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年末年始の水道凍結等の修理について

　平成27年12月30日◯水～平成28年１月５日◯火の間に自宅内での上下水道事故「水道管が凍った」、「トイ

レの水が流れない」などが発生した場合、下記の当番日になっている業者にご相談ください。

当　番　日 会　社　名 連　絡　先

　平成27年12月30日◯水 　一成技建(有) 　0155-56-7881

　平成27年12月31日◯木木 　(有)菅設備 　0155-56-3026

　平成28年１月１日◯金金 　(有)錦産業 　0155-56-4410

　平成28年１月２日◯土土 　(有)幕別設備工業 　0155-54-2909

　平成28年１月３日◯日 　(有)原工業 　0155-54-2235

　平成28年１月４日◯月 　(株)笹原商産 　0155-54-2610

　平成28年１月５日◯火 　大東工業(株) 　0155-56-2469

　忠類地区 12月30日◯水～１月５日◯火 　(有)森本商会 　01558-8-2039
問　水道課管理係

　　（℡【幕】 54-6624）

町指定ごみ袋がバイオマスプラスチックを配合した素材に変わります

　町では、指定ごみ袋の材料に石油を原料とするポリエチレンを使用してきましたが、地球温暖化対策の

一つとして、サトウキビを原料とするバイオマスプラスチックを10％配合した指定ごみ袋を１月から順

次導入します。

　サトウキビから砂糖を取り出した残液を発酵させたバイオエタノールからつくる植物由来のプラス

チックを使うことによって、石油資源を節約することができるほか、製造時においては、石油を原料とす

るポリエチレンと比べて加熱温度が低く、製造過程におけるエネルギー消費量が少ないため、二酸化炭素

の排出量削減にも貢献します。

　町は、これからも石油資源への依存を低減し、持続可能な社会の実現をめざして積極的に環境対策に取

り組んでいきますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

▲指定ごみ袋には、日本有機資源協会
（JORA）が定める基準に適合する証とし
て、認証マークが印刷されます。

◆当面は、幕別町指定ごみ袋「燃やせるごみ用」と幕別町忠類地域指定ごみ袋「燃えるごみ用」の２種類で

　導入します。

◆認証マークが入っていない従来の指定ごみ袋もご使用いただけます。入れ替えが完了するまでの間、ご

　迷惑をお掛けしますがご理解の程よろしくお願いします。

問　町民課環境衛生係（℡【幕】 54-6601）

　　忠類総合支所地域振興課住民生活係（℡【忠】 ８-2111）

　接種を検討されている方は助成期限が迫ってき
ていますので、いま一度ご確認ください。
◆助成期限（接種日）　３月31日◯木木まで
◆対象　町民で接種を希望する方のうち
①平成28年４月１日時点で、65・70・75・80・85・90・
　95・100歳の方
②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がいを有する方、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。）
※今年度対象者には６月に町より通知が発送され
　ています。
※いずれもこれまで肺炎球菌ワクチンを接種した
　ことのない方に限ります。
◆自己負担　3,000円
◆接種方法　町内指定医療機関に予約し接種を受
　けてください。

指定医療機関名 電話番号

 景山医院（錦町） 【幕】54-2350

 緑町クリニック（緑町） 【幕】54-6900

 忠類診療所（忠類幸町） 【忠】８-2053

 十勝の杜病院（千住） 【幕】56-8811

 おち小児科（札内新北町） 【幕】56-5522

 柏木木内科医院（札内青葉町） 【幕】56-5151

 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

成人用肺炎球菌予防接種の助成は
３月31日までです

新田の森公園内の樹木の伐採と枝払い
について

　町から郵送された対象者専用の予診票を紛失し
た方は再発行しますのでお問い合せください。予
診票がないと接種できません。
◆償還払い申請
　指定以外の医療機関で受ける場合は、接種費用
　の全額を医療機関に支払い、役場各窓口で償還
　払いの申請を行ってください。後日自己負担を
　除いた額を指定口座に払い戻します。医療機関
　で発行される成人用肺炎球菌予防接種領収書、
　成人用肺炎球菌予防接種済証、振込先口座のわ
　かるものを持参してください。助成期限までの
　接種に限り受付けますので、４月30日までに申
　請をしてください。
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）

　樹木木の老齢化等により倒木木の危険性があるた
め、新田の森公園内の樹木木の伐採と枝払いを下記
の期間で実施します。
　作業中は大変危険ですので作業範囲には近づか
ないようご協力をお願いします。また、作業期間
中は大型車両の通行や、枝の落下等による危険回
避のため一時的に通行規制を実施する場合があり
ますのでご了承ください。
◆作業期間　１月中旬から２月末まで
◆作業時間　午前８時30分から午後５時
◆作業者　ニッタ㈱（新町115番地）
■問　 土土木木課公園維持係（℡【幕】54-6622）

年長児のＭＲ（麻しん・風しん）ワクチン
の接種はお済みですか？

　ワクチン接種がお済みでない方は、早めの接種

をお勧めします。

◆対象者
　年長児のＭＲワクチン接種対象者

　（平成21年４月２日～平成22年４月１日生）

◆接種期間　３月31日◯木木まで

※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・柏木木内科医院・札内

　北クリニック・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）

新田の森記念館

幕別駅

幕別駐在所

新田の森記念館
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国民健康保険と後期高齢者医療制度に加入の方へ　高額介護合算制度のお知らせ

所得区分 自己負担額の
合計の基準額

現役並み
所得者 67万円

住民税の課税所得が145万円以上ある加入者とその方
と同じ世帯にいる方で、窓口負担が３割の方

一般 56万円 現役並み所得者、区分Ⅱ、区分Ⅰ以外の方

区分Ⅱ 31万円 世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税である方

区分Ⅰ 19万円
世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税である方の
うち世帯全員が所得0円かつ公的年金金受給額80万円以
下の方

