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102015.12月号11 広報まくべつ  No.767 孫と初めてのクリスマス　プレゼントは大好きなアンパンマングッズ！　PN.初孫大好き今月のつぶやき 多忙の年末!!　自分へのプレゼントのみで満足するおひとり様♪　PN.グリ今月のつぶやき

消費生活相談室から<相談事例>
　　  

質問Ｑuestion

     
答えＡnswer

　マイナンバー制度のスタートに便乗し、
個人情報を聞き出す不審な電話や自宅訪問
が、道内でも複数確認されています。身近な
ところでは、帯広市内で70代の一人暮らし
の女性宅にマイナンバーの手続き代行を
かたる不審な電話があった後、男性が訪問
してきて名前や生年月日を聞き出した上、
「２、３日中に戸籍謄本と住民票、印鑑を用
意し、口座番号も教えてほしい」と言い立ち
去ったという事件がありました。他にも「マ
イナンバー制度導入に伴い、郵便局の口座
番号を教えてほしい」と持ち掛けたり、警察
官を名乗って個人情報を聞き出そうとした
り、「マイナンバーの手続きを早くしないと
刑事問題になる」と脅しめいた電話等の相
談や情報があったことから、北海道警察は、
金銭の被害は出ていないものの、特殊詐欺
目的とみて注意を促しています。
　「あなたのマイナンバーを貸してほしい」
といった依頼は詐欺の手口です。人を欺く
などして、他人のマイナンバーを取得する
ことは法律により罰せられます。なお、不正
な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを
教えてしまっても、刑事責任を問われるこ
とはありません。
　マイナンバーの手続きで、公的機関が口
座番号や暗証番号、所得や資産の情報、家族
構成や年金・保険の情報などを聞いたり、
キャッシュカードを要求したりすること
はありませんし、ＡＴＭの操作をお願いす
ることも一切ありません。不審な電話はす
ぐに切り、訪問の申し出があっても断って
ください。少しでも不安を感じたら、消費
生活相談室や警察、マイナンバー相談窓口
（0120-95-0178）等に相談してください。

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 
忠類コミュニティセンター内

　マイナンバー制度が始まると詐欺や悪質
業者からの電話や訪問が心配です。どんな
ことに注意すればよいでしょうか。

　回収した布類は、回収業者によってウエス（ぞう
きん）等に再利用されます。
◆回収できるもの（洗たく済みのものをお持ちください）
（１）綿50％以上、50㎝角以上の衣料品や布
（２）毛布全般（素材不問）
◆回収できないもの
(１)次の衣料
　①綿50％未満
　②厚地（ジーパン等）
　③裏地のあるもの
(２)布団、ベッドマット、枕、座布団等の寝具
(３)便座カバー、カーテン、ぬいぐるみ、キルティ
ング素材等の再利用できないもの

◆分別方法　
(１)タオル、タオルケット、白の上着衣（下着、白い
Ｔシャツは模様可）、白いズボン下

(２)上記以外の衣料品
◆日時　12月19日◯土　午前９時～10時30分
◆場所　札内福祉センター１階会議室
問　商工観光課観光労働係（℡【幕】 54-6606）

古衣料・牛乳パック回収（消費者協会）

◆日時　12月16日◯水　午後１時～３時

◆場所　町民会館　

◆行政相談委員　松本茂敏さん

問　新町（℡【幕】 54‐5267）

12月の行政相談

◆日時　12月９日◯水　午後１時～３時

◆場所　町民会館

◆人権擁護委員　桐山武博さん、赤石裕元さん

問　福祉課社会福祉係

　　（保健福祉センター内・℡【幕】 54‐3811）

12月の人権相談

廃てんぷら油回収（消費者協会）

　リサイクル活動にご協力ください。
◆回収場所
　役場、札内福祉センター、忠類総合支所、幕別北コ

ミュニティセンター、札内南コミュニティセンター
※建物入口に回収ボックスを設置しています。
※回収できるのは、植物油です。（パーム油は除く）
容器はお持ち帰りください。

