：流行規模・被害想定（幕別町）

　○発症率　全人口の約 25％
　○医療機関最大受診患者数　5,000 人
　○医療機関最大入院患者数　106 人
　○死亡者数　34 人～ 128 人
　○従業員の欠勤 40％程度（ピーク時の約２週間）

　肥培管理された生牧草を売り払いますので、希

望される方は申し込みください。

◆対象者　町内家畜飼養農家

◆牧草内容
　生牧草（チモシー 20％、オーチャード80％）

　Ａ団地4.44ha、Ｂ団地3.84ha、Ｃ団地3.3ha

◆売買価格　１haあたり５万円

◆売渡期間　契約日～平成27年10月31日◯土（単年契約）

◆申込期限　１月16日◯金
◆説明会・抽選会
　１月23日◯金　午前10時　役場２階会議室

■問・■申　農林課牧場係（℡【幕】54-6605）

南勢牧場の生牧草を売り払います

１月の人権相談

◆日時　１月15日◯木　午後１時～３時
◆場所　札内福祉センター　
◆行政相談委員　松本茂敏さん
問　新町（℡【幕】 54‐5267）

１月の行政相談

【忠類会場】
◆日時　１月15日◯木　午前10時～正午
◆場所　ふれあいセンター福寿
◆担当　赤石裕元さん、三島まゆみさん
【札内会場】
◆日時　１月15日◯木　午後１時～３時
◆場所　札内福祉センター
◆担当　齊藤彰彦さん、佐藤恵子さん
問　福祉課社会福祉係
　　（保健福祉センター内・℡【幕】 54‐3811）
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　多くの方に手話の体験をしていただくため、手話
サークル「ひまわり」で体験コーナーを開催します。
　初めての方も、関心・興味のある方も気軽に参加
できます。
◆日時・場所　（時間：午前10時～ 11時30分）

札内東コミュニ
ティセンター

１月 29 日、２月５日、19 日
３月５日、19 日
（第１・３・５木曜日）

保健福祉センター
１月 22 日、２月 12 日、26 日
３月 12 日、26 日
（第２・４木曜日）

手話を体験してみませんか

年長児のＭＲ（麻しん・風しん）ワクチン
の接種はお早めに！

　ワクチン接種をお済みでない方は、早めの接種
をお勧めします。ぜひ、ご検討ください。
◆対象者
　年長児のＭＲワクチン接種対象者
　（平成20年４月２日～平成21年４月１日生）
◆接種期間　平成27年３月31日◯火
※３月31日までに接種されなかった場合は、定期
接種として受けることができなくなりますのでご
注意ください。
◆接種場所　
　おち小児科医院・景山医院・柏木内科医院・木村
　医院・さつない耳鼻咽喉科・緑町クリニック・忠
　類診療所
※ご予約の上、診療時間内に受診してください。
◆料金　無料
◆持ち物　母子健康手帳、予診票
問　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）

通年雇用支援セミナーのご案内

　十勝北西部通年雇用促進協議会では、季節労働
者の通年雇用化を図るためのセミナーを開催しま
す。講演及び助成制度の説明の後、個別相談や人材
育成事業申込の受付を行います。
◆日時・場所　
　１月30日◯金　音更町　共栄コミュニティセンター
　２月３日◯火　芽室町　めむろ駅前プラザ
　午後１時30分～４時30分
◆持ち物
・人材育成事業を申し込まれる方のみ
　運転免許証、印鑑、雇用保険被保険者証
　または雇用保険特例受給資格者証
・希望講習に応じて　技能講習修了証
問　十勝北西部通年雇用促進協議会
　　（フリーダイヤル0120-980-454）
　　商工観光課観光労働係（℡【幕】54-6606）

　雪による被害を防止するため、特に車の運転、
除雪を行う際は次の点に注意しましょう。
◆車で外出するときに気をつけること
・防寒着・長靴・手袋・スコップ・けん引ロープなど
　を車に用意し、十分に燃料があることを確認する。
・地吹雪などで、運転に危険を感じたら、無理をせ
　ず道の駅やガソリンスタンド、コンビニエンスス
　トア、駐車場など安全な場所で天気の回復を待つ。
・車が雪に埋まったときは、エンジンを切って救
　助を待つ。防寒などでやむを得ずエンジンをか
　けるときは窓を開けて換気し、こまめにマフラー
　まわりを除雪する。
◆除雪を行うときに気をつけること
・健康に注意し、無理に除雪作業は行わない。
・屋根の下を通るときは「雪」や「つらら」に注意する。
　（除雪機を使用するとき）
・周囲を確認し、通行人や子ども等に注意する。
・機械に巻き込まれないように服装に注意する。
・雪が詰まる等の機械トラブルが発生したとき
　は必ずエンジンを停止する。
■問　町民課交通防災係（℡【幕】 54-6601）

雪による被害を防止するために

自立支援協議会に参加しませんか？

　毎月第４火曜日に、自立支援協議会を開催して
います。障がいのある方が抱えるさまざまな要望
や課題を福祉関係者やその家族を含めた地域住民
と一緒に話し合っています。
◆日時　１月27日◯火　午後６時
◆場所　保健福祉センター
◆内容　「障がい者虐待防止について考えよう」
■問　福祉課障害福祉係
　　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

※申込み不要、参加料無料　
■問　福祉課障害福祉係
　　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

平成27・28年度の競争入札参加資格申請について

　平成27年度および28年度において十勝圏複合組
合または（仮称）とかち広域消防事務組合が発注す
る工事や、物品の売買、委託業務などの入札に参加
を希望する事業者は、競争入札参加資格審査申請
をしてください。
　必要な資格や提出書類など詳しくは下記までお
問い合わせください。
◆受付期間（土日祝日を除く）　
　持参申請　平成27年１月15日◯木～ 30日◯金
◆受付場所　帯広市役所　水道庁舎３階　大会議室
　　　　　　（帯広市西５条南７丁目）
■問　帯広市契約管財課（℡ 0155-65-4114 直通）
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◆調査の期日　平成27年10月１日現在で実施
◆調査の対象
　平成27年10月１日現在、日本国内にふだん住んでい
るすべての人（外国人を含む）と世帯を対象とします。
◆ミニ情報①
　我が国最初の国勢調査は、今から95年前の大正
９年に実施されました。
　近代人口センサス第１号といえるアメリカの
1790年センサスから130年後のことです。
　第１回国勢調査での幕別町の人口は１万1250人
（全国5596万3053人）でした。