【共通事項】
・世帯で医療または介護の自己負担額の
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。

・所得区分は、毎年７月31日現在の窓口
負担割合が適用されます。

◆申請手続　
　基準日（７月31日）時点で加入している医

療保険により支給申請の手続きが異なり
ます。支給の対象となる方に、２月下旬ま
でに申請手続きのご案内をします。

※対象期間中に町外から転入された方、
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。

※基準日時点で、町の国民健康保険、後期
高齢者医療制度以外の方は、加入して
いる医療保険者へ支給申請してくださ
い。

◆申請場所　
　町民課国保医療係・高齢者医療係、札内
支所、忠類総合支所地域振興課

■問　町民課国保医療係・高齢者医療係
　　（℡【幕】54-6602）

　高額介護合算制度は、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、医療と介護の１年分の自己負担額の合計が、基準額を超えた場合に、申請により
超えた額の支給が受けられます。

後期高齢者医療制度
医療費通知の送付を希望される方へ

・新たに医療費通知の発行を希望される方は、被

　保険者番号のわかるもの（保険証など）を用意し

　て、電話でお申し込みください。

・次回は、平成28年３月（平成27年７月～ 12月の

　医療費を対象）に発行します。

・すでに発行されている方は、継続して発行しま

　すので、再度の連絡は必要ありません。

※医療費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。

■問・■申　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）

所得区分 自己負担額の
合計の基準額

旧ただし書き所得
901万円超 176 万円

旧ただし書き所得とは、総所得総額から
基礎控除（33万円）を引いた所得

旧ただし書き所得
600万円～ 901万円以下 135 万円

旧ただし書き所得
210万円～ 600万円以下 67 万円

旧ただし書き所得
210万円以下 63 万円

住民税非課税世帯 34万円 世帯主と国保被保険者全員が住民税非課
税である世帯

所得区分 自己負担額の
合計の基準額

現役並み
所得者 67万円 住民税の課税所得が145万円以上ある加入者とその方

と同じ世帯にいる方で、窓口負担が３割の方

一般 56万円 現役並み所得者、区分Ⅱ、区分Ⅰ以外の方

区分Ⅱ 31万円 世帯全員が住民税非課税である方

区分Ⅰ 19万円 世帯全員が住民税非課税である方のうち世帯全員が所
得0円かつ公的年金金受給額80万円以下の方

◆介護合算算定基準額（平成26年８月１日～翌７月31日までの自己負担額の合計）
①【70歳未満の国民健康保険加入者】

②【70歳から74歳の国民健康保険加入者】

③【後期高齢者医療制度加入者】

◆日時　１月27日◯水　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

１月の人権相談

消費生活相談室から<相談事例>
　　  

質問Ｑuestion

     
答えＡnswer

　全国で相談が急増している、電気通信
サービスに関するケースです。相手の事業
者が、現在利用している大手の電話会社や
関連業者と思い込んでいたが違っていた、
早口のセールストークに十分に内容を理解
しないまま契約を結んでしまったため、不
本意な契約内容に変更されたなどのトラブ
ルになっています。
　多くは、事業者側からの遠隔操作による
設定変更ですが、契約者の生年月日、契約時
の書類に記載のお客様番号を伝えるだけで
転用承諾番号が取得でき、変更が完了して
しまうこともあります。今回の相談では、転
用承諾番号を無断で取得したことや、契約
者に対しアドレス変更の説明をしていない
こと、その他の説明不足を相手の事業者が
認め、解約と料金金を無料にすることに応じ、
以前の契約は解約期限間近で戻すことがで
きました。通常は、元の契約に戻したい場
合、新事業者と結んだ契約を解約し、以前の
事業者と契約を新たに結びなおすことにな
り、契約解除料等の料金金が発生します。
　電気通信事業法では、事業者が契約前に
契約者に説明することが義務付けられてい
ますが、利用者側もサービスの内容、料金金そ
の他の必要経費、契約の解約に伴う制限や
違約金金の有無など積極的に確認するよう心
がけましょう。
　通信事業に関する契約は、原則クーリン
グオフができませんので、お気をつけくだ
さい。もしも、今よりも安くなりますと言わ
れても、鵜呑みにせず、必要がないと感じた
ら、はっきりと断りましょう。納得できない
部分があれば、自身が納得するまで業者に
説明を求めることが大事です。
　契約に関して質問等がある場合には、お
気軽にご相談ください。

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・木木曜日  
役場商工観光課内

札内 相談日
場　所

月～金金曜日  
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

　光回線とプロバイダの契約を変更すると
安くなると電話で勧誘され契約をしたとこ
ろ、電話番号やメールアドレスが変更され
た。勧誘の時にその様な説明はなかった。以
前の契約に戻したい。

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21日◯木木　札内福祉センター　第１講座室
　３月10日◯木木　札内福祉センター　第１講座室
　午前10時30分～午後３時
◆持ち物　運転免許証、印鑑、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、町が指定した金金融機関の条件審
査があります。詳細は、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）
　　北海道労働金金庫帯広支店（℡ 0155-24-3767）

ゆるキャラグランプリ2015結果報告

　全国のゆるキャラ達がグランプリをめざす「ゆ
るキャラグランプリ」が、平成27年11月23日の表彰
式を持ちまして終了しました。
　幕別町からは「パオくん」が参戦し、皆様のご協
力のおかげもあり、1,727のゆるキャラたちの中
で、473位という、昨年を大きく上回る結果となり
ました。(昨年は1,141位)
　残念ながら決戦投票へ出場することはできませ
んでしたが、来年度も、グランプリに参加し、愛媛
県松山市で開催される決戦投票への出場を目指し
ますので、引き続き町のマスコットキャラクター
「パオくん」の応援をよろしくお願いいたします。
◆最終順位はこちらからご確認ください。
　http://www.yurugp.jp/index.php

