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住宅新築リフォーム奨励金拡充のご案内

　地域経済活性化対策として、平成28年４月から、
リフォームに係る奨励金対象工事費を「30万円以
上の工事」に引き下げ、事業利用回数を年度内１回
とし、より利用しやすい制度に拡充します。
 この制度は、町に登録した町内業者の施工によ
り、住宅の新築、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）を交付するものです。
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られ
　る方は対象となりません）
②30万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円未満は切り捨て、上限５万円)」
※事業の利用は、年度内１回に限ります。
■問　商工観光課商工労政係（℡【幕】 54-6606）

空き店舗対策事業のご案内

　幕別地域、札内地域、忠類地域の中心市街地に指
定区域を設定し、その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、２店舗目を開店する方、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、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
※空き店舗となっている物件を活用(賃貸)したい
という所有者等の方からの、空き店舗情報をお
寄せください。

■問　商工観光課商工労政係（℡【幕】54‐6606）

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)および北海道中小企業従
業員退職金共済制度(北海道商工会連合会)に加入
してい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
※町税を滞納している事業主を除く。
◆補助金の額
　従業員(被共済者)の加入月から36カ月を限度と
　し、被共済者一人につき１カ月の共済掛金納付
　額(国等の助成金額を除く)の２分の１(月額
　1,000円を限度)
※平成28年１月分以降の掛金が補助対象です。
■問　商工観光課商工労政係（℡【幕】54‐6606）
　　幕別町商工会（℡【幕】54‐2703）
　　幕別町農民同盟（℡【幕】54‐4122）

中小企業融資のご案内

　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。
◆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カ月間含む)
②設備資金
　限度額3,000万円、償還期間15年(据置１年間含む)
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カ月間含む)

◆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
※小口資金の場合は従業員の数が20人以下の方。
商業またはサービス業(宿泊業・娯楽業を除く)
を主たる事業とする事業者は従業員の数が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
◆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　商工観光課商工労政係（℡【幕】54‐6606）
　　幕別町商工会（℡【幕】54‐2703）

幕別町特産品研究開発事業補助金拡充のご案内

　本町の特性を生かした特産品開発を推進するた
め、「幕別町特産品研究開発事業補助金」による助
成制度を行っています。
　従来は「特産品開発のための調査研究に要する経
費」が対象でしたが、４月からは「パッケージやパン
フレットなどのデザインに係る経費」及び「販路拡
大のための展示会やセミナー参加などの経費」を対
象に加え、新たな特産品開発の活性化を図ります。
　また、補助金の上限を１件当たり15万円から150
万円に大幅に拡充しました。
◆対象事業
①新製品開発のための調査研究に係る経費
②容器、包装およびパンフレット等のデザインに係る経費
③販路拡大のための展示会への出展、セミナーへ
　の参加、専門コンサルタントへの委託および物
　販イベント等の経費
◆補助金の額
①対象事業の①および②は、補助対象経費の３分
　の２以内で合計100万円を限度とする。
②対象事業の③は、補助対象経費の２分の１以内
　で50万円を限度とする。
　詳細はお問い合わせください。
■問　商工観光課観光係（℡【幕】 54-6606）

　開業する際の負担を軽減するため、対象となる
融資を受けた方については、信用保証料と利息の
補給を受けることができます。
　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
◆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北海道の中小企業融資
　ライフステージ対応資金のうち創業貸付（取扱
　い：道内金融機関）
■問　商工観光課商工労政係（℡【幕】54‐6606）　
　　　　　　幕別町商工会（℡【幕】54‐2703）

あなたの開業を支援します
創業等支援制度のご案内
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　田舎の母校は１クラスのみ　クラス発表のドキドキは高校生になってから！
　（保育所、小・中学校はすべて同じメンバーだった）　PN.グリ今月のつぶやき

企業開発促進補助金拡充のご案内

　企業の立地推進を図るため、町内に工場等の事
業場を新設、増設する企業に対し、投資額に対する
補助金などの助成を行っています。
　４月からは従来の助成内容に加え、本社機能移
転促進補助金を新設するとともに、忠類地域の補
助要件を緩和し補助金額を拡充します。
　詳細はお問い合わせください。
■問　商工観光課商工労政係（℡【幕】54‐6606）