　農林水産省では、平成27年２月１日現在で「2015
年農林業センサス」を実施します。
　農林業センサスは、農林業の実態を明らかにし、
国や都道府県、市区町村はもちろん各方面にわた
り、広く利用できる総合的な統計資料を得るため
の調査です。
　全国の農家や林家をはじめ、すべての農林業関
係者を対象に行われる『農林業の国勢調査』ともい
うべきものです。
　皆様のお宅や会社等に調査員が調査に伺いまし
たら、ご協力をお願いします。

問 企画室企画情報担当　℡【幕】 54-6610

平成27年国勢調査を実施します 2015年農林業センサス統計調査にご協力ください

冬期の節電にご協力ください

　今冬は、電力の安定供給に最低限必要とされる供給予備率を確保できる見通しですが、大規模な発電所

のトラブルなどがあった場合には電力がひっ迫する状況も考えられます。

　冬の寒さが厳しい北海道において電力需給のひっ迫は住民の生命、安全を脅かす可能性がありますの

で、各家庭・事業所等において節電にご協力をお願いします。

◆節電をお願いする期間と時間帯

　期　間　１月５日◯月～３月31日◯火までの平日

時間帯　午前８時～午後９時

※特に家庭においては電気のご使用が増える夕方

以降（午後４時～９時）の時間帯の節電にご協力

をお願いします。

 

家庭向けメニュー
照　明 不要な照明をできるだけ消す
テレビ 画面の輝度を下げる

冷蔵庫 設定を「弱」にし、食品を詰め込みす
ぎないようにする

炊飯器 余ったごはんは保温を使用せずに冷凍
保存する

洗濯機 容量の 80％程度を目安にまとめ洗い
をする

衣　服 重ね着により暖房に頼りすぎないよう
にする

電気製品 使用しない機器はコンセントからプラ
グを抜く

◆節電方法の一例

事業所向けメニュー

照　明

執務エリアの照明を間引きする
使用しないエリアの消灯を徹底する
従来型蛍光灯から高効率蛍光灯やＬＥ
Ｄ照明に交換する

ＯＡ機器

長時間席を離れるときは、電源を切る
かスタンバイモードにする
使用しない機器はコンセントからプラ
グを抜く

空　調
使用しないエリアの空調を停止する

夕方以降はブラインド、カーテンを閉
め暖気を逃がさないようにする

◆ご注意いただきたいこと
☆ご家庭、事業所等の事情に応じて無理のない範囲でご協力をお願いします。

☆暖房の控え過ぎにご注意いただき、体調管理に十分お気をつけください。

問　町民課環境衛生係（℡【幕】 54-6601）

総務省・北海道・幕別町 農林水産省・北海道・幕別町
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いじめ防止啓発標語の優秀作品を紹介します

　　幕別町いじめ問題等対策委員会では、いじめ防止啓発活動の一環として標語を募集しました。

　多くの皆さんが問題意識と関心をもって応募してくれました。（応募総数315作品、優秀賞43作品）

　　小学４年生から６年生は２月号、中学生は３月号に掲載する予定です。

　【小学１年生】

　  ごめんねと　いえたらみんなで　なかなおり　　　（途別小学校 　　 髙橋　芽
め い

衣）

　  やめようよ　みてみぬふりも　いじめだよ　　　　（白人小学校　　　中山純
じゅんいちろう

一郎）

　  たたかない　からだとこころが　いたいから　　  （糠内小学校　　　松岡　裕
ゆ う や

哉)

　  いいことば　「かしてあげるよ」　「ありがとう」    （糠内小学校　　　松岡　澪
れ お

生)

　【小学２年生】

　  そばにいる　わたしは聞くよ　なやみごと　      （札内南小学校　　中村　有
ゆ う ご

吾）

　  やめようよ　自分がされて　いやなこと　　　　　（白人小学校 　　 山田　　凌
りょう

)

　  わるぐちは　こころをよごす　わるいこと　　　　（札内北小学校　  前田　弘
ひ ろ や

哉）

　  いじめはね　ずーっときえない　きずになる　　　（白人小学校 　　 斉藤　　遥
はるか

)

　  「いじめダメ」　ゆう気を出して　言ってみよう！　（白人小学校　　  後藤　愛
あ い か

果）

　【小学３年生】

　  わるいこと　とめる勇気が　大切だ　　　　　　　（札内南小学校　　佐藤　杏
あ ん な

奈）

　  声をかけ　ひとりふたりと　ひろがる輪    　　　（札内南小学校　　水野わかば）

　  見のがすな　心の声は　聞こえない　　　　  　　（白人小学校  　　馬渕　希
き ら ら

星）　

　  やったって　いいことないよ　いじめって　　　　（古舞小学校　　　松田実
み さ き

紗希）

　  いやなこと　やっちゃだめだよ　あやまろう  　　（明倫小学校  　　六郎田将
ま さ と

斗）　

　平成27年１月５日から、札内北コミセン前のコミバス停留場が変更になります。（元の位置に戻ります。）

※３便、４便は逆回りになります

コミュニティバスのバス停移動について

札内北
公　園

バ　 ス　 停

バス順路

札内北
小学校

N

札内2線

札内北町西通

札 内北
コミセン

通行止め解除のため
コミバスのバス亭が
北コミセンの東側へ

移動します12

12

■問　企画室企画情報担当（℡【幕】 54-6610）　
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幕別町教育委員会では
「ノーテレビデー・ノーゲームデー」を推進しています

幕別町ふるさと館事業委員の募集

　ふるさと館では、小学生に自然や歴史を学んでい
ただくジュニアスクールを開講しているほか、史跡
めぐり、ふるさと館まつり、昔の農機具などの館内展
示などを行っています。これらの事業をボランティ
アでお手伝いをいただける方を募集しています。

◆募集条件　平成27年４月１日現在で満20歳以上の方
◆募集人員　若干名
◆委嘱期間　平成27年４月１日～
◆募集期間　１月７日◯水～１月30日◯土
※希望される方は、住所、氏名、電話番号をお知ら
せください。
■問・申　ふるさと館（℡【幕】56-3117）

幕別町ふるさと館移動展示を行います

　ふるさと館では、先人が使用した農機具や生活
用品などを展示しています。このうちの一部を百
年記念ホールのギャラリーで展示します。お近く
にお寄りの際は是非ご覧ください。
◆展示内容　
　畑作農業
　（プラウ、唐