問　商工観光課観光労働係（℡【幕】 54-6606）

自分で作ったしめ飾りを見て　いつもより新鮮な気分の正月かな？　PN.工作大好き今月のつぶやき 初めて行った彼女との初詣　願いが叶い妻となるが…　PN.妻に頭の上がらない夫今月のつぶやき

【忠類会場】
◆日時　１月20日◯水　午前10時～正午
◆場所　ふれあいセンター福寿　
◆人権擁護委員　赤石裕元さん、三島まゆみさん
【札内会場】
◆日時　１月20日◯水　午後１時～３時
◆場所　札内福祉センター　
◆人権擁護委員　桐山武博さん、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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中小企業退職金共済制度加入促進補助
金のご案内

　中小企業退職金金共済制度（（独）勤労者退職金金共
済機構中退共事業本部）及び北海道中小企業従業
員退職金金共済制度（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
助金金を交付します。
　詳細は、お問い合わせください。
◆申請期日　１月29日◯金金
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）

　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～ 10月31日◯月（単年契約）
◆申込期限　１月15日◯金金
◆説明会・抽選会
　１月22日◯金金　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

公共施設清掃作業員の募集（季節労働者対象）

　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。

公共施設清掃作業員

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 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
賃　　金金 時給1,200円

雇用期間 １月25日◯月～３月18日◯金
（うち、作業は20日間程度）

◆申込受付期間　
　１月６日◯水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）

幕別町ふるさと館事業委員の募集

　ふるさと館では、小学生を対象に自然や歴史を学
ぶ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、館内の展示計画の立案などを
行っています。これらの事業をボランティアでお手
伝いをしていただける方を募集しています。
◆募集条件　平成28年４月１日現在で満20歳以上の方
◆募集人員　若干名
◆募集期間　１月６日◯水～ 31日◯日
※希望される方は、下記までご連絡ください。
■問・申　ふるさと館（℡【幕】56-3117）
※月・火曜日は休館です。

自衛官候補生（男子）・予備自衛官補の募集

自衛官候補生（男子）

応募資格 18歳以上27歳未満の方
※平成28年４月１日現在

受付締切 平成28年２月12日◯金金
試 験 日 平成28年２月14日◯日
入隊時期 平成28年３月下旬予定

予備自衛官補
募集種目 一般公募 技能公募

応募資格

18歳以上
　　34歳未満の方
※平成28年４月１日
現在

衛生・語学・整備・
情報処理・通信・電
気・建設・放射線管
理・法務等の国家免
許資格を有する者

受付締切 平成28年４月８日◯金金

試験日 平成28年４月15日◯金金～ 19日◯火のいず
れか１日

※詳細はお問い合わせください。
問 自衛隊帯広募集案内所（℡ 0155-23-8718）
　　ＨＰ(http://www.mod.go.jp/pco/obihiro/)

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。講演および助成制度の説明の後、個別相談や各
講習の優先申し込みの受付を行います。
◆日時・場所　
　１月14日◯木木　芽室町　めむろ駅前プラザ
　１月19日◯火　音更町　共栄コミュニティセンター
　午後１時30分～４時30分
◆持ち物
・講習を申し込まれる方のみ
　運転免許証、印鑑、直近の雇用または離職に係
る雇用保険の手続きの書類

・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

◆採用予定職種および採用人数
　臨床心理士職　１名
◆受験資格
①昭和60年４月２日以降に生まれた方
②公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認
　定する臨床心理士の有資格者、または平成27年
　度実施の試験で資格取得見込みの方
③普通自動車運転免許を取得、または平成28年３
　月末日までに取得見込みの方
④日本国籍を有し、地方公務員法第16条の各号に
　該当しない方
◆試験方法　
　一次試験　論文試験、面接試験
　二次試験　面接試験
◆試験日・場所　
　一次・二次試験　２月16日◯火　幕別町役場
◆合格から採用まで
　二次試験は、一次試験合格者のみ実施します。二
　次試験合格者については、後日行う健康診断な
　どにより採否を決定します。
◆採用予定日　平成28年４月１日
◆申込書の入手方法
①申込書を幕別町役場総務課（〒089‐0692・幕別町
　本町130番地）に請求してください。
②郵送により請求する場合は、封筒の表に「試験申
　込書請求〔臨床心理士職〕」と朱書きし、あて先を
　明記して120円切手を貼った返信用封筒（折らず
　にＡ４版が入る大きさのもの）を同封してくだ
　さい。
③町のホームページより、様式をプリントアウト
　してください。この場合、Ａ４サイズの用紙に両
　面印刷してください。
◆申込受付期間
　１月６日◯水～２月１日◯月
※郵送の場合は、２月１日の消印有効。
■問・■申　総務課総務係（℡【幕】 54-6608）

平成28年度幕別町臨床心理士職員の募集 平成28年度（中間年）競争入札参加資格審
査申請を受付けます

　平成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
登録を新規に希望する場合は、次により申請の手
続きを行ってください。
※今回の受付は、平成27・28年度の定時申請で競争
　入札参加資格審査申請を提出していない事業者
　を対象としています。
◆受付期間　２月１日◯月～29日◯月　　　　　　
　　        （土土曜、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28年４月１日～平成29年３月31日までの１年間
◆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）