公園の利用について

　町内の各公園のトイレや水飲み場は、４月中旬
から下旬にかけて利用が可能となります。
　なお、札内北公園、いなほ公園、忠類ナウマン公園
の水路は、５月中旬以降の利用を予定しています。
■問　土木課管理係（℡【幕】54-6622）
　　忠類総合支所経済建設課（℡【忠】 ８-2111）

春の全町一斉クリーン作戦を行います

　春の全町一斉クリーン作戦を次のとおり実施し
ます。雪解けとともに、道路脇にはポイ捨てされた
ごみが目立ってきました。ごみのないクリーンな
町にするため、積極的なご参加をよろしくお願い
します。
◆日時　５月15日◯日（雨天の場合、５月21日◯土に延期）
　　　　午前８時30分集合（午前10時終了予定）
◆対象者　小学生以上の方。事業所等団体での申
し込みもお待ちしています。

◆実施内容　道路、公園等のごみ拾い。
※状況により街頭啓発になることがあります。
◆集合場所　申し込み後、参加者に連絡します。
◆持ち物　清掃用具（軍手・ゴム手・長靴等）
※ごみ袋は町で用意します。
◆申込期限　４月20日◯水
■問・■申　防災環境課地域環境係（℡【幕】54-6601）
　　 　札内支所（℡【幕】56-2111）
　　 　忠類総合支所地域振興課（℡【忠】 ８-2111）

◆縦覧　自己所有の土地または家屋の価格と他の
土地または家屋の価格を比較するために全体の
土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を見
ることができます。

◆閲覧　自己所有の土地または家屋の固定資産課
税台帳を見ることができます。

◆期間　４月１日◯金～６月30日◯木 

　　　　（土・日曜日・祝日は除く）
◆時間　午前８時45分～午後５時30分
◆場所　役場税務課、忠類総合支所地域振興課、
　　　　札内支所
◆縦覧帳簿を縦覧できる方　
①幕別町の固定資産税（土地または家屋）の納税者
と同居の家族

②幕別町の固定資産税の納税者から委任を受けた
　方（委任状を持参してください）
③納税管理人
④納税者が法人の場合は法人の代表者または委任
状を持参した事務担当者など

◆課税台帳を閲覧できる方
①幕別町の固定資産税の納税義務者と同居の家族
②幕別町の固定資産税の納税義務者から委任を受
　けた方（委任状を持参してください）
③納税管理人
④納税義務者が法人の場合は法人の代表者または
委任状を持参した事務担当者など

■問　税務課資産税係（℡【幕】54-6604）

平成28年度固定資産の価格等の縦覧と
固定資産課税台帳の閲覧について
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４月の行政相談

◆日時　４月20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）

４月の人権相談

【忠類会場】
◆日時　４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　佐藤恵子さん、三島まゆみさん
【幕別会場】
◆日時　４月20日◯水　午後１時～３時
◆場所　町民会館　
◆人権擁護委員　齊藤彰彦さん、前川満博さん
問　住民生活課住民活動支援係
　　（℡【幕】 54‐6602）

町立わかば幼稚園
平成28年度満３歳児入園募集

　わかば幼稚園では、年度途中からの満３歳児入
園を実施しています。
◆対象　町内在住の、心身ともに健康な幼児　
◆入園時期
・第１期　７月入園（４月～６月生）
・第２期　10月入園（４月～９月生）
・第３期　１月入園（４月～12月生）
※手続きは入園を希望する月の前々月の末まで。
（第１期は５月末日まで）　
◆保育時間　午前８時45分～午後１時45分
　　　　　　（水曜日は午前11時30分まで）　
※入園後１カ月は午前保育です。
◆諸経費
　保育料　7,000円（月額）
　給食費　1,500円程度（月額）
　その他　　450円（月額）
※世帯の収入等により保育料が減額となる場合が
あります。詳細はお問い合わせください。

◆入園説明会　４月15日◯金　午後１時～２時　
※上履きを持参してください。
■問・■申　わかば幼稚園（℡【幕】 54-4223）　
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後期高齢者医療の被保険者のみなさまへ