☆幕別町消費者協会では、会員を随時募集してい
ます。

問　商工観光課観光労働係（℡【幕】 54-6606）

スキー場からのご案内（明野ヶ丘・白銀台）

　幕別町では明野ヶ丘スキー場と忠類白銀台ス
キー場の２か所を運営しています。
◆営業期間（予定）
　12月20日◯日～平成28年３月15日◯火
※積雪状況により変動します。オープン・クローズ
日、営業時間、休業日等の詳細は町ホームページ
でご確認ください。

○幼児のスキー場リフト無料パスを交付します
　町内在住の小学生未満の幼児を対象に、両ス
キー場で利用できるリフトの無料パスを交付し
ます。

※町内の小中学生は、学校を通じて交付します。
◆交付方法
　各スキー場のリフト券販売窓口で、申請書の提
出と合わせて年齢と住所が確認できる書類（保
険証など）をご提示ください。

○「雪マジ！19」「雪マジ！20」のお知らせ

　昨年に引続き19歳のリフト券が無料になる

「雪マジ！19」に加え、今シーズンは新たに20歳

のリフト券が半額になる「雪マジ！20」（（株）リ

クルートライフスタイル主催）キャンペーンに

参加しています。

　キャンペーンのご利用には、スマートフォン

アプリ「マジ☆部」のダウンロードおよび会員

登録後に、「雪マジ！19」または「雪マジ！20」

の参加登録が必要となります。詳細は「マジ☆

部」ホームページでご確認ください。

　サイトアドレス　https://majibu.jp/

◆対象者

　「雪マジ！19」

　平成８年４月２日～平成９年４月１日生まれの方

　「雪マジ！20」

　平成７年４月２日～平成８年４月１日生まれの方

◆キャンペーン期間　

　10月20日◯火～平成28年５月16日◯月
◆割引（無料）方法

　リフト券売り場でアプリ内の「クーポン画面」

を、写真付き身分証明書（生年月日が確認できる

もの）と一緒にご提示ください。

問　商工観光課観光労働係（℡【幕】 54-6606）

　　忠類総合支所地域振興課（℡【忠】 ８-2111）

成人式のお知らせ
【行き】
・忠類総合支所発　　午後０時10分
・駒畠公民館前　　　午後０時30分
・糠内農協店舗前　　午後０時45分
・百年記念ホール着　午後１時15分
【帰り】
・百年記念ホール発　午後３時00分
・糠内農協店舗前　　午後３時30分
・駒畠公民館前　　　午後３時45分
・忠類総合支所着　　午後４時05分
問　教育委員会社会教育係（℡【幕】54-2006）

◆日時　平成28年１月10日◯日　 午後１時30分
　　　　（受付は午後１時～）
◆場所　百年記念ホール
◆対象
　幕別町に在住の平成７年４月２日から平成８年
４月１日生まれの方。

※11月中に、対象者へ案内状を送付しています。案
内状が届いていない方や、遠方の大学に通学し
ている等の理由で現在、幕別町に住民票がない
方でも出席を希望される方はご連絡ください。

◆駐車場　車でお越しの際は、建物北側の駐車場
をご利用ください。

◆送迎バスの運行
　忠類・駒畠・糠内方面から参加される方を対象
に、成人式当日にバスを運行します。バスの利用
を希望される方は12月18日◯金までにご連絡く
ださい。

※利用者がいない場合は運行いたしません。
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空き店舗対策事業のご案内

　幕別地区、札内地区、忠類地区の中心市街地の指
定区域内で空き店舗を借りて事業を行う方に補助
金を交付します。
　詳細は、お問い合わせください。
◆対象者
　新規開業の方、郊外から中心市街地に店舗を移
　転する方など新規出店者または商店街団体等
◆対象となる事業
①個人または法人が、指定区域内の空き店舗を借
　り上げて小売業、飲食業またはサービス業等を
　行う事業
②商店街団体等が、指定区域内の空き店舗を借り
　上げて２年以上継続して行う次の事業
　ア）アンテナショップ事業
　イ）コミュニティ施設事業
　ウ）実験的店舗活用事業
問　商工観光課商工振興係（℡【幕】 54‐6606）