平成27年度帯広圏都市計画に係る変
更案の縦覧について

　３月に告示予定の帯広圏都市計画に係る変更案
の縦覧を次のとおり行います。
【帯広圏都市計画公園の変更】
◆都市計画の種類　　　　　　
　帯広圏都市計画公園（止若公園）
◆都市計画を定める土地の区域
　幕別町本町の一部
◆都市計画変更の内容
　名称番号及び公園区域の変更
【帯広圏都市計画用途地域の変更】
◆都市計画の種類
　帯広圏都市計画用途地域
◆都市計画を定める土地の区域
　幕別町札内青葉町の一部
◆都市計画変更の内容
　用途地域の変更
【縦覧について】
◆案の縦覧場所　建設部都市施設課
◆案の縦覧期間　１月６日◯水～20日◯水
　　　　　　　　午前８時45分～午後５時15分
　　　　　　　　（土土・日曜、祝日を除く）
問　都市施設課計画係（℡【幕】54-6623）
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エコパさんぽかふぇ 　１月９日◯土 午前10時～／定員 20人／参加料１人1,000円

小学生以下700円／スノーシューを履いて雪原をさんぽします。 ■問・申  P28下段
十勝エコロジー
パークイベント

ナウマン象記念館（臨時職員）
募集職種 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 金金 日額6,380円　◯ 通 ◯ 社 ◯雇

トレセン・スポセン（臨時職員）
募集職種 トレーニング補助員
募集人数 若干名

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）資格取得者
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
・フィ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～金金曜日（土土・日曜日勤務あり）

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 金金 日額7,170円～ 7,470円　◯ 通 ◯ 社 ◯雇
※勤務日、勤務時間が変更となる場合があ　りま
す。

◆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28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。

◆登録有効期間
　平成28年４月１日◯金金～平成29年３月31日◯金金
※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　
・臨時職員の方　登録申込書（写真添付）
・嘱託職員の方　履歴書（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
◆申込期限　１月19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◯水
・幕別地区　２月４日◯木木、５日◯金金
※詳細は後日連絡します。
■　問 教育委員会総務係（℡【幕】54-2006）

ふるさと館（臨時職員）
募集職種 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 金金 日額6,380円　◯ 通 ◯ 社 ◯雇

給食センター（臨時職員）
募集職種 幕別学校給食センター調理員
募集人数 13人
応募資格 調理師免許取得者（調理業務経験者も可）
勤 務 日 月曜日～金金曜日

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 金金 時給990円　◯ 通 ◯ 社 ◯雇

募集職種 忠類学校給食センター調理員
募集人数 ５人
応募資格 調理師免許取得者（調理業務経験者も可）
勤 務 日 月曜日～金金曜日
勤務時間 午前８時15分～午後４時30分
賃 金金 時給990円　◯ 通 ◯ 社 ◯雇

町内小中学校（臨時職員）

募集職種 ①特別支援教育支援員
②特別支援教育支援員（生活介助）

応募資格 ①教員免許資格取得者
②特になし

勤 務 日 月曜日～金金曜日

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 金金 ①時給1,110円　◯ 通 ◯ 社 ◯雇 
②時給890円　　◯ 通 ◯ 社 ◯雇

平成28年度教育委員会臨時職員登録者と嘱託職員の募集　　　　

わかば幼稚園（臨時職員）
募集職種 臨時教諭
募集人数 若干名
応募資格 教員免許資格取得者（幼稚園）
勤 務 日 月曜日～金金曜日
勤務時間 午前８時30分～午後２時30分
賃 金金 時給1,020円　◯ 通 ◯ 社 ◯雇
募集職種 代替教諭
募集人数 若干名
応募資格 教員免許資格取得者（幼稚園）
賃 金金 時給930円　◯通  ◯雇
募集職種 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～金金曜日
勤務時間 午前８時30分～午後５時15分
賃 金金 日給6,720円　◯ 通 ◯ 社 ◯雇

教育委員会事務局（嘱託職員）

募集職種
①学校教育推進員
②生涯学習推進アドバイザー
　（忠類生涯学習課内）

募集人数 ①２人
②１人

応募資格 ①教員免許資格取得者
②特になし

勤 務 日 月曜日～金金曜日
勤務時間 午前８時45分～午後５時30分

賃 金金
①月額225,600円　◯ 通 ◯ 社 ◯雇
②月額174,200円　◯ 通 ◯ 社 ◯雇

町内小中学校（臨時職員）
募集職種 学校事務補助員
応募資格 特になし
勤 務 日 月曜日～金金曜日

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 金金 日額6,720円　◯ 通 ◯ 社 ◯雇

図書館（臨時職員）
募集職種 司書（本館・札内分館）
募集人数 ７人

応募資格 図書館司書資格取得者・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
（土土・日曜日勤務あり）
【札内分館】木木曜日の遅番の時は、
午前11時30分～午後８時15分

賃 金金 月額151,000円　◯ 通 ◯ 社 ◯雇

募集職種 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取得者（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・木木・金金曜日
勤務時間 午前９時30分～午後５時15分
賃 金金 日額5,810円　◯通  ◯雇

募集職種 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
（土土・日曜日勤務あり）

賃 金金 日額6,610円　◯ 通 ◯ 社 ◯　雇

クマゲラハウス（臨時職員）
募集職種 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 金金 日額6,380円　◯通

町民プール（臨時職員）
募集職種 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、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 金金 時給800円　◯通  ◯雇
※募集人員、勤務日、勤務時間が変更となる　場
合があります。

環境衛生業務員

業務内容 野犬掃とう、動物死体処理、墓地管理、
ごみ清掃等の環境衛生業務

募集人数 １人

応募資格
・満64歳までの方（昭和26年４月２日
　以降生まれの方）
・普通自動車運転免許取得者

勤 務 日
月曜日～金金曜日
※土土・日曜日、祝日、勤務時間外の勤務
があることがあります。

勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
賃 金金 月額174,200円　◯ 通 ◯ 社 ◯雇
雇用期間 平成28年４月１日～平成29年３月31日
◆提出書類　履歴書（写真添付）
◆提出期限　１月19日◯火必着
◆提出先　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