　平成28年４月１日より、入院時の食事療養標準
負担額が一部変わります。
◎住民税課税世帯の方の食事療養標準負担額（食事代）

平成28年４月１日～
一食につき

260円 → 360円
に変更となります

平成30年４月１日～
一食につき

360円 → 460円
に変更となります

指定難病の方※
一食につき
260円

のまま据え置かれます

※都道府県の発行する指定難病の受給者証をお持
　ちの方
◆注意事項
・指定難病の方は、都道府県の発行する医療受給
　者証を医療機関へご提示ください。
・指定難病の医療受給者証については、帯広保健
　所へお問い合わせください。
■問　北海道後期高齢者医療広域連合（℡ 011-290-5601）
　　帯広保健所（℡ 0155-27-8637）
　　住民生活課国保医療係（℡【幕】54-6602）

ボースカウト探検隊「ご飯を炊こう！」／定員 10名（小６）/ボースカウト探検隊「地図で宝を探せ！」／定員 20名（幼児～小５）
４月９日◯土 午前９時30分～持ち物　暖かい服装、軍手、水筒／参加料１人300円　■問・申  P25下段

十勝エコロジー
パークイベント

街路清掃作業員の募集（季節労働者対象）

　町では、季節労働者の雇用対策として、町道の清
掃作業員を募集します。
　詳細はお問い合わせください。

　

年金生活者等支援臨時給付金の申請について　

１　年金生活者等臨時福祉給付金の申請手続を、４月４日から開始します。
　４月から給付対象となる可能性のある方（※平成27年度分の住民税が課税されていない方で昭和27年４
　月１日以前に生まれた方）がいる世帯宛に順次申請関係書類をお送りしています。同封の案内文書をよく
　お読みいただき、お近くの申請窓口で手続きをしてください。
　なお、制度の概要と給付対象者は、広報３月号に掲載していますので、今一度ご確認願います。
【申請手続きの流れについて】
○給付対象外の世帯　⇒　書類は何も送付しません。
　平成27年１月２日以降に幕別町に転入された方で対象になると思われる方は、平成27年１月１日時点で
　住民登録していた市町村にお問い合わせください。
○給付の可能性がある世帯　⇒　書類を送付します。お近くの申請窓口で手続きしてください。
　平成27年度の町民税が課税されていない方は給付対象となる可能性がありますので、申請の際はご注意
　ください。
　①手続きに必要な書類
　　申請書、給付金の振込みを希望する通帳の写し、本人確認書類の写し（給付対象者全員分）
　　（※昨年度臨時福祉給付金を受給された方については、添付の書類を省略できるものもありますので、
　　お問い合わせください）
　②申請期間および受付時間　４月４日◯月～７月５日◯火
　　午前８時45分～午後５時30分（※札内支所は水曜日のみ午後７時まで）
　③申請窓口　保健福祉センター、役場住民生活課、札内支所、糠内出張所、ふれあいセンター福寿
　※新庁舎移転後は、保健福祉センターでは申請ができなくなりますので、ご注意願います。
２　給付を装った詐欺にご注意ください。
　給付を装った“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。自宅や職場などへの不審な電話や
　郵便物がありましたら、迷わず役場や最寄りの警察署に連絡してください。
■問　 福祉課社会福祉係（℡【幕】54-6602）

応募資格 季節労働者の方で、現地まで移動可能な方

業務内容
幕別・札内地域の街路清掃等
※高齢者就労センターへの委託により
実施します

賃　　金 時給1,300円

雇用期間 ４月14日◯木～ 30日◯土
（うち、作業は２～３日程度）

◆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。
◆提出期限　４月12日◯火
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　商工観光課商工労政係（℡【幕】54-6606）

　