からざお

竿､俵など）
◆展示期間　
　１月17日◯土～ 25日◯日
◆場所　
　百年記念ホール　ギャラリー
■問　ふるさと館（℡【幕】56-3117）

　テレビやゲーム、インターネットが子ども達の友達になっていませんか？
　子ども達と話しをしたり、遊んだりする時間が少なくなっていませんか？
　幕別町教育委員会では、テレビやゲームに触れない時間を作ることで、家族の会話が生まれ、子ど
も達にとって望ましい生活習慣がつくられることを期待し、「幕別町教育の日」である毎月19日を
『ノーテレビデー・ノーゲームデー』として設定しました。
　毎月19日の午後６時から10時までの間で２時間、テレビやゲーム、インターネットに触れず、家族
で料理や食事、読書、会話を楽しむなど、各家庭でチャレンジしてみましょう！

家族みんなで、テレビやゲーム機に
ふれない時間を作ろう！

スマートフォンインターネットゲームテレビ

キャッチボール

勉　強料　理
食事だんらん

毎 月
19日は
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ナウマン象記念館
募集職種 ⑬一般事務補助員
募集人数 ４人
応募資格 特になし
勤 務 日 水曜日～月曜日
勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
賃 金 日額6,380円

クマゲラハウス
募集職種 ⑭一般事務補助員
募集人数 ２人
応募資格 特になし
勤 務 日 月曜日～日曜日　２人体制による隔日勤務

勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
（４月下旬～ 11月上旬までの勤務）

賃 金 日額6,380円

町民プール
募集職種 ⑮町民プール監視員
募集人数 11人
応募資格 水泳ができる方
勤務内容 プール監視業務および施設維持管理業務

勤 務 日

【札内東・南・北・糠内各町民プール】
月曜日～日曜日の隔日勤務
【幕別プール】
月曜日～日曜日の３人体制による２交代制

勤務時間

【札内東・南・北・糠内各町民プール】
午前９時～午後５時の間
（６月上旬～９月上旬までの勤務）
【幕別プール】
午前９時～午後８時までの間（２交代制）
（５月上旬～９月下旬までの勤務）

賃 金 時給800円

トレセン・スポセン
募集職種 ⑯トレーニング補助員
募集人数 ３人

応募資格

次のいずれかを有している方
①教員免許（保健体育）取得者
②公益財団法人日本体育協会公認ス
ポーツ指導者（いずれか）
・スポーツ指導員
・スポーツプログラマー
・フットネストレーナー
・アスレティックトレーナー
③公益財団法人健康体力づくり事業財
　団健康運動実践指導者
④理学療法士　
⑤柔道整復師
⑥エアロビクス指導員資格取得者

勤 務 日 月曜日～金曜日（土日勤務あり）

勤務時間 午前８時45分～午後９時15分のうち
７時間45分（早番、遅番あり）

賃 金 日額7,170円～ 7,470円

町内小中学校
募集職種 ⑫学校事務補助員
応募資格 特になし
勤 務 日 月曜日～金曜日

勤務時間 午前８時～午後４時45分を基本とし、各学
校が設定。（春・夏・冬休み中は勤務なし）

賃 金 日額6,420円～ 6,720円

水道事業の嘱託職員

募集職種
水道メーター確認等の水道事業業務全
般と使用料徴収業務

募集人員 １人

応募資格
・満64歳までの方（昭和25年４月２日
　以降生まれの方
・普通自動車免許を有する方

勤 務 日 月曜日～金曜日

勤務時間 １日６時間程度（夜間の業務あり）

賃 金 月額144,290円

雇用期間 平成 27 年４月 1日～平成 28 年３月 31 日

◆提出書類　履歴書（写真添付）
※履歴書は提出先にあります。
◆提出期限　１月20日◯火必着
◆提出先　水道課庶務係、忠類総合支所経済建設
　課、札内支所、糠内出張所
◆面接日時　２月上旬（詳細は後日連絡します）

■問　水道課庶務係（℡【幕】54-6624）

水道事業嘱託職員の募集

町地域振興公社従業員の募集

札内川ゴルフ場

募集内容
フロント係（パート）、カート係（パー
ト）、練習場係（パート）

募集人員 若干名

応募資格
通勤可能な満65歳以下で、普通自動車
免許取得者

勤務条件

フロント係
　月15 ～ 16日間勤務（１日８時間）
カート係
　月15 ～ 16日間勤務（１日８時間）
　シフト制早朝あり
練習場係
　月15 ～ 16日間勤務（１日８時間）
　シフト制早朝あり

賃 金 時給820円～

雇用期間
平成27年４月１日～ 11月下旬
（翌年再雇用制度あり）

◆提出書類　希望職種を記入した履歴書（写真添
付）１部郵送提出

◆提出期限　１月20日◯火必着
◆面接日時　２月上旬予定
問・提 幕別町地域振興公社
　（〒089-0561 札内稔町57番地℡【幕】56-2800）
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◆募集職種・資格・雇用条件
　次の表を参照してください。
※必要な資格は、平成27年４月１日までに取得見
込みの方であれば応募できます。

※通勤手当支給（片道２㎞以上の場合）、社会保険、雇用
保険加入（⑭、⑮を除く。②、⑤は雇用保険のみ加入。）

◆登録有効期間
　平成27年４月１日◯水～平成28年３月31日◯木
※面接の上で登録を決定しますが、登録されても
雇用されない場合があります。

◆提出書類　登録申込書（写真添付）
　応募資格に教員免許とある職種に応募する方

は、教員免許状の写し
※申込書は提出先にあります。また、町ホームペー
ジからもダウンロードできます。

◆申込期限　１月20日◯火必着
◆提出先　教育委員会総務係、忠類総合支所生涯
学習係、札内支所、糠内出張所

◆面接日時
・忠類地区　２月３日◯火
・幕別地区　２月４日◯水、５日◯木
※詳細は後日、お知らせします。
■　問 教育委員会総務係（℡【幕】54-2006）

図書館
募集職種 ④司書（本館・札内分館）
募集人数 ７人
応募資格 図書館司書・簡単なパソコン操作のできる方（ワード・エクセル）

勤務時間

午前９時30分～午後６時15分
（土・日勤務あり）
【札内分館】木曜日の遅番の時は、
午前11時30分～午後８時15分

賃 金 日額6,900円～ 7,380円

ふるさと館
募集職種 ⑦一般事務補助員
募集人数 １人
応募資格 簡単なパソコン操作のできる方（ワード・エクセル）
勤 務 日 水曜日～日曜日のうち３日程度
勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
賃 金 日額6,380円