中小企業融資制度のご案内

　年末の資金需要に対応するため、保証料と利息
の補給が受けられるこの制度を活用ください。
　詳細は、お問い合わせください。
◆融資の種類
①運転資金　限度額1,250万円、償還期間７年　　
　(据置６か月間)
②設備資金　限度額3,000万円、償還期間15年　　
　(据置１年間)
③小口資金　限度額1,250万円、償還期間10年　　
　(運転資金使途の場合は７年)(据置６か月間)
◆融資の対象者
①本町において同一事業を引き続き１年以上営ん
　でいる方
②常用する従業員の数が50人以下の方
※小口資金の場合は20人以下の方。商業または
　サービス業を主たる事業とする事業者は５人
　以下の方
③町内に独立した事業所または店舗を有している方
④町税等を完納している方
※①～④いずれも満たすこと
◆取扱金融機関　
　帯広信用金庫札内支店、北洋銀行幕別支店、
　十勝信用組合幕別支店
問　商工観光課商工振興係（℡【幕】 54‐6606）
　　幕別町商工会（℡【幕】 54‐2703）

　開業する際の負担を軽減するため、対象となる

融資を受けた事業者に対して、信用保証料と利息

の補給が受けられるこの制度を活用ください。

　詳細は、お問い合わせください。

◆対象者　
①町内で新規開業する方または町内で開業して１

　年未満の方

②常用する従業員の数が50人以下の方

③町税等を完納している方

※①～③いずれも満たすこと

◆対象となる融資
①㈱日本政策金融公庫の融資

　新企業育成貸付、食品貸付、生活衛生貸付、普通

　貸付

②北海道の中小企業制度融資

　創業貸付（取扱い・道内金融機関）

問　商工観光課商工振興係（℡【幕】 54‐6606）

　　幕別町商工会（℡【幕】 54‐2703）

《あなたの開業を支援》
創業等支援制度のご案内

新築住宅リフォーム奨励金制度のご案内

　町に登録した町内業者の施工により、住宅の新
築およびリフォームを行う方に奨励金（幕別町商
工会が発行する商品券）を交付する制度です。
　町内業者は登録制ですので、まだ登録していな
い町内の施工業者の方は登録してください。
　詳細は、お問い合わせください。
◆奨励金
①500万円以上の新築等の場合
　「10万円相当の商品券」
　（マイホーム応援事業補助金の交付を受ける方
　は対象外）
②50万円以上のリフォームの場合
　「奨励金対象工事費の５％に相当する額の商品
　券(1,000円未満は切捨て、上限５万円)」
問　商工観光課商工振興係（℡【幕】 54‐6606）

「地方創生！生活応援商品券」と「子育
て応援商品券」の使用期限について

　幕別町商工会が発行した「地方創生！生活応

援商品券」と「子育て応援商品券」の使用期限は、

12月31日◯木までです。

　購入された方は、使用期限にご注意いただき、計

画的にご使用ください。

　詳細は、お問い合わせください。

問　幕別町商工会（℡【幕】 54-2703）

中小企業退職金共済制度加入促進補助
金のご案内

　中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共
済機構中退共事業本部）と北海道中小企業従業員
退職金共済制度（北海道商工会連合会）の加入を促
進し、中小企業に就業する従業員の福祉向上と雇
用の安定化を図り、あわせて中小企業の振興に資
することを目的に対象となる事業主の方に補助金
を交付します。
　詳細は、お問い合わせください。
◆補助金対象者　
①町内に本店となる事業所を有する事業主
②退職金共済制度に加入し、共済掛金を納付した
　事業主
③町税等を完納している方
※①～③いずれも満たすこと
◆補助金の額
　従業員（被共済者）の加入月から36か月を限度と
　し、被共済者一人につき１か月の共済掛金納付
　額（国等の助成金額を除く）の２分の１（月額
　1,000円を限度）
問　商工観光課商工振興係（℡【幕】 54‐6606）
　　幕別町商工会（℡【幕】 54-2703）
　　幕別町農民同盟（℡【幕】 54-4122）