◆面接日時　２月上旬（詳細は後日連絡します）
■問　 町民課環境衛生係（℡【幕】54-6601）

環境衛生業務嘱託職員の募集

千住生活館・蝦夷文化考古館

募集職種 千住生活館、蝦夷文化古考館管理業務

募集人員 １人

応募資格 満67歳までの方（昭和24年４月２日以
降生まれの方）

勤 務 日 水曜日～月曜日
賃 金金 月額157,700円　◯ 通 ◯ 社 ◯雇
雇用期間 平成28年４月１日～平成29年３月31日

公共施設管理人の募集

※業務内容、勤務時間などの詳細は、お問い合わせ
ください。
◆提出書類　履歴書（写真添付）
◆提出期限　１月19日◯火必着
◆提出先　福祉課社会福祉係（保健福祉センター
　内）、札内支所
◆面接日時　２月上旬（詳細は後日連絡します）
■問　福祉課社会福祉係
　　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

賃金欄に、◯通 ＝通勤手当　◯社 ＝社会保険　◯雇 ＝雇用保険　左記マークの記載があれば制度が適用されます。賃金は平成 27 年度の金額を記載しています。
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。http://www.town.makubetsu.lg.jp
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2016エコパ冬まつり 　１月17日◯日 午前10時～／定員 なし／冬の熱気球午前７時～８時／

冬の熱気球の料金　こども１人1,600円・中学生以上１人2,100円　 ■問・申  P28下段
十勝エコロジー
パークイベント

試験圃場（新和）
募集職種 試験圃場作業員
募集人員 １人
応募資格 普通自動車運転免許取得者（ＡＴ限定は除く）
勤 務 日 月曜日～金金曜日
勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
賃 金金 日額7,480円　◯ 通 ◯ 社 ◯雇
雇用期間 平成28年４月中旬～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の作業
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 金金 日額10,840円　◯ 通 ◯ 社 ◯雇
雇用期間 平成 28 年４月下旬～ 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取
得者

勤 務 日 週５日（土土・日曜日勤務あり、火曜日・祝
日は休み）

賃　　金金 日額7,170円　◯ 通 ◯ 社 ◯雇

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　　金金 日額6,380円　◯ 通
（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（土土・日曜日勤務あり、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28年４月１日～平成29年３月31日

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
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～金金曜日（土土・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 金金 日額6,380円 ◯ 通 ◯ 社 ◯雇

登録期間 平成28年４月1日～平成29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19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

◆提出書類　臨時職員登録申込書（写真添付）
◆提出期限　１月19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）

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、事務補助
など

募集人員 １人
応募資格 普通自動車運転免許取得者

勤 務 日 ・週２日（火・水曜日）
・月２回隔週金金曜日

勤務時間 午後12時30分～５時30分
賃 金金 日額5,320円　◯通
雇用期間 平成28年４月１日～29年３月31日

臨時介護認定調査員（平成27年度）
募集内容 介護認定調査業務
募集人員 １人

応募資格

介護支援専門員資格取得者、看護職・介
護職の資格取得者
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）
普通自動車運転免許取得者

勤 務 日 月曜日～金金曜日
勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
賃 金金 日額8,950円　◯ 通 ◯ 社 ◯雇
雇用期間 平成28年２月１日～28年３月31日

◆有効期間
　平成28年４月１日◯金金～平成29年３月31日◯金金まで
◆提出書類　登録申込書（写真添付）
◆提出期限　１月19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◯金金（詳細は後日連絡します）
■問　こども課保育係
　　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

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）

勤務場所 役場・各支所・出張所・保健福祉セン
ター、教育委員会、学校給食センター

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～金金曜日（土土・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 金金 日額6,380円　 ◯ 通 ◯ 社 ◯雇

登録期間 平成28年４月１日～29年３月31日

役場臨時職員（一般事務補助）の登録者募集

◆提出書類　臨時職員登録申込書（写真添付）

◆提出期限　１月19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　忠類地区　２月３日◯水

　　　　　　幕別地区　２月４日◯木木

※詳細は後日連絡します。

■問　総務課職員係（℡【幕】54-6608）

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28年３
月31日までに取得見込みの方

賃 金金 月額164,300円　◯ 通 ◯ 社 ◯雇

募集職種 代替保育士
応募資格 無資格でも可能
賃 金金 日額7,150円　◯通

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28年３
月31日までに取得見込みの方

賃 金金 月額149,200円　◯ 通 ◯ 社 ◯雇

募集職種 代替調理兼管理人
応募資格 無資格でも可
賃 金金 日額6,680円　◯ 通

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28年３
月31日までに取得見込みの方

賃 金金 日額8,520円　◯ 通 ◯ 社 ◯雇

募集職種 代替保育士
応募資格 無資格でも可能
賃 金金 日額7,150円　◯ 通

学童保育所
募集職種 放課後児童支援員

応募資格 教員免許・保育士資格取得者、または平
成28年３月31日までに取得見込みの方

賃 金金

日額【主任】（全日）8,670円 ◯ 通 ◯ 社 ◯雇
　　　　　(半日）5,200円 ◯ 通 ◯ 社 ◯雇
　　【補助】（全日）8,330円 ◯ 通 ◯ 社 ◯雇
　　　　　(半日) 4,990円 ◯ 通 ◯ 社 ◯雇

募集職種 代替支援員
応募資格 無資格でも可能

賃 金金
日額（全日）8,330円　◯通  
　　(半日) 4,990円　◯ 通発達支援センター臨時保育士

募集内容 発達支援に係る療育
募集人員 １人

応募資格 保育士資格取得者（発達に支援を必要
とする子どもに対する療育経験者）

勤 務 日 月曜日～金金曜日
勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
賃 金金 月額164,300円　◯ 通 ◯ 社 ◯雇
雇用期間 平成28年４月１日～29年３月31日