給食センター
募集職種 ⑧幕別学校給食センター調理員
募集人数 11人
応募資格 調理師免許（調理業務経験者も可）
勤 務 日 月曜日～金曜日

勤務時間 午前８時15分～午後３時45分
※業務内容により早出出勤あり

賃 金 時給980円

募集職種 ⑨忠類学校給食センター調理員
募集人数 ５人
応募資格 調理師免許（調理業務経験者も可）
勤 務 日 月曜日～金曜日
勤務時間 午前８時15分～午後４時30分
賃 金 時給980円

町内小中学校
募集職種 ⑩特別支援教育支援員
応募資格 教員免許
勤 務 日 月曜日～金曜日

勤務時間
午前９時～午後３時を基本とし、各学
校が設定。（春・夏・冬休み中は勤務な
し）

賃 金 時給1,110円

募集職種 ⑪特別支援教育支援員（生活介助）
応募資格 特になし
勤 務 日 月曜日～金曜日

勤務時間
午前９時～午後３時を基本とし、各学
校が設定。（春・夏・冬休み中は勤務な
し）

賃 金 時給890円

平成27年度教育委員会臨時職員登録者の募集　　　　

わかば幼稚園
募集職種 ①臨時教諭
募集人数 若干名
応募資格 教員免許（幼稚園）
勤 務 日 月曜日～金曜日
勤務時間 午前８時30分～午後２時30分
賃 金 時給1,020円

募集職種 ②代替教諭
募集人数 若干名
応募資格 教員免許（幼稚園）
賃 金 時給930円

募集職種 ③事務補助員
募集人数 １人
応募資格 特になし
勤 務 日 月曜日～金曜日
勤務時間 午前８時30分～午後５時15分
賃 金 日給6,420円～ 6,720円

募集職種 ⑥忠類分館事務補助員
募集人数 １人
応募資格 簡単なパソコン操作のできる方（ワード・エクセル）

勤務時間 午前９時30分～午後６時15分
（土・日勤務あり）

賃 金 日額6,610円

募集職種 ⑤スワディ号運転手
募集人数 １人

応募資格
大型自動車運転免許（マイクロバス以
上の大型自動車の運転経験のある方）
簡単なパソコン操作のできる方

勤 務 日 月・水・木・金
勤務時間 午前９時30分～午後５時15分
賃 金 日額5,810円
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保健・福祉・こども課関係臨時職員の募集

診療車運転業務臨時職員

募集内容 診療車の運転・車両点検整備および事
務補助など

募集人員 １人
応募資格 普通運転免許取得者

勤 務 日 週３日（火・水・金曜日）および月１日
（木曜日）

勤務時間 午後12時30分～５時30分
賃 金 日額5,320円
雇用期間 平成 27 年４月１日～ 28 年３月 31 日

◆提出書類　履歴書（写真添付）、普通免許証の写し
◆提出期限　１月20日◯火必着
◆面接日時　詳細は後日連絡します。
■問・提　保健課健康推進係
　　　 （保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

発達支援心理専門員
業務内容 発達支援に関する、検査、評価などの業務
募集人数 １人
応募資格 認定心理士資格取得者
勤 務 日 月曜日～金曜日
勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
賃 金 月額174,200円
雇用期間 平成27年４月１日～平成28年３月31日

認可保育所

募集職種 臨時保育士

応募資格 保育士資格取得者、または平成27年３
月31日までに取得見込みの方

募集職種 代替保育士

応募資格 無資格でも可能

募集職種 調理兼管理人

応募資格 調理師免許取得者、または平成27年３
月31日までに取得見込みの方

募集職種 代替調理兼管理人

応募資格 無資格でも可

へき地保育所

募集職種 臨時保育士

応募資格 保育士資格取得者、または平成27年３
月31日までに取得見込みの方

募集職種 代替保育士

応募資格 無資格でも可能

学童保育所

募集職種 主任・補助指導員

応募資格 教員免許・保育士資格取得者、または平
成27年３月31日までに取得見込みの方

募集職種 代替指導員

応募資格 無資格でも可能

臨時介護認定調査員
募集内容 介護認定調査業務
募集人員 ３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
実務経験年数が６ヶ月以上ある方
認定調査員研修修了の方（未修了の方
は、採用後研修を受講すること）
普通運転免許取得者

勤 務 日 月曜日～金曜日
勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
賃 金 日額8,950円
雇用期間 平成 27 年４月１日～ 28 年３月 31 日

※職種別の勤務日、勤務時間、賃金などの詳細は、
お問い合わせください。

◆有効期間
　平成27年４月１日◯水～平成28年３月31日◯木まで
◆提出書類　登録申込書（写真添付）
※登録申込書は提出先にあります。また、町のホー
ムページからもダウンロードできます。

　ＨＰ：http://www.town.makubetsu.lg.jp
◆提出期限　１月20日◯火必着
◆提出先　こども課保育係(保健福祉センター
内)、札内支所、保健福祉課福祉係(ふれあいセン
ター福寿内)

◆面接日時　２月５日◯木
※詳細は後日、お知らせいたします。
■問　こども課保育係
　　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

◆提出書類　履歴書（写真添付）、認定心理士認定書（写し）
◆提出期限　１月20日◯火必着
◆提出先　発達支援センター（保健福祉センター
内）、札内支所、保健福祉課福祉係（ふれあいセン
ター福寿内）

◆面接日時　２月上旬（詳細は、後日連絡します。）
■問　 発達支援センター
　　（保健福祉センター内・℡【幕】54-6533）

◆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　２月20日◯金必着
◆提出先 保健課介護支援係(保健福祉センター内)、札内

支所、保健福祉課保健予防係(ふれあいセンター福寿内)
◆面接日時　２月下旬（詳細は後日連絡します。）
■問　保健課介護支援係
　　　 （保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）
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役場・各支所・出張所・保健福祉センター

募集職種
一般事務補助員（長期・短期）
※短期は３月２日◯月～４月30日◯木役
場町民課勤務になります。

勤務場所 役場・各支所・出張所・保健福祉セン
ター

応募資格 簡単なパソコン操作（ワード・エクセ
ル）のできる方

勤 務 日 月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日は休み）

勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
（休憩１時間）

賃 金 日額6,380円（通勤手当支給、雇用保険・
社会保険に加入）

登録期間 平成 27 年４月１日～ 28 年３月 31 日

◆提出書類　臨時職員登録申込書（写真添付）

※登録申込書は提出先にありますが、町ホーム

ページからもダウンロードできます。

◆提出期限　１月20日◯火必着

◆提出先　総務課職員係、忠類総合支所地域振興

課、札内支所、糠内出張所

◆面接日時　幕別地区　２月５日◯木
　　　　　　忠類地区　２月４日◯水
※詳細は後日連絡します。

■問　総務課職員係（℡【幕】54-6608）

試験圃場（新和）
募集職種 試験圃場作業員
募集人員 １人
勤 務 日 月曜日～金曜日
勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
賃 金 日額7,480円
雇用期間 平成27年４月～ 11月