選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられます　

　公職選挙法の一部改正に伴い、選挙権年齢がこれまでの満20歳以上から満18歳以上に引き下げられます。
　今年の夏の参議院議員選挙には、新たに年齢満18歳以上満20歳未満の方が、選挙に参加（投票）できること 
　になります。
◆進学や就職などで引っ越しをしたら住民票を移しましょう
　選挙で投票する場所は、原則として住民票のある市区町村ですが、選挙で投票するには、３か月以上その
　市区町村に居住し、選挙人名簿に登録されている必要があります。選挙権を行使するためにも、忘れずに
　住民票を移しましょう。
　今年の春に町外へ転出をする場合、今年の夏の参議院議員選挙に新住所地で投票することができない可
　能性がありますが、公職選挙法の改正により、新しく有権者となる18歳、19歳の方が町外に転出をしても、
　幕別町に３か月以上住んでいた場合には、幕別町で投票することができます。
　この場合、選挙期間中に幕別町の投票所へお越しになることができないときには、「不在者投票」という制
　度を活用して、投票することができます。詳細は選挙管理委員会までお問い合わせください。
■問　 選挙管理委員会（℡【幕】54-6608）
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エコパ探検隊「大池で遊びたい」　４月29日◯金・４月30日◯土 午前９時45分～／定員 15名
持ち物　汚れても良い服装／参加料１人300円　■問・申  P25下段

十勝エコロジー
パークイベント

　

町の公有地（宅地）の販売価格を見直しました　

地　番 区画面積 販売価格 坪単価
①528番地45 330.56㎡(100.16坪) 6,109,000円 61,000円
②528番地46 330.59㎡(100.17坪) 6,110,000円 61,000円
③528番地47 330.58㎡(100.17坪) 6,110,000円 61,000円
④529番地128 286.47㎡( 86.80坪) 5,294,000円 61,000円

地　番 区画面積 販売価格 坪単価
①18番地13 325.15㎡(98.53坪) 3,162,000円 32,100円

②18番地132 327.40㎡(99.21坪) 3,025,000円 30,500円

③18番地133 327.40㎡(99.21坪) 3,085,000円 31,100円

④18番地134 327.40㎡(99.21坪) 3,025,000円 30,500円

⑤18番地136 327.40㎡(99.21坪) 3,025,000円 30,500円

⑥18番地137 327.40㎡(99.21坪) 3,085,000円 31,100円

⑦18番地45 327.40㎡(99.21坪) 3,115,000円 31,400円

◆申込受付期間　随時（土・日曜日、祝日を除く）

※受付は、申し込み先着順とします。

※詳細はお問い合わせください。

■問・申　総務課契約管財係（℡【幕】54-6608）

①
②
③

④

札内駅
札内農協
集荷施設

売払地

アンダーパス→

○済

　町で分譲している公有地（宅地）の販売価格を見

直し、新たに申し込みを受付けます。

【所在地】　札内中央町

　　　　 （幕別町マイホーム応援事業対象地区）

【所在地】　旭町

　　　　 （幕別町マイホーム応援事業対象地区）

←札内

売払地

幕別駅

本
町

幸
町

旭町三角公園●

●幕別北ふれあい交流館

猿別川
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旭
町

　①
②　
④③
⑤　
　⑥
済　済○

豊頃→
国道 38 号

○
⑦　

○済

○
○済

済

○済

平成28年度　危険物取扱者試験日程のお知らせ

　平成28年度の危険物取扱者試験を下記の日程で行います。

区分 試験日 書面申請受付期間 電子申請受付期間

第１回 平成28年５月29日◯日 平成28年４月13日◯水～４月20日◯水 平成28年４月10日◯日～４月17日◯日
第２回 平成28年８月21日◯日 平成28年７月11日◯月～７月19日◯火 平成28年７月８日◯金～７月16日◯土
第３回 平成28年10月30日◯日

平成28年９月16日◯金～９月27日◯火 平成28年９月13日◯火～９月24日◯土
第４回 平成28年11月13日◯日
第５回 平成29年１月29日◯日 平成28年12月９日◯金～12月19日◯月 平成28年12月６日◯火～12月16日◯金
第６回 平成29年３月25日◯土 平成29年２月17日◯金～２月24日◯金 平成29年２月14日◯火～２月21日◯火