第９回親子雪だるまコンテスト １月16日◯土～ 17◯日  午前10時～翌日11：30
定員親子30組／親子で雪だるまを作ります。　■問・申  P28下段

十勝エコロジー
パークイベント

◆提出書類　臨時職員登録申込書（写真添付）
◆提出期限　１月19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）

◆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　１月19日◯火必着
◆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　１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）

◆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19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）

※雇用条件などの詳細は、お問い合わせください。
◆提出書類　履歴書（写真添付）、保育士免許証の写し
◆提出期限　１月19日◯火必着
◆提出先　発達支援センター（保険福祉センター内）、

札内支所、保健福祉係（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）

※職種別の採用人数は若干名です。勤務日、勤務時
間の詳細は、お問い合わせください。

問　 問い合わせ先　　申　 申し込み先　　提 提出先
賃金欄に、◯通 ＝通勤手当　◯社 ＝社会保険　◯雇 ＝雇用保険　左記マークの記載があれば制度が適用されます。賃金は平成 27 年度の金額を記載しています。
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。http://www.town.makubetsu.lg.jp
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エコパ探検隊「足あと見つけたい」 　１月30日◯土 午前９時45分～正午／定員 20人／
参加料１人500円／持ち物　暖かい服装　 ■問・申  P28下段

十勝エコロジー
パークイベント

エコパナイトカフェ　 １月30日◯土・２月６日◯土・13日◯土・20日◯土・27日◯土
午後５時30分～８時30分／定員　なし　■問・申  P28下段

十勝エコロジー
パークイベント

　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
夜間相談窓口を開設しますので、ご利用ください。
◆日時　１月13日◯水、27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
　与証明書、年金金振込通知書など）
■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）

公営住宅料に関する夜間相談窓口を開設します

緑町団地【単身者住宅】入居者の募集

◆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

緑町　緑町22－５　耐火３階建て
1-201 ２ 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

2-305 ３ １ＤＫ Ｈ９ 33,300円

◆定期募集期間　１月６日◯水～13日◯水（土土日祝日は除く） 
◆定期募集住宅の抽選会　２月１日◯月　午前10時（午前９時30分より受付）　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10日◯水　午前10時　幕別町役場４階　会議室　
※２月11日◯木木～17日◯水までに入居願います。
◆入居資格等　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）

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16日◯土土～１月22日◯金金　
・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
　土土・日　　午前10時～午後４時まで
・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
※忠類総合支所は19日◯火、20日◯水のみとなります。
◆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）

　満65歳以上の方で、障害者手帳（身体障害者手帳、
療育手帳または精神障害者福祉手帳）をお持ちでな
い方が、次の認定基準に該当する場合、「障害者また
は特別障害者に準ずる者」として、所得税法と地方
税法上の障害者控除を受けることができます。
　この適用を受けるには、毎年、町の認定を受ける
必要があります。
◆障害者控除対象者としての認定
①要介護認定者で、要介護１と要介護２の方
②要支援認定者（要支援１と要支援２）のうち、認
　知症がある方
※上記に該当する方で症状が重たい方は、その状
　態により特別障害者控除対象者として認定する
　場合があります。
◆特別障害者控除対象者としての認定
　要介護認定者で、要介護３から要介護５までの方
◆申請方法
　認定を受けようとする方は、保健福祉センター、
　ふれあいセンター福寿、札内支所、糠内・駒畠出
　張所に申請してください。
■問　福祉課障害福祉係
　　（保健福祉センター内【幕】 54-3811）

確定申告用「障害者控除対象者認定書」の交付について

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、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27年２月１日～平成28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　２月１日◯月
◆提出先　教育委員会社会教育係
◆表彰式　３月20日◯日
　「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）

◆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、お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。詳細はお問い合わせください。

募集する住宅 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯設備 家賃
①旭町西（1-101） １ ２LDK H13 有 リース 19,900円～39,100円

公営住宅入居者の募集　

◆一般公募の住宅（③、④の住宅は、今回の募集で応募がない場合は、随時募集します）

募集する住宅 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯設備 家賃
②旭町東（2-203）

２
2LDK H18

有 リース
19,200円～37,700円

③旭町東（3-206）

3LDK

H19 24,200円～47,500円
④南町（1-8） H10 23,000円～45,200円
⑤寿町（2-102）

１
S61

入居者負担
16,100円～31,600円

⑥寿町（3-101） S62 16,300円～32,100円
⑦泉町（1-3）

３
2LDK

H5

有 リース

19,100円～37,600円
⑧泉町（2-304）

H7 19,300円～38,000円
⑨泉町（2-312）
⑩泉町（3-308） H8 19,600円～38,500円
⑪泉町（2-301）

3LDK H7 22,600円～44,300円
⑫泉町（2-309）
⑬あかしや南（１-405） 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◯水～13日◯水（土土・日曜日、祝日は除く）　　 

　一般公募の住宅　１月14日◯木木～20日◯水（土土・日曜日、祝日は除く）
◆定期募集住宅の抽選会　２月１日◯月　午後２時（午後１時30分より受付）　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10日◯水　午後２時　幕別町役場４階　会議室
※２月11日◯木木～17日◯水までに入居願います。
◆入居資格等　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）

◆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新緑町東（2-31）

１

3LDK S57

入居者負担

12,200円～22,600円
②新緑町西（1-14）

3DK
S53 10,100円～19,900円

③新緑町西（1-16）
④新緑町西（2-20） S54 10,400円～19,700円
⑤新緑町南（1-4）

２ 3LDK
S59 15,000円～29,600円

⑥新緑町南（1-5）
⑦寿町（1-204） S61 16,100円～31,600円
⑧桂町２（2-4） S57 16,900円～33,200円

マイナンバーの通知カードは届いていますか？
を同封しています。
　個人番号は、平成28年１月から社会保障・税・災害
分野での手続きに使用することになりますので、届
いた「通知カード」は大切に保管してください。
　なお、町に住民票を有する方で、「通知カード」が
届いていない方は、下記までご連絡願います。
問　町民課住民年金金係（℡【幕】 54-6602）