町営牧場（南勢・共栄・晩成）

募集職種 家畜飼養作業と関連農業機械操作の作
業員・作業補助員

募集人員 ５人
応募資格 普通自動車運転免許取得者
勤 務 日 月曜日～日曜日（交代制で休み）
勤務時間 午前８時～午後４時45分
賃 金 日額7,480円～ 10,840円
雇用期間 平成 27 年４月～ 10 月

※家畜の扱いに精通している方を希望。

ふるさと味覚工房（新和）
募集職種 指導員（常勤）
募集人員 １人

応募資格 栄養士または食品衛生管理者の資格を
有する方

勤 務 日 週５日（土・日勤務あり、火曜日・祝日は休み）
賃　　金 日額7,170円

募集職種 補助指導員（非常勤）
募集人員 １人
応募資格 なし

賃　　金 日額6,380円
常勤指導員と同等の資格者は日額7,170円

勤 務 日 週１日程度（土・日勤務あり、火曜日・祝
日は休み）

勤務日数 年間80日程度

《共通事項》
業務内容 食品加工や調理の指導等
勤務時間 午前８時 45 分～午後５時 30 分
雇用期間 平成 27 年４月１日～平成 28 年３月 31 日

◆提出書類　臨時職員登録申込書（写真添付）
※申込書は提出先にあります。
◆提出期限　１月20日◯火必着
◆提出先　　農業振興公社、農林課、忠類総合支所
経済建設課、札内支所、糠内出張所

◆面接日時　２月上旬（詳細は後日連絡します。）
■問　農業振興公社（℡【幕】57-2711）

農業振興公社（新和）

募集職種 一般事務補助員

募集人員 １人

応募資格 普通自動車運転免許取得者
パソコンを操作（ワード・エクセル）できる方

勤 務 日 月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日は休み）

勤務時間 午前８時45分～午後５時30分

勤務場所 町農業担い手支援センター（新和）

賃 金 日額6,380円

登録期間 平成 27 年４月 1日～平成 28 年３月 31 日

◆提出書類　臨時職員登録申込書（写真添付）

※申込書は提出先にあります。

◆提出期限　１月20日◯火必着

◆提出先　　農業振興公社、農林課、忠類総合支所

経済建設課、札内支所、糠内出張所

◆面接日時　２月上旬（詳細は後日連絡します。）

■問　農業振興公社（℡【幕】57-2711）

農業関係臨時職員の募集

役場臨時職員（事務補助）登録者募集

◆提出書類　臨時職員登録申込書（写真添付）
※申込書は提出先にあります。
◆提出期限　１月20日◯火必着
◆提出先　　農林課、忠類総合支所経済建設課、札
内支所、糠内出張所

◆面接日時　２月上旬（詳細は後日連絡します。）
■問　農林課（℡【幕】54-6605）
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◆入居資格（１～４のすべてに該当すること）
　１　住宅にお困りの方　
　２　同居する親族がいる方（単身の場合は、昭和31年４月１日以前生まれの方）
　３　公営住宅法に定める収入基準以内の方（詳細は、問い合わせください）
　４　申込者と同居予定者が暴力団員でない方
◆定期募集する住宅
・優先公募の住宅
　①の公営住宅は、バリアフリーの住宅となっており、60歳以上の高齢者のみの世帯または歩行困難な障
がいのある方が同居する世帯を優先的に受け付けます。詳細は問い合わせください。

　なお、応募がない場合は、一般公募の住宅として取り扱います

募集する住宅 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯設備 家賃
①新緑町２（8） １ ２LDK H11 有 リース 21,700円～42,600円

公営住宅の入居者募集について

　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や公
営住宅料についてご相談のあ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　１月14日◯水、28日◯水　
        午後５時30分～午後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
　与証明書、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）

・一般公募の住宅（③～⑦の住宅については今回応募がなければ、随時募集となります。）　

募集する住宅 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯設備 家賃
②旭町西（2-206） ２ 2LDK H14 有 リース 20,200円～39,800円
③新緑町西（2-20） １ ３DK S54

入居者負担
10,400円～19,200円

④新緑町東（2-31） １ ３LDK S57 12,300円～21,900円
⑤あかしや南（2-303） ３ ３DK S52

リース
12,700円～25,000円

⑥あかしや南（3-301） ３ ３DK S53 13,500円～26,500円
⑦あかしや南（6-401） ４ ３LDK S56 17,300円～34,100円

◆随時募集中の住宅（入居申し込みがあった時点で、募集終了となります）

随時募集する住宅 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯設備 家賃
①新緑町南（1-4） ２ ３LDK S59

入居者負担
15,000円～29,600円

②新緑町南（1-5） ２ ３LDK S59
③寿町（1-204） ２ ３LDK S61 16,100円～31,600円
④桂町２（4-5） ２ ３LDK S58 17,100円～33,700円
⑤あかしや南（1-401） ４ ３DK S51 リース 12,500円～24,600円

◆定期募集期間　優先公募の住宅　１月６日◯火～13日◯火（土日祝は除く） 
　　　　　　　　一般公募の住宅　１月14日◯水～20日◯火（土日祝は除く）　　 

◆定期募集住宅の抽選会　１月30日◯金　午後２時（午後１時30分より受付）
　　　　　　　　　　　　場所　札内福祉センター　第一講座室
※当日欠席の場合は、住宅係職員が代理で抽選を行い、後日、文書で結果をお知らせします。
◆入居説明会　２月12日◯木　午後２時～　幕別町役場４階　会議室
※２月13日◯金～19日◯木までに入居願います。
◆提出書類等　入居資格、申し込み方法などの詳細はお問い合わせください。
申　都市施設課住宅係、忠類総合支所経済建設課管理係、札内支所
問　都市施設課住宅係（℡【幕】 54-6623）

公営住宅料に関する夜間相談窓口を開設します 町税の納税相談窓口を開設します

　納期ごとの支払いが困難な方、分割での支払いを
希望される方で、平日の昼間に相談ができない方は、
「納税相談窓口」を開設しますので、ご利用ください。
◆日時　１月17日◯土～１月23日◯金　
・役場２階税務課、札内支所
　平日夜間　午後５時 30 分～８時まで
　土・日　午前 10 時～午後４時
・忠類総合支所１階地域振興課
　平日夜間　午後５時 30 分～８時まで
◆持ち物　印鑑）
■問　税務課納税係（℡【幕】 54-6603）　
　　忠類総合支所地域振興課税務管財係
　　（℡【忠】 ８-2111）
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緑町団地【単身者住宅】入居者募集について