※試験会場については、区分ごとに異なりますので、お問い合わせください。なお、第１回、２回、３回、
　５回は、帯広市でも開催されます。会場等の詳細については、ホームページでご確認ください。
※電子申請については、消防試験研究センターのホームページから申請を行ってください。

■問　幕別消防署消防課保安係（℡【幕】54-2434）

　　消防試験研究センターＨＰ/http://www.shoubo-shiken.or.jp

春の全道火災予防運動　『無防備な　心に火災が　かくれんぼ』　４月20日◯水～ 30日◯土土

　冬から春に季節が移り変わるこの時期は、空気が乾燥して火災が発生しやすくなります。火の取り扱いに

は細心の注意を払い、ゴミ焼き・野焼きは実施せず火災の発生を未然に防ぎましょう。

◇平成28年春の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　４月24日◯日～４月28日◯木
　強調週間の期間で午後８時に全町を対象にサイレンを吹鳴します。その後、消防団員が車両による町内巡

　視を行います。火災危険度が高くなる季節に併せて町内の防火を目的とした啓蒙活動です。

　いままで行っていたサイレン吹鳴後の屋外スピーカーによる火災予防広報は、災害用として運用するた

　め今後行いません。

◇住宅用火災警報器の設置と維持管理について
　住宅用火災警報器を設置すると、未設置宅に比べ33％火災による死者が少ないという統計結果が出てい

　ます。まだ設置されていないご家庭は寝室、２階以上のご家庭には階段にも設置しましょう。また、住宅用

　火災警報器は電池切れなどにより正常に作動しない場合があります。設置から10年を目安に電池交換な

　どのメンテナンスを行いましょう。

問 幕別消防署消防課予防係（℡【幕】 54-2434）

心身障がい者（児）通院等交通費の助成

　医療機関や通所施設などへ通うためにかかる交通費の一部または全額を幕別町が助成する制度です。
◆対象者
・幕別町に住所を有している方
・生活保護法に定める医療扶助のうち、移送に係る経費の支給を受けていない方
◆内容　助成対象の交通費は次の４つです。
１じん臓機能に障がいのある方が、人工透析療法による医療を受けるため、十勝管内の医療機関へ通院する
　ときの交通費
２特定疾患を治療するため、医療機関へ通院するときの交通費
３障がいのある方が、障害福祉サービス事業所や地域活動支援センター、社会復帰および社会参加の訓練の
　ため、十勝管内の社会復帰施設へ通所するときの交通費
４心身障がいのある児童が、障がいに対する機能回復訓練や治療などを目的に、施設へ通所するときの交通費

利用できる交通手段 助成額
汽車およびバス 実費
自家用車（片道２㎞を超える場合） １㎞につき 10 円
タクシー（人工透析のための通院のみ） 実費の半額
道外の医療機関に通院する場合（特定疾患を治療するための
通院のみ）

航空運賃と上記の交通手段から算出した
金額を加算した総額の２分の１

◆申請に必要なもの
１申請書、交通費所要額積算表、通院・通所証明書、領収書（タクシー等を利用された方）
２特定疾患医療受給者証・小児慢性特定疾患医療受診券（特定疾患の治療のための通院の場合）
問　 福祉課障害福祉係（℡【幕】 54-6612）
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環境保全型農業直接支援対策事業のお知らせ

　地球温暖化防止や生物多様性の保全に効果の高
い営農活動に取り組む場合、取組面積に応じて支
援金を交付します。
　詳細はお問い合わせください。
◆支援対象者　エコファーマーの認定を受けてい
る販売農家であって、かつ、複数の農業者及び地
域住民等の地域の実情に応じた者により構成さ
れる組織（組織で環境保全型農業を広げる活動
に取り組む必要があります）。