　町では、マイナンバー制度による個人番号（マイ
ナンバー）を記載した「通知カード」を、町に住民票
を有するすべての方に簡易書留で郵送していま
す。
　「通知カード」は世帯主あての封筒に世帯全員分
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　障がいのある方、その家族、企業などを対象とし
た就労についての相談会と就労支援に関するセミ
ナーを開催します。
◆日時　２月４日◯木木
　午前11時～正午　就労相談会（要予約）
　対象者：障がいのある方、その家族、企業の方等
　午後１時30分～２時30分　就労支援セミナー
　午後２時40分～３時40分　情報交換会
◆場所　
　浦幌町保健福祉センター（浦幌町字北町８番地１）
◆申込方法　
　電話またはＦＡＸで申し込みください。
　申込の際は、「氏名・所属・住所・連絡先」をご連絡
　ください。
※就労相談会は、前日までに申し込みください。
■問・申　十勝障がい者就業・生活支援センターだいち
　　　　（℡ 0155-24-8989　Fax 0155-20-7367）

東十勝障がい者就労支援ネットワーク
セミナー

　毎月第４火曜日に開催している幕別町自立支援
協議会定例会で、アイスランドでの先進的なインク
ルーシブ教育現場視察の報告会を行います。
　関係機関の方、興味のある方はご参加ください。
◆日時　１月26日◯火　午後６時
◆場所　保健福祉センター
◆テーマ　「アイスランドの教育～氷河と火山の
　国の挑戦～」
■問　福祉課障害福祉係
　　（保健福祉センター内【幕】 54-3811）

『インクルーシブ教育先進国アイスラン
ドの教育』視察報告会

幕別町ことばを育てる親の会講演会

◆日時　１月30日◯　土土 午後１時～４時
◆場所　札内福祉センター
◆テーマ　
　『知りたい　聞きたい　しゃべりたい　パート２』
　平成22年に開催された30周年記念シンポジウム
での年齢別に分かれてのフリートークが好評
だったため、第２弾を開催します。

◆講師　
○就学前　藤田晴美氏（上士幌町教育委員会子ども課主査）
○小学校　吉藤さゆり氏（十勝ＡＤＨＤ＆ＬＤ懇話会
　　　　代表、学校心理士）

○中学校～就労　二宮信一氏（北海道教育大学釧路校准教授）
◆内容　
　前半は、就学前、小学校、中学校から就労まで、そ

れぞれの立場からお話をしていただきます。後半
は、年齢別グループに分かれ、フリートークを行
います。子育てで悩んでいることや聞いてみたい
ことを持ち寄り、みんなで考えてみませんか。

◆参加料　無料
◆主催　幕別町ことばを育てる親の会　　　　
◆共催　幕別町発達支援センター
問　幕別町発達支援センター（℡【幕】54-6533）

◆日時　２月28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

◆参加料　１チーム3,000円
◆申込期限　２月５日◯金金　 （先着16チーム）
◆その他　保険（けが）加入は、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）

幕別町サッカー協会設立20周年記念
第14回幕別町フットサル大会

　男性も、手軽においしい健康食作りが学べる教
室です。
◆日程・場所・定員　時間　午前10時～午後１時

日程 場所 定員
２月３日◯水

保健福祉センター
16人３月２日◯水

２月17日◯水 百年記念ホール

男の料理教室

◆対象　20歳以上の男性
◆内容　２月３日◯水は鮭と野菜のピリ辛焼き、け
んちん汁等のメニューを作ります。

◆参加費　300円/１日
◆持ち物　エプロン・三角巾・手ふきタオル
◆申込期限　１月28日◯木木
問　保健課栄養指導係
　　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

◆開校期間　１月13日◯水～２月18日◯木木
・スキー（一般、ジュニア）　毎週水・木木曜日
・スノーボード　１月12日◯火、19日◯火、26日◯火
◆開催場所　明野ヶ丘スキー場
◆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

◆申込方法　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）

幕別スキー学校を開校

◆日時　２月７日◯日
　受  付　午前８時30分～９時
　開会式　午前９時30分～
◆場所　明野ヶ丘スキー場
◆種目　大回転２セット
◆参加費　小・中学生一人500円
　　　　　高校生以上一人1,000円（当日納入）
◆申込期限　２月５日◯　金金 ※当日の申し込みも可
◆主催　町スキー協会
■問・■申　町スキー協会事務局・妹尾
　　　 （℡【幕】 55-2982）

 第35回町民スキー大会

２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～ １、８、15、22、29日◯月 ２、９、16、23日◯火

Ｅnjoy!イキイキサーキット 19:30～ ９、23日◯火 ４、18、25日◯木木 １、８、22日◯月 ５、12、19、26日◯金金

はじめてエアロビクス
14:00～ 12日◯金金 24日◯水

19:30～ ２、16日◯火 29日◯月

ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
14:00～ 26日◯金金 10日◯水

19:30～  15日◯月

みんなでスッキリサーキット 14:00～ ５、19日◯金金 ３、17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～ ４、18、25日◯木木

■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）

からだ読み解き講座　～健康フォロー教室～

　今年の健診結果で、生活習慣に関係する値がやや高めだった方に向けた講座です。
　保健師・栄養士・運動指導員と一緒に、生活の中でできる工夫を一緒に見つけていきましょう。
◆内容　※連続３回コース