◆募集する住宅
募集する住宅 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯設備 家賃

①緑町　緑町22－５　耐火３階建て １-101 １ １ＤＫ Ｈ６
有

オール電化
・蓄熱式電気暖房
・電気温水器・電気調理器

30,200円

②緑町　緑町22－５　耐火３階建て ２-105 １ １ＤＫ Ｈ９ 33,300円

◆随時募集中の住宅（入居申し込みがあった時点で、募集終了となります。）
募集する住宅 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯設備 家賃

①緑町　緑町22－５　耐火３階建て ２-206 ２ １ＤＫ Ｈ９
有

オール電化
・蓄熱式電気暖房
・電気温水器・電気調理器

33,300円
②緑町　緑町22－５　耐火３階建て １-301 ３ １ＤＫ Ｈ６ 30,200円
③緑町　緑町22－５　耐火３階建て １-303 ３ １ＤＫ Ｈ６ 30,200円

◆定期募集期間　１月14日◯水～20日◯火（土日祝は除く）
◆定期募集住宅の抽選会　１月30日◯金　午前10時　幕別町役場４階　会議室
※当日欠席の場合は、住宅係職員が代理で抽選を行い、後日、文書で結果をお知らせします。
◆入居説明会　２月12日◯木　　午前10時～　幕別町役場４階　会議室
※２月13日◯金～26日◯木までに入居願います。
◆提出書類等　入居資格、申し込み方法などの詳細はお問い合わせください。
申　都市施設課住宅係、忠類総合支所経済建設課建設管理係、札内支所
■問　都市施設課住宅係（℡【幕】 54-6623）

　

◆日時　平成27年２月15日◯日　 開会式　午前10時30分　競技開始　午前11時　閉会式　午後１時10分 

◆会場　忠類白銀台スキー場特設会場
◆内容　ダンボールによるオリジナルそりでスキー場を滑走し、「スピード賞」としてゴールまでのタイ
ムと「グッドデザイン賞」としてそりのデザイン・完成度を競います。

　スピード賞の優勝賞金は50,000円、グッドデザイン賞の優勝賞金は100,000円です。
　なお、来場者も参加できる賞品総額100,000円分の埋蔵金拾いもありますので、多くの方の来場をお待
ちしております。

◆参加料　そり１台につき1,000円　登録選手１名につき500円
◆申込期間　平成27年１月５日◯月～31日◯土
◆台数　先着50台
申　忠類ナウマン全道そり大会事務局（商工会忠類支部内・℡【忠】 ８-2141）
問　忠類ナウマン全道そり大会事務局（商工会忠類支部内・℡【忠】 ８-2141）
　　忠類総合支所地域振興課（℡【忠】 ８-2111）

第32回忠類ナウマン全道そり大会を開催します

幕別消防団出初式

　農業委員会委員の選挙人名簿登載申請書の提出
期限は、１月10日◯土です。選挙権を有する方等の
詳細は12月号をご覧ください。
◆申請書の提出先
①幕別地域　農事組合を通じ、農業委員会事務局
または札内支所、糠内・駒畠出張所へ提出してく
ださい。（農事組合に未加入の方は、直接、農業委
員会事務局または札内支所、糠内・駒畠出張所へ
提出してください。申請書のない方は、選挙管理
委員会にご連絡ください。）

※土・日・祝日は役場当直室へ提出してください。
②忠類地域　地区担当の農業委員または農業委員
会忠類支局へ提出してください。

◆提出期限　１月10日◯土
■問　 選挙管理委員会（総務課内・℡【幕】54-6608）

農業委員会委員選挙人名簿への登載申請

　消防団員による行進と式典を行います。ぜひ見
学ください。
◆日時　１月７日◯水　 午前10時30分～
◆場所　分列行進（町民会館前）
　　　　式典（町民会館地下）
※各分団の招集サイレンが次の時間に鳴ります。

分団名 時間

 ・第１分団
 ・第２分団札内部
 ・第３分団駒畠部
 ・忠類分団

 午前８時30分

 ・第２分団途別部
 ・第３分団糠内部  午前９時

■問　幕別消防署消防課消防係（℡【幕】54‐2434）
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消費生活相談室から<相談事例>

　一人暮らしをしている母の様子を見に
行ったところ、自宅に未使用の布団が何組
もあった。どうやら訪問販売業者から数回
購入したらしい。母に契約時の記憶を尋ね
たがあいまいだった。使わないので返品し
たい。

　訪問販売で、必要以上の量の商品やサー
ビス等を、次々と契約させる方法を「次々販
売（過量販売）」といいます。
　今回の事例のように、一人暮らしや判断
不十分な高齢者を狙って契約させるトラブ
ルが問題になっています。同一業者の場合
もありますが、複数の業者が入れ替わり立
ち替わり契約させるケースもあります。
　訪問販売では、契約書面等を受け取った
日から８日間以内であれば、手続きにより、
無条件で契約を解除（クーリングオフ）でき
ますが、過ぎてしまっても、通常必要とされ
る量を著しく超えると判断される販売であ
る場合、契約日から１年以内なら契約を解
除できることもあります。
　このような消費者トラブルを未然に防い
だり、拡大させたりしないためには、家族や
周りの方の“見守り”と“気付き”が大切で
す。家に不要な物が大量にないか、見慣れな
い契約書などがないか、見知らぬ人が出入
りしていないか等、家の中や生活状況の変
化に日頃から気を配りましょう。
　特に高齢者の方の一人暮らしや日中一人
で留守番をされている場合、家族が気付か
ないうちに、いつの間にか返済できないほ
ど高額な被害になっていることもありま
す。認知症などの症状が見られる場合は、成
年後見制度（判断能力不十分の方の権利や
財産を法律面から保護し支援するしくみ）
を利用することもご検討ください。
　購入契約等で気になることがありました
ら、消費生活相談室にご相談ください。

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

作業員の募集（季節労働者対策）

　季節労働者の冬季雇用対策として、作業員を募
集します。業務は幕別町社会福祉協議会に委託し
て行います。
◆応募資格　季節労働者で、ハローワークから「雇
　用保険特例受給資格者証」の交付を受けた方
◆賃　　金　時給1,200円
◆申込受付期間　１月６日◯火～ 14日◯水
◆提出書類　登録申込書、雇用保険特例受給資格
　証（または離職票）
※登録申込書は提出先にあります。
◆募集職種・期間等　次の表をご参照ください。