◆対象となる営農活動　化学肥料・化学合成農薬
を原則５割以上低減する取り組みとセットで行
われる次の取り組み。

・カバークロップの作付け（主作物の栽培期間の前
後のいずれかに緑肥等を作付けする取り組み）

・炭素貯留効果の高い堆肥の施用（主作物の栽培期
間の前後いずれかに堆肥の施用をする取り組み）

※別途土壌診断に基づく施肥管理計画を策定する必要あり。
・有機農業の取り組み（化学肥料・化学合成農薬を
使用しない取り組み）

・リビングマルチ、草生栽培の実施（主作物の畝間
や園地に麦類や牧草等を作付けする取り組み）

◆支援基準　

農業ゆとりみらい総合資金貸付金需要額調査

　町では、農業者の経営支援を図るため、幕別町ゆ

とりみらい総合資金の貸し付けを行っています。

需要額調査を行いますので、借り入れを希望され

る方は、ご連絡ください。

◆貸し付け内容

資金名 貸付対象事業 限度額

地域野菜等振
興資金

農業者が新たに取り組
む野菜など、新規作物
の栽培に要する経費等

800万円
(事業費の
90％以内)

生産施設資金
農業生産、経営管理に
必要な施設等の建設に
要する経費

2,000万円
(事業費の
90％以内)

土地改良資金 小規模な農地の造成、
改良等に要する経費

500万円
(事業費の
90％以内)

家畜資金

牛や馬など家畜の購入
に係る経費 1,700万円

肥育素牛の購入・飼養
管理に係る経費 1,700万円

有害鳥獣対策
資金

農作物や家畜に被害を
及ぼす有害鳥獣の防除
に要する経費

500万円
(事業費の
90％以内)
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　ジャガイモシストセンチュウは土壌中に存在す
る害虫で、土とともに移動します。増殖すると生育
不良や収穫量の減少をもたらしますので、侵入・拡
散防止のため、次のことにご協力ださい。
・山菜採りの際は、無断で農地へ立ち入ったり、車
を乗り入れたりしないでください。

・家庭でジャガイモを植えるときは、正規に販売
されている種いもを使用してください。

※ジャガイモシストセンチュウが発生した畑の
ジャガイモを食べても、問題はありません。

■問　農林課農政係（℡【幕】54‐6605）

ジャガイモシストセンチュウ侵入・
拡散防止にご協力ください

☆４月16日◯土　「ふわふわドーム」オープン（雨天順延）　■問  P25下段
十勝エコロジー
パークイベント

※上記のほかに、農機具の購入や住宅周りの環境

整備に係る資金、新規就農者を支援する資金な

どもあります。今年度の貸付利率は「0.2％」を予

定しています。（資金の種類により異なる）

※対象事業、償還年数、貸付利率等、詳しくはお問

い合わせください。

※資金の内容などの詳細は、ホームページをご覧

いただくか、お問い合わせください。

◆申込期限　４月15日◯金
■問　農林課農政係（℡【幕】54‐6605）

　　忠類総合支所経済建設課産業振興係

　　（℡【忠】 ８‐2111）

４月は「春のヒグマ注意特別期間」です

　山菜採りなどで野山に入る際は、次の点に注意
しましょう。
・一人で野山に入らない。
・鈴などで音を出しながら行動する。
・フンや足跡を見つけたときは引き返す。
◆ヒグマと遭遇した場合
・急に大きな声をあげては、いけません。
・慌てて走って逃げては、いけません。
・視線をそらさず、立ち去りましょう。
■問　農林課林務係（℡ 【幕】54-6605）

◆申込期限　６月３日◯金
※申請書と計画書は農林課農政係にあります。
■問　農林課農政係（℡【幕】54‐6605）

平成27年度

５割低減
＋

カバークロップ

有機農業

５割低減
＋

堆肥の施用

かぼちゃ（有機農業）

馬鈴しょ
（５割低減）

小麦
（５割低減）

平成28年度

カバークロップ
（エン麦）

◆支援対象となる取組例

堆肥の施用
（牛ふん堆肥）

パークゴルフコースが４月29日◯金にオープンします

　４月29日◯金から町営のパークゴルフコースがオープンします（天候や芝の状態により、オープンが遅れ
る場があります）。
※クマゲラハウスは、４月29日◯金午前８時30分にオープンします。

地区名 コース名 芝刈日
（毎週）

夜間
照明

団体受付及び問い合わせ先
４月１日◯金から団体予約（20人以上）の受付を開始します

幕別

つつじ 木
４月28日◯木までは幕別トレセン（℡【幕】54-2106）で受付
　（夜間照明の問い合わせもこちら）
４月29日◯金以降はクマゲラハウス（℡【幕】54-2289）で受付