　固定資産税は、毎年１月１日現在の家屋などの
状況に基づき課税しています。家屋を取り壊した
ときは「家屋滅失届」を提出してください。
　なお、家屋滅失登記（法務局届け出）が済んでい
る場合は、この届け出の必要はありません。
　また、平成27年中に新増築された方については、
家屋調査を実施していますので、ご協力をお願い
します。未登記の倉庫などを建設された場合にも
ご連絡ください。
提　税務課、忠類総合支所地域振興課、札内支所、
　　糠内出張所、
※届出書は提出先にあります。
　町のホームページからもダウンロードできます。
問　税務課資産税係（℡【幕】54‐6604）
　　ＨＰ/http://www.town.makubetsu.lg.jp/

家屋を取り壊された方や新増築された方へ

議会を傍聴しませんか

　町議会定例会の予定は次のとおりです。
◆日程
　【本会議】

日時 内容
11月30日◯月　 午前10時～ 行政報告、議案審議
12月９日◯水　 午前10時～ 一般質問、議案審議
12月10日◯木　 午前10時～ 一般質問、議案審議
12月11日◯金　 午前10時～ 一般質問、議案審議
12月18日◯金　 午後２時～ 議案審議

　年内のパスポート申請は12月28日◯月まで、受け
取りは12月30日◯水までです。
　また、年内にパスポートを受け取ることができ
る最終の申請受付日は12月16日◯水となります。パ
スポートの発行には２週間ほどかかりますので、
お急ぎの方は早めに申請をしてください。12月17
日◯木以降に申請した場合、パスポートの受け取り
は年明けになりますのでご注意ください。
◆受付時間
　申請　午前９時～午後４時30分
　受取　午前９時～午後５時
◆申請・受取場所
　町民課住民年金係、忠類総合支所地域振興課住
　民生活係、札内支所
問　町民課住民年金係（℡【幕】54‐6602）

年末年始のパスポート申請の取り扱いについて

医薬品副作用被害救済制度の請求期限
の周知について

　平成25年３月31日までに、市町村の助成により、
子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺
炎球菌ワクチンのいずれかを接種した方のうち、
接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診し
た方は、接種との関連性が認定されると、医療費・
医療手当が支給される場合があります。お心当た
りのある方は、具体的な請求方法等について、至急
お問い合わせください。
問　独立行政法人医薬品医療機器総合機構救済
制度相談窓口　0120-149-931（フリーダイヤル）

※ＩＰ電話等の方でフリーダイヤルがご利用になれ
　ない場合は03-3506-9411（有料）をご利用ください。
　〈受付時間〉
　　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　午前９時～午後５時

ふるさと寄附

　ふるさと寄付をいただきありがとうございま
す。指定していただいた事業で有効に活用させ
ていただきます。
　平成27年10月15日　匿名　30万円　

※日程は一般質問の人数などによって変更される
ことがあります。

◆場所　役場５階議場
■問　議会事務局（℡【幕】54-6626）
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ごみ分別のルールを守りましょう

　きちんと分別されていないごみは、収集されず
に、そのままごみステーションに残るため、ごみが
散乱し、ご近所の方への迷惑になります。ごみ分別
のルールを守って、ごみステーションを清潔に保
ちましょう。
◆「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」は、それぞれ
　指定ごみ袋で出しましょう。
◆「資源ごみ」は、種類ごとに分けて、透明・半透明
　の袋に入れるか、ひもで縛って出しましょう。
◆ごみは、収集日の朝８時までに出しましょう。
◆カラスよけのネットがある場合は、しっかりと
　ごみを覆って重しを置きましょう。
◆収集されずに残ったごみは、自分で持ち帰り、再
　分別しましょう。
◆ごみの分別区分など詳細はお問い合わせください。
■問　 町民課環境衛生係（℡【幕】54-6601）

　くりりんセンターでは、一般家庭ごみの直接搬
入を受け入れていますが、年末・年始は大変混み合
いますので、なるべく町のごみ収集に出すように
しましょう。
◆年末　平成27年12月31日◯木　 正午まで
◆年始　平成28年１月４日◯月　 午前９時から
◆処理料金　10kg当たり170円
◆搬入時の分別　指定袋の使用は必要ありません
　が、燃やせるごみ、燃やせないごみを分別してか
　ら搬入してください。分別区分など詳細はお問
　い合わせください。
※資源ごみは、くりりんセンターに直接搬入でき
　ません。資源ごみの収集日に出してください。
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）