町道支障木伐採作業員
業務内容 町道の支障木伐採と付随する作業
作業内容 一日６時間程度

雇用期間 １月19日◯月から２月下旬
（うち、作業は10日間程度）

持 ち 物 のこぎり、ヘルメット、除雪用スコップ

公共施設清掃作業員

業務内容 近隣センター等の床清掃とワックスが
け作業

作業内容 一日３～４時間程度

雇用期間 １月22日◯木から３月中旬
（うち、作業は20日間程度）

季節労働者の雇用相談窓口を開設します

 十勝北西部通年雇用促進協議会では、幕別町にお住
まいの季節労働者の「雇用相談窓口」を開催します。
◆日時・場所　
　１月22日◯木　札内福祉センター　第１講座室
　３月12日◯木　札内福祉センター　消費生活相談室
　午前10時30分～午後３時00分
◆持ち物　運転免許証、雇用保険特例受給資格者
　証（または雇用保険被保険者証）
問　十勝北西部通年雇用促進協議会
　　（フリーダイヤル0120-980-454）
　　商工観光課観光労働係（℡【幕】54-6606）

勤労者福祉資金のご案内

 町内在住の勤労者の方のために、冠婚葬祭や医
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）

提　商工観光課、忠類総合支所地域振興課、札内
支所、糠内出張所
■問・申　商工観光課観光労働係（℡【幕】54-6606）
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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～ ２、９、16、23日◯月 ３、10、17、24日◯火 

enjoy!イキイキサーキット 19:30～ 10、24日◯火 ５、19、26日◯木 ２、９、16日◯月 13、27日◯金 

はじめてエアロビクス
14:00～ 13日◯金  25日◯水 

19:30～ ３、17日◯火 23日◯月 

ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
14:00～ 27日◯金 　―

19:30～ 12日◯木 ６、20日◯金 

みんなでスッキリサーキット 14:00～ ６、20日◯金 ４、18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～ ５、12、19、26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）

２月の健康講座

いきいきシニア講座
～やるなら今！介護予防～

　体と心を気持ちよくゆるめて、肩こりや腰痛、冷

え症、便秘、尿もれなどの体の不調に効果がありま

す。

◆日程　２月16日◯月、23日◯月、３月２日◯月
◆時間　午後１時30分～３時(受付午後１時から)

◆場所　ふれあいセンター福寿

◆講師　山口　博子氏（全米Yoga Alliance取得）

◆対象　18歳以上の町民

◆定員　20名程度

◆持ち物　水分補給用の水、タオル、バスタオル

◆申込期限　２月13日◯金

ゆるゆる体操
～からだの不調がとれて若返る～

　65歳以上の町民を対象に、健康でいきいきとし

た生活を応援する５日コースの講座です。

◆日程　１月30日、２月６日、13日、20日、27日◯金
◆時間　午前10時～ 11時30分

　　　　（２月20日は調理実習のため午後１時まで）

◆場所　ふれあいセンター福寿

◆対象　65歳以上の町民

◆内容　転倒予防運動、お口の健康、いつまでもお

　　　　いしく食べる工夫等

◆定員　20名程度

◆持ち物　水分補給用の水、タオル、歯ブラシ（２/６のみ）、

　エプロン・手ふきタオル（２/20のみ）

◆申込期限　１月28日◯水 

代謝アップ!!教室

　代謝のよい健康なからだ作りを応援する２日
コースの教室です。
◆日程　２月３日、17日◯金
◆時間　午前10時～正午まで
　　　　（17日は午後１時まで）
◆場所　ふれあいセンター福寿
◆対象　
　健康診査等の結果で肥満、高脂血症、高血糖など
　生活習慣の改善が必要な方、体力が低下ぎみで
　疲れやすい方

日程 内容 持ち物

２/３◯金  

【健康講話】代謝アッ
プの心掛けとは？ 水分補給用の

水、タオル
【代謝アップ教室】
呼吸と筋肉を意識し血
流をよくする運動

２/17 ◯金  【料理づくり】バランス
よくしっかり食べる工夫

エプロン、タ
オル

◆定員　20名程度
◆講師　山口　博子氏（全米Yoga Alliance取得）
◆申込期限　１月30日◯金 

忠類地区で行う講座等の紹介です！ ■問・■申　保健福祉課保健予防係
       （ふれあいセンター福寿内・℡【幕】 ８-2910）

「110番」の適切な利用をお願いします
　110番は、事件事故などが発生した場合に警察へ緊
急通報するための電話です。
　耳などの不自由な方の「メール110番」もあり、携帯
電話のメールで北海道警察のホームページに接続し
通報することができます。急を要しない相談や照会
などは、警察相談電話「＃9110」または最寄りの警察
署、交番等へお問い合わせください。 
問　帯広警察署（℡ 0155-25-0110）
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◆日時　２月１日◯日 ～４月26日◯日
　毎週日曜日（計13回）午後１時～３時
◆場所　札内北コミュニティセンター
◆受講料　無料
◆講師　茶木　広良さん（公益社団法人　日本ダ
ンススポーツ連盟公認指導員）

◆服装　普段着、運動靴
◆内容　ディスコ、マンボ、ブルースほか
◆申し込み　当日、会場で受け付けます
問 茶木（℡【幕】56-3286）

人生学博士の茶木さんによる初心者ダンス
スポーツ無料体験講習会

　太極拳はゆっくりとした動きの中で、体のバラ
ンスや筋力を鍛えます。肩こり、腰痛、ストレス解
消、集中力アップに効果があります。初心者向け
コースなので、初めての方でも安心してご参加く
ださい。
◆対象　30歳以上の町民
◆日時　２月16日◯月、23日◯月、３月２日◯月、９日◯月
　　　　午前10時～ 11時30分
◆場所　札内福祉センター　２階大集会室
◆講師　原田　龍一さん（公益社団法人　日本武
　　　術太極拳連盟公認指導員）

◆受講料　無料
◆持ち物
　運動靴、動きやすい服装、汗拭きタオル、水分補
給のための飲み物

◆申込期限　２月13日◯金
問・申 保健課健康推進係
　　　 （保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

健康づくり春講座
初心者向け太極拳体験教室

◆日時
　２月５日◯木、12日◯木、19日◯木、26日◯木 

　午後７時～８時30分
◆場所　札内スポーツセンター　アリーナ
◆内容　
　「ニュースポーツ体験」
　全４回の教室で、タスポニー等のニュースポー
ツを行います。だれでも簡単に楽しめるスポー
ツなので、お気軽にご参加ください。