サーモン 木 ○
新田の森 月
さくら 水

札内

ちろっとの森 水 ○
札内スポーツセンター（℡【幕】56-4083）で受付エルム 月

はらっぱ 火

俳句村 火 焼肉ガーデン（℡【幕】56-2125）で受付（午前９時～午後３時）
※４月15日◯金から受付開始。
※火曜日を除く。牧水の森 火

南幕別 糠内やまびこ 木 ○ 糠内出張所（℡【幕】57-2140）で受付
※土・日曜日、祝日を除く。

忠類
ファミリー 水 忠類総合支所経済建設課（℡【忠】 ８-2111）で夜間照明の受付

（団体予約の必要はありません）チャンピオン 木 ○
◆芝刈り作業日はコースを閉鎖します
　パークゴルフコースの芝刈り日は、事故防止と芝の養生のため、終日コースを閉鎖します。雨天等で予定
日に作業ができない場合は、翌日以降となりますのでご協力ください。

　なお、つつじコースは閉鎖日でもプレーできる時期を設ける予定ですが、時期等については別途お知らせします。
◆パークゴルフコースの夜間照明について
　ちろっとの森、サーモン、チャンピオン、糠内やまびこの４コースの夜間照明は、予約を受けた10人以上の
団体利用時のみ午後８時30分まで点灯いたします。

　なお、点灯期間はオープンから11月初旬頃の営業終了までとなります。（上記コース閉鎖日を除く）
■問　 土木課管理係（℡【幕】54-6622）

　文具メーカーのＫＯＫＵＹＯ（コクヨ）が無償で
提供している、ラベルやカードの簡単印刷ソフト
「コクヨ合わせ名人４」のインターネットのサイ
トに、パオくんとクマゲラくんのラベルのテンプ
レート20種類が掲載されています。
　町のＰＲを兼ねて、個性的な宛名ラベル等の作
成にご活用ください。
　「コクヨ合わせ名人４」の公式サイト（http://
www.kokuyo-st.co.jp/stationery/awase/）内 の
「テンプレート掲載！地元キャラご紹介」のバ
ナーを参照してください。

　　▲ラベル作成例
■問　商工観光課観光係（℡【幕】54‐6606）

「コクヨ合わせ名人４」でパオくんとク
マゲラくんのラベルが作成できます

　平成29年度採用予定の十勝町村職員（上級）採用
資格試験が行われます。
◆試験日　６月18日◯土
◆場所　とかち館（旧寿御苑　帯広市西７条南６丁目２）
◆受験資格
　①昭和61年４月２日～平成７年４月１日生まれの方
　②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

◆試験内容　基礎能力試験、事務能力検査、適正検査
◆合格から採用まで　第１次試験の合格者は、７月

に行われる第２次試験（人物試験）を受験し、その
合格者は、採用資格候補者名簿に登録され、採用予
定町村の面接試験等により採否を決定します。

◆受験手続　申込書は十勝町村会（十勝総合振興局
内）か総務課で配布します。また、町のホームページ
より印刷することができます。郵送により申込書の
請求を希望される方は、お問い合わせください。

◆申込期間　４月12日◯火～28日◯木（消印有効）
問　十勝町村会事務局（℡ 0155-23-6204）
　　総務課総務係（℡【幕】 54-6608）

十勝町村職員（上級）採用資格試験

営農活動 支援基準
カバークロップ 8,000円/10ａ

そば等の穀物、飼料作物 3,000円/10ａ

上記以外の作物 8,000円/10ａ
堆肥の施用 4,400円/10ａ
リビングマルチ、草生栽培 8,000円/10ａ

有機
農業
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５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～ ２、９、16、23、30日◯月 10、17、24、31日◯火
Ｅnjoy!イキイキサーキット 19:30～ 10、24日◯火 19、26日◯木 ２、９、23日◯月 ６、13、20、27日◯金

はじめてエアロビクス
14:00～ 13日◯金 25日◯水
19:30～ 17、31日◯火 30日◯月

ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
14:00～ 27日◯金 11日◯水
19:30～ 12日◯木 16日◯月