くりりんセンターの年末・年始のごみ受け
入れについて（幕別地域）

町道環境整備作業員募集（季節労働者対策）

　季節労働者の冬季雇用対策の一つとして、町道
環境整備作業を行う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。

町道環境整備作業員

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

業務内容 幕別、札内市街の町道の歩道や交差点
等の除雪、排雪および支障木の伐採等

作業時間 １日６時間程度

賃 金 時給1,300円

雇用期間

平成27年12月７日◯月～平成28年３月25日◯金
（うち、作業は10日間程度）
※積雪状況等に応じて作業日や時間を
決定します。

持 ち 物 ヘルメット、除雪用スコップ、のこぎ
り、反射板ベスト（お持ちの方）

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、カート係（パート）、練習場
係（パート）

募集人数 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23～25日間勤務（午前６時30分～午後
６時30分の間で１日８時間・３交代制）
有給休暇あり、雇用保険・社会保険加
入、月額給与16万円程度
【カート係・練習場係】
月10 ～ 16日間勤務（午前６時～午後９
時の間で１日８時間・３交代制）
時給820円～（カート係は早朝勤務あり）

雇用期間 平成28年４月１日～ 11月下旬
（翌年再雇用制度あり）

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に伴う停電は、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　12月１日◯火～３月31日◯木までの平日

　（ただし、12月29日◯火から31日◯木までを除く）

　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 重ね着し、暖房に頼りすぎないように
する

電気製品 使わ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

使用していないエリアは空調を停止す
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

『冬休み学び隊』指導ボランティア募集

◆内容　

　学び隊は長期休み中の子ども達の居場所として

開設しています。町内の小学４～６年生の参加者

の、冬休みの宿題や自由研究など自主学習を手助

けします。

◆日時
　平成28年１月７日◯木、８日◯金、12日◯火、13日◯水 

　　　　　　　14日◯木、15日◯金
　午前９時30分～11時30分

※期間中に施設見学を予定しています。

◆会場
　幕別町農業者トレーニングセンター

　札内福祉センター

　札内南コミュニティセンター

　札内北コミュニティセンター

　忠類コミュニティセンター

◆対象
　高校生以上の方で、興味のある方。（教職経験は

　問いません。また、全日程の参加でなくても結構

　です。）

◆申込期限　12月18日◯金
問・申　教育委員会社会教育係（℡【幕】 54-2006）

日本赤十字社救急法救急員養成講習会の開催

◎救急員養成講習
◆日程（全３日間）
　12月19日◯土　午前９時～午後５時30分

　12月20日◯日　午前９時～午後５時30分

　12月23日◯水　午前９時～午後５時30分

◆場所　札内スポーツセンター２階研修室

◆内容　

　一次救命処置（心肺蘇生法・ＡＥＤなど）、止血法、

　包帯法などの学科と実技。受講後の検定に合格

　すると、日本赤十字社救急法救急員資格を取得

　できます。

◆対象　

　満15歳以上の方で全日程（３日間）の受講が可能

　な方。

※年齢は講習初日現在。

◆定員　10人（先着順）

◆持ち物　筆記用具と昼食

◆受講経費　3,200円（教本、教材代実費、保険料）

◆申込期限　12月８日◯火
問・申　日本赤十字社幕別町分区

　　　　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

◆提出書類　希望職種を記入した履歴書（写真添
付）を郵送提出（１部）

◆提出期限　平成28年１月26日◯火必着
◆面接日時　平成28年２月上旬予定
問・提 幕別町地域振興公社
　（〒089-0561 札内稔町57- １℡【幕】56-2800）

◆申込受付期間　12月１日◯火から雇用期間内随時
受付します。

◆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。 
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）

◆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）
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～誰もが暮らしやすい社会へ～　12 月３日◯木～９日◯水は「障害者週間」です