日時 会場 持ち物 内容

１
１月25日◯月
9：30～11：30

百年記念ホール
和室

最近の健診結果
事前アンケート
筆記用具

『からだ読み解きの秘訣』
保健師と一緒に今回の健診結果を読み解
きます。

２
２月１日◯月
9：30～13：00

百年記念ホール
和室・調理室

エプロン、三角巾、手
拭タオル
参加料300円

『貴方のからだにあった食事の秘訣』
管理栄養士の講話と、調理実習を通して毎
日の食事を振り返ります。

３
２月10日◯水
9：30～11：30

札内スポーツ
センター研修室

運動しやすい服装、室
内用運動靴、タオル、
水分補給用の飲み物

『私にも続けられる！運動の秘訣』
運動指導員と一緒に、講話と実演を通して
運動の効果を学びます。

◆対象　①②に当てはまる方
①40歳以上75歳未満の町民で今年健診（スマイル健診・職場健診・人間ドックなど）を受けた方
②健診結果のうち以下の検査結果が高めだった方
　ＢＭＩ・腹囲・血圧・糖代謝（血糖、HbA1c）・血中脂質(中性脂肪、LDLコレステロール)
◆参加料　300円（調理実習材料費）
◆定員　15名（先着順）
◆申込期限　１月15日◯金金まで
問・申 保健課健康推進係（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

エコパまめまき会　１月31日◯日 午前10時～午後３時 ／定員 なし　 

■問・申  P28下段
十勝エコロジー
パークイベント

ボーイスカウト体験隊「冬のキャンプ『雪はともだちさ』」 　１月30日◯土～ 31日◯日／午前10時～翌日午前11時／
定員　20名／持ち物　申し込み確定時にご案内します／参加料１人500円　■問・申  P28下段

十勝エコロジー
パークイベント

幕別消防団出初式

　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◯木木　 午前10時30分～
◆場所　分列行進（町民会館前）
　　　　式典（町民会館地下大集会室）
※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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スノーシュー＆ノルディックウォーキング体験をしよう！
冬こそウォーキング講座

◆日時　２月３日◯水、17日◯水　午後２時～４時

◆場所　・座学：講堂 ・実技：百年記念ホール周辺

※悪天候の時は講堂や大ホールの客席等を使って

ウォーキングを行います。

◆講師　鞘
さ や の

野 紳
しんりょう

量さん（ノルディックフィットネ

　　　ス協会 アドバンスインストラクター ）

◆定員　一般15名(応募者多数の場合は抽選)

◆受講料　1,000円

◆持ち物　外でウォーキングができる服装、靴でお

越しください。専用ポールは貸出しいたします。

◆締切り　１月27日◯水
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十勝エコロジーパークのイベントは事前に申し込みが必要です。詳細はお問い合わせください。
■問・申  十勝エコロジーパーク（℡ 0155-32-6780・Fax 0155-32-6785）http://www.netbeet.jp/~ecopark/index.html

　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22日◯金金
　　　　テスト結果説明　２月５日◯金金　
　　　　（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18日◯月
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～

◆日時・カリキュラム　時間　午後１時～４時

日程 カリキュラム
材　 料　 代 講師

１月23日◯土土
シルバーアクセサリー
1,500円～ 2,000円

番匠康子さん

２月13日◯土土
ビーズアクセサリー
1,500円～ 2,000円

磯谷恵さん

３月12日◯土土
ジュエルDeCoReアクセサリー
1,000円～ 2,000円

佐藤信子さん

◆場所　百年記念ホール 学習室
◆対象　小学生以上の女性12名（男性も可、単発受
講可、応募者多数の場合抽選)

◆受講料　小中高生600円(単発受講の場合１回200円)
　　　　　一般1,500円（単発受講の場合１回500円)
◆持ち物　ウエットティッシュ、つまようじ等
◆申込期限　１月16日◯土土 
※定員に余裕があれば２回目以降の申込可(お問
い合せください)

素敵なアクセサリーを作ってみませんか？
おしゃれ女子のアクセサリー作り講座

◆日時・カリキュラム　時間　午後１時30 ～３時30分

日程 カリキュラム

２月15日◯月
コロジオン版画の基礎と道具につい
て

２月22日◯月「少女」を描く（１版）

３月７日◯月「樹と鳥」を描く（２版）

３月14日◯月 自分のモチーフを描く

※都合により内容が変更になる場合もございます。

◆場所　百年記念ホール 学習室２

◆講師　千
ち ば

葉 定
さだよし

是さん（町内在住、「十勝孔版画の

会」代表）

◆対象　一般10名（単発受講も可、応募者多数の場合抽選)

◆受講料　一般2,000円(単発受講の場合１回500円)

◆材料代　1,200円(単発受講の場合１回300円)

◆持ち物　汚れても良い服装でお越しください。

◆申込期限　２月８日◯月 

筆で描く孔版画に挑戦しよう！
コロジオン版画講座

◆日時・場所　　時間　午後７時～８時30分
①２月４日◯木木、11日◯木木◯祝
　農業者トレーニングセンター　アリーナ
②２月18日◯木木、25日◯木木
　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。

◆講師　町スポーツ推進委員
◆参加料　１人300円（保険料等）※初回参加時納入
◆持ち物　上履き用の運動靴
◆申込期限　１月29日◯金金　 
◆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）

リフレッシュ教室

■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

詳細は幕別町観光物産協会ＨＰをご覧ください

連絡バス時刻表連絡バス時刻表連絡バス時刻表 ２月12日㊎17：30までにお申込みください

【申込・問い合わせ】実行委員会事務局（TEL01558-8-2111）

役場発 ………………………9：00
札内支所発……………9：20
特設会場着……… 10：20

特設会場発……… 13：30
札内支所発……… 14：30
役場着 ………………… 14：50

行　き 帰　り
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