◆参加料　１人300円（保険料等）※初回参加時納入
◆申込期限　１月30日◯金　 
◆持ち物　上履き用の運動靴
◆主催　町スポーツ推進委員会
■問・■申　教育委員会社会体育係（℡【幕】54‐2006）

◆日時　２月22日◯日　 午前８時～午後５時
◆場所　幕別中学校体育館
◆参加資格　
　町内に在住、通勤・通学する方がチーム代表者で
あること、または町サッカー協会が認めたチー
ムであること

◆参加料　１チーム3,000円
◆申込期限　１月30日◯金　 （先着16チーム）
◆その他　
　けがによる保険は、各チームで対応願います。
◆主催　町サッカー協会
■問・■申　町サッカー協会事務局・鳴海
　　　　（℡ 090-9082-2513）

◆日時　２月１日◯日
・受付　午前８時55分まで
・開会式　午前９時
◆場所　農業者トレーニングセンター
◆参加資格　○幕別町ミニバレー協会登録者で構
成するチーム（参加申し込みと同時に登録受付します）
○東部ブロックの各協会および忠類協会登録者
で構成するチーム

・協会単位でのチーム編成とします。
・単独でのチーム編成が出来ない場合は、事務局
までご連絡ください。

◆種目　男子の部・女子の部（年齢制限なし）
◆参加料　
【幕別町ミニバレー協会員】
　１人600円(保険料含む)
【東部ブロック各協会員及び忠類協会員】
　１人800円(保険料含む)
※大会当日に納入ください。
※幕別町ミニバレー協会に、今回登録される方は、
登録料が別途１人600円かかります。

◆申込期限　１月21日◯水
◆主催　町ミニバレー協会
■問・■申　町ミニバレー協会事務局・久保田
　　　　(℡・FAX 0155-30-6737)

◆開校期間　１月14日◯水～２月19日◯木
・スキー（一般、ジュニア）　毎週水・木曜日
・スノーボード　１月13日◯火、20日◯火、27日◯火
◆開催場所　明野ケ丘スキー場
◆講習時間　午後７時～８時30分
◆講師　全日本スキー連盟・北海道スキー連盟公
認指導員

◆申し込み　開校日よりスキー場事務所で受け付
けします。

◆主催　町スキー協会
■問　町スキー協会事務局・北原
　　（℡ 090-3399-4209）

会長杯争奪ミニバレー大会

幕別スキー学校を開校します

第13回幕別町フットサル大会

リフレッシュ教室
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◆日時　午後コース　２月４日、18 日、３月４日、
　　　18日　水曜日　午後２時～４時

　　　　夜間コース　２月９日、23 日、３月９日、
　　　23日　月曜日　午後７時～９時

◆場所　百年記念ホール　講堂、百年記念ホール周辺
◆講師　鞘野 紳量（さやの しんりょう）さん（日
本ノルディックフィットネス協会公認アドバン
スインストラクター）

◆対象　一般　各コース20名（応募者多数の場合抽選）
◆受講料　各コース 2,000円
◆持ち物　ノルディックウォーキングポール

(貸出もあり)、動きやすく暖かい服装、タオ
ル、飲物等

◆申込期限　午後コース　１月28日◯水
　　　　　　夜間コース　２月２日◯月
◆カリキュラム
１回目　足で歩こう（通常ウォーキング）
２回目　上半身で歩こう（ノルディックウォーキング）
３回目　全身で歩こう（コンディショニング）
４回目　美しさを求めて（アンチエイジングについて）
※内容は変更になることがあります。

さあ、冬こそ運動しましょう！
ノルディックウォーキング講座

◆日時　①２月５日、②12日、③19日、④３月５日
　　　⑤26日　木曜日　午前10時～ 11時30　全５回

◆場所　百年記念ホール 学習室２
◆講師　①山崎　増美さん（ファイナンシャルプ

ランナー）②菅 好弘さん（「市民後見の会・まく
べつ」会長）③中野　尊仁さん(弁護士法人 斉藤
道俊法律事務所 弁護士)④兼子　久実さん(整
理収納アドバイザー )⑤田中　隆浩さん(㈱帯
広公益社営業次長)

◆対象　一般　20名（単発受講も可、応募者多数の場合抽選)
◆受講料　2,000円（単発受講は１回500円）
※セットでの受講がお得です。
◆材料費　500円（エンディングノート代等）
◆持ち物　筆記用具等
◆申込期限　1月29日◯木 

◆カリキュラム
①エンディングノート作成
②成年後見人制度について
③相続と遺言状
④生前整理と老前整理
⑤葬儀について
※内容は変更になる場合があります。

最期へ向けて、私らしく備え生きるた
めに・・・今から終活セミナー

　男性も手軽に作れ、おいしい健康食が学べる教
室です。
◆日程・場所・定員
【幕別・札内会場】

日程 場所 定員

２月４日◯水 
保健福祉センター

16人３月４日◯水 

２月18日◯水 百年記念ホール

◆申込期限　１月29日◯木
【忠類会場】

日程 場所 定員

１月27日◯火 

ふれあいセンター福寿 12人２月10日◯火 

２月24日◯火 

◆申込期限　１月21日◯水
【各会場の共通事項】
◆対象　20歳以上の男性
◆時間　午前10時～午後１時
◆内容　梅と白ごまの混ぜごはん、具だくさん玉
子焼き、はんぺんのフワフワだんご汁等のメ
ニューを作ります。

◆参加費　1日あたり300円
◆持ち物　エプロン・三角巾・手ふきタオル
問【幕別・札内会場】　保健課栄養指導係
　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）
　【忠類会場】　保健福祉課保健予防係
　（ふれあいセンター福寿内・℡【忠】8-2910）

男の料理教室

　認知症の前駆的な段階として、軽度認知障害
（MCI）というものがあります。この時期に、低下し
がちな脳機能を鍛えることが、認知症の予防につ
ながります。「脳力テスト」では、５つの脳機能につ
いて確認できます。
◆日時　脳力テスト　１月16日◯金
　　　　テスト結果説明　１月23日◯金　
　　　　（両日とも）　午前10時～ 11時30分
◆場所　百年記念ホール　講堂
◆対象　65歳以上の町民（認知症と診断されてい
ない方・介護認定を受けていない方）

◆定員　100名
◆参加費　無料
◆申込期限　1月13日◯火
問・申 保健課介護支援係
　　　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

「脳力テスト」を開催します
～自分の苦手を知り、認知症を予防しよう～