　「障害者週間」は、国民に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が

社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として設定

されました。この目的を推進するために、今後障がい者にかかわる情報を発信していきます。

ウインターカーニバル
第18回小学生限定雪上綱引き大会
◆日時　平成28年１月17日◯　日 午前10時～午後３時
　　　　※受付は午前９時30分から
◆場所　幕別パークプラザ前
◆参加資格　小学生で編成されたチーム
　※１チーム15人まで登録可能
　（保護者１人以上必要）
◆参加料　選手１人につき200円
　（おにぎり代、保険料等）

◆申込期間　12月１日◯火～18日◯金
　商工会本所まで持参またはＦＡＸでお申し込み
ください。予約は受け付けません。

　※先着12チームで締め切ります。
◆その他
・優勝賞金５万円の他、豪華賞品があります。
・登録選手から抽選でPlayStationVita、おもちゃ券

5,000円分などが当たります。
・豚汁、コーヒー、コーヒー牛乳コーナーあり（無料）

やむわっか倶楽部
イルミネーション点灯式
◆日時　12月12日◯土　 午後４時～
◆場所　幕別パークプラザ前
◆内容
①りんご数当てクイズ（午後４時～）
　正解者の中から抽選で10人に豪華クリスマス

ケーキをプレゼント！（正解者が10人に満たな
い場合は参加者全員で抽選します） 

②メッセージリボンでツリーを装飾（午後４時～）
　参加した子ども先着200人にケーキをプレゼント！
③もちつき（午後４時～）
④イルミネーション点灯式、クイズの当選者発表
（午後５時～）

問・申　幕別町商工会（TEL【幕】54-2703　FAX【幕】54-2702）

休
み

12月28日◯月～１月５日◯火 ふるさと館

12月29日◯火～１月５日◯火 図書館（本館、札内分館、忠類分館）、まなびや、蝦夷文化考古館、忠類ナウ
マン象記念館

12月30日◯水～１月５日◯火 幕別農業者トレーニングセンター、札内スポーツセンター、忠類体育館

12月30日◯水～１月６日◯水 老人福祉センター

12月31日◯木～１月５日◯火
役場（教育委員会、保健福祉センター、ふれあいセンター福寿、農業振興公
社などの関係窓口も同じ）、忠類総合支所、札内支所、糠内・駒畠出張所、町
民会館、札内福祉センター、コミュニティセンター（※葬儀を除く）、駒畠
公民館、集団研修施設こまはた、百年記念ホール

　地域の皆さんによる温かい手作りのお祭りです。

◆日時　12月６日◯日　午前10時～午後２時

◆場所　糠内公民館（糠内コミュニティセンター）

◆芸能発表　地域の皆さんの踊り、地域の各保育

所園児による、遊戯など。

◆特別出演・くまげら（アコースティックバンド）

平成27年度歳末火災予防運動が始まります　
「無防備な　心に火災が　かくれんぼ」　全国統一防火標語
期間　12月15日◯火～30日◯水

　年の瀬も近くなり、各家庭で人の出入りが多くなる時期です。火を使うことも多くなりますので、火の
元・取扱いは十分に気を付けましょう。　　
　平成27年の火災件数は12件（11月現在）で昨年の30件と比較すると少なかった年といえます。今年の火
災で注意を要する事例として、正しい使用方法でも充電器本体の不具合から出火したケースがありまし
た。自分が使用している充電器のリコール情報を確認すること、充電ケーブルに断線や極度の折れ曲がり
が生じていないかの確認をしましょう。また、住宅火災を防ぐためにタコ足配線など、火災の原因となる
ものは、定期的に安全確認を行いましょう。

平成27年度歳末火災予防運動強調週間によるサイレン吹鳴と消防団巡視が始まります
期間　12月24日◯木～28日◯月

　強調週間の期間で午後８時に全町対象にサイレン吹鳴と屋外広報を実施します。その後消防団員が車両
による町内巡視を実施します。火災危険度が高くなる歳末に併せて町内の防火啓蒙を目的とした活動です。

・郷　孝男さん（手品）

・むらむらむらあず（よさこい）

・糠内小学校全校児童（子ども獅子舞）

・明倫小学校全校児童（器楽演奏）　

◆バザー・出店

　「田舎倶楽部」による、そば、うどん、ゆり根コ

ロッケなどの販売。綿あめ、ヨーヨー釣りの出

店、おもちゃが当たる無料お楽しみくじもあり

ます。

◆大抽選会

　温泉宿泊券などの豪華景品が当たります。

　餅まき終了後に、大抽選会を行います。

問　糠内出張所（℡【幕】 57-2140）

糠内・駒畠合同公民館まつりが開催されます

特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当制度について

　在宅の著しく重度の障がい者に対し、その重度の障がいのために生じる特別の負担の手助けとして手

当を支給し、福祉の増進を図ることを目的としています。

◆特別障害者手当
【対　　象】　
20歳以上で精神または身体に著しい重度の障
がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を
必要とする在宅の方。
【対象の目安】　次のいずれかに該当する方
①重度の障がいが２つ以上ある
②重度の障がいが１つあり、ほかの障がいが２つ以上
③重度の障がいが１つあり、その障がいのため
　日常生活（動作）において常に特別な介護が
　必要
【支給月額】　26，620円　　　
【支 給 月】　２月、５月、８月、11月

◆障害児福祉手当
【対　　象】　
20歳未満の在宅の精神または身体に重度の障
がいがあるため、日常生活において常時介護を
必要とする子ども。
【支給月額】　14，480円
【支 給 月】　５月、８月、11月、２月

◆特別児童扶養手当
【対　　象】　
在宅で精神や知的、身体に重度または中度以上
の障がいがある20歳未満の児童を養育してい
る方。
【支給月額】　１級　51,100円
　　　　　　２級　34,030円 
【支 給 月】　４月、８月、12月
※いずれの手当も所得制限があります。
※申請には所定の医師の診断書のほか、必要と

なる書類がありますので、下記までお問い合
わせください

◆申請書類配布先
　福祉課障害福祉係（保健福祉センター）
　保健福祉課福祉係（ふれあいセンター福寿）
　札内支所
問 福祉課障害福祉係
　　（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

年末年始の公共施設休館日のご案内
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◆日時　12月27日◯　日 午前10時～午後３時

　　　　（昼食休憩１時間）

◆場所　百年記念ホール 全館

◆講座　

　お箏体験！石うすで小麦粉作り！オリジナル

ぽち袋を作っちゃお！、足で何ができるかな？

針金アートでメモスタンド作り、英語であそぼ

う！牛乳パックでキャンドルカバー作り、簡

単！楽しい！ゴムブレスレット作り！等

　昼食時のお楽しみ：お餅つき＆お雑煮試食

◆対象　小学生64名（低学年は保護者同伴・応募者

多数の場合抽選）

◆受講料　500円（材料費等含む）

◆持ち物　エプロン、タオル、筆記用具、はさみ、

カッター、作品持ち帰り袋、昼食など

◆申込期限　12月20日◯日 

自分で作るみそはサイコー！
手軽にＭＹみそ作り講座

◆日時　平成28年１月25日◯月　午前10時～午後１時

◆場所　百年記念ホール　調理実習室

◆講師　笹川 良子さん（町内在住）

◆定員　一般10名(応募者多数の場合は抽選)

◆受講料　500円

◆材料費　500円(大豆、麹、塩、袋等)

◆持ち物　エプロン、バンダナ、布きんなど

◆締切り　１月15日◯金

１月の健康講座

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～ 18、25日◯月 12、19、26日◯火

Ｅnjoy!イキイキサーキット 19:30～ 12、26日◯火 ７、21、28日◯木 ８、15、22、29日◯金

はじめてエアロビクス
14:00～ 15日◯金 27日◯水

19:30～ 19日◯火 25日◯月

ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
14:00～ 29日◯金 13日◯水

19:30～ 14日◯木 18日◯月

みんなでスッキリサーキット 14:00～ ８、22日◯金 ６、20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～ ７、14、21、28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）
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百年記念ホールで、１日講座を楽しもう
冬休みこども講座まつり2015

◆日時　平成28年１月６日◯水・７日◯木
　　　　午前10時～正午（受付午前９時30～）

◆場所　幕別運動公園スケートリンク

◆対象　今年からスケートを始める幼児（年中・年

長児）、小学１・２年生の方

◆定員　100人

◆参加料　無料

◆申込期間　12月１日◯火～25日◯金
◆その他　

　悪天候などにより、中止する場合があります。ま

た、当日は一般の利用は午後からとなりますの

で、ご協力をお願いします。

問・申　教育委員会社会体育係（℡【幕】54-2006）

初心者スケート教室 リンク納めスピードスケート大会

◆日時　平成28年２月６日◯土
　開 会 式　午前９時
　競技開始　午前９時30分
◆場所　幕別運動公園スケートリンク
◆対象　小学・中学・高校・一般
◆参加料　１人500円　※申込時に納入
※幼児の部（未就学児）に参加される方は、当日午
前９時30分までに会場受付でお申し込みくださ
い。（参加料１人200円）

◆申込期限　平成28年１月８日◯金
申　教育委員会社会体育係（℡【幕】 54-2006）
問　町スケート協会事務局　柿崎（℡【幕】 54-2194）

ゲートボール初心者講習会

◆日時　12月６日◯日、13日◯日、20日◯日、27日◯日
　　　　午前９時～正午
◆場所　
・幕別会場　幕別老人健康増進センター室内ゲー
トボール場（軍岡36-４）

・札内会場　札内老人健康増進センター室内ゲー
トボール場（札内青葉町184）

◆対象　ゲートボール初心者の方
◆参加料　無料
◆持ち物　ゴム底の運動シューズ
◆申込方法　当日会場にて受付
問　幕別会場　町ゲートボール協会　谷地田（℡【幕】 54-3574）
　　札内会場　町ゲートボール協会　吉藤（℡【幕】56-6945）

◎ジュニアスキー教室
◆日時　平成28年１月９日◯土、16日◯土、23日◯土
　　　　午前10時30分～正午
◆対象　小学３年生～中学３年生
◆定員　20人（先着順）
◎ちびっこスキー教室
◆日時　平成28年１月９日◯土、16日◯土、23日◯土
　　　　午後１時～２時30分
◆対象　平成28年４月に小学１年生になる幼児、
　　　小学１・２年生

◆定員　25人（先着順）

【両教室の共通事項】
◆場所　白銀台スキー場
◆参加料　無料
◆申込期間
　12月７日◯月～12月21日◯月
◆その他　ゲレンデが雪不足の場合や悪天候の場
合は中止することがあります。

問・申　忠類総合支所生涯学習課生涯学習係
　　　　（℡【忠】８-2201）

ちびっ子・ジュニアスキー教室

初心者スキー・スノーボード教室

◆日時　平成28年１月９日◯土・10日◯日 

　　　　午前10時～正午（受付午前９時30～）
◆場所　明野ヶ丘スキー場
◆対象　今年からスキー、スノーボードを始める
小学生以上の方

◆参加料　無料
◆講師　公認指導員（町スキー協会）
◆申込期間　12月１日◯火～25日◯金
◆その他　ゲレンデの雪不足や、悪天候の場合は
中止することがあります。

問・申　教育委員会社会体育係（℡【幕】54-2006）

硬式テニス教室

◆日時　平成27年12月16日◯水～平成28年４月27日◯水 

　毎週水曜日（12回予定）　午後７時10分～８時40分

◆場所　幕別中学校体育館

◆対象　幕別町民（テニス初心者・経験者どちらも可）

◆定員　５名（定員になり次第締切）

◆参加料　3,000円　※初回参加時納入

◆主催　町テニス協会

◆申込期間　12月12日◯土
問・申　町テニス協会　池上（℡090-8900-1225・

　　　FAX【幕】54-4529）

エコパ探検隊「冬のクラフトつくりたい」　 12月12日◯土  午前９時45分～ 
定員15名／参加料 １人500円 　　■問・申  P19下段

十勝エコロジー
パークイベント