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

上記講座については、事前申し込みはありません。当日、気軽にご参加ください。
■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）

百年記念ホール講座
■問い合わせ・申込先
　幕別町百年記念ホール（℡【幕】56-8600）

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 242016.4月号25 広報まくべつ  No.771

新たにスポーツ少年団を設置したら届け出を

　新たにスポーツ少年団を設置した時は、幕別町
スポーツ少年団本部に登録をしてください。
　スポーツ少年団本部では、各種研修会の開催や
スポーツ少年団の活動に必要な情報提供を行って
います。お気軽にお問い合わせください。
■問　幕別町スポーツ少年団本部事務局
　　ＮＰＯ法人 幕別札内スポーツクラブ内　小田
　　（℡ 090-5078-9518）
　　教育委員会社会体育係（℡【幕】54-2006）

第13回小学生テニス教室

◆日時　４月30日◯土～10月29日◯土　毎週土曜日
　　　　午後１時～３時
◆場所　札内スポーツセンター　屋外テニスコート
◆対象　小学４年生以上の町内在住者
◆料金　１人5,000円（初回参加時に納入）
◆定員　20人
◆申込期限　４月28日◯木　　　　　　　　　　 

■問・申　町テニス協会事務局　青田
　　　　（℡【幕】 56-8970）

◆日時　４月24日◯日　 午前10時～正午　
◆場所　百年記念ホール　学習室２
◆講師　平野 辰巳さん（「FlowerデザインBirthday」主宰）
◆受講料　小学生200円、一般500円
◆材料費　1,000円（ディップアート材料等）
◆定員　小学生12人（一般も可、応募者多数の場合抽選)
◆持ち物　特になし
◆申込期限　４月17日◯日　　　　　　　　　　 

透明に輝く素敵なお花を作りましょう！
母の日にディップアートフラワーを贈ろう！

◆日時　４月18日、25日◯月　 午前10時～正午（全２回）
◆場所　百年記念ホール　学習室２
◆講師　伊藤 郁子さん（「カラーコーディネイト
　　　　オフィス・アイリー」代表）
◆受講料　一般1,000円
◆材料費　300円
◆定員　一般10人（応募者多数の場合抽選)
◆持ち物　筆記用具等
◆申込期限　４月10日◯日　　　　　　　　　　 

パーソナルカラー診断で女子力アップ！
カラー活用講座

◆日時・カリキュラム　午前10時～正午（全14回）

日程 カリキュラム
５月７日◯土 幕別町と「開拓・行政」

５月28日◯土 幕別町の「観光」

６月４日◯土 幕別町の「産業」①

６月18日◯土 幕別町の「産業」②

７月２日◯土 幕別町の「教育」

７月16日◯土 幕別町の「文化・スポーツ」

７月23日◯土 バス見学（幕別・札内地区）

８月６日◯土 幕別町と「交通」

８月20日◯土 幕別町と「戦争」

９月３日◯土 幕別町の「福祉・医療」

９月17日◯土 幕別町と「忠類」①

10月１日◯土 幕別町と「忠類」②

10月15日◯土 まとめ

10月22日◯土 バス見学（南幕別・忠類地区）

幕別町の歴史を学ぼう！
町民カレッジ「幕別町歴史の散歩道」

※バス見学は時間が若干変更となります。
◆場所　百年記念ホール　学習室２
◆講師　二ツ山 智さん（幕別町郷土文化研究員）
　　　　菅 好弘さん（NPO法人まくべつ町民芸術劇場事務局長）他
◆受講料　一般4,000円（単発受講の場合１回500円）
◆定員　一般30名（応募者多数の場合抽選)
◆持ち物　筆記用具等
◆申込期限　４月30日◯土　　　　　　 

ふるさと味覚工房　味噌作り講習会

　幕別町産の大豆を使った、味噌作り講習会を行います。
◆日時　５月12日◯木、５月13日◯　金

　　　　午前10時～正午
◆場所　ふるさと味覚工房（新和162番地の128）
※場所がわからない方は、案内地図を送付します
　ので、申し込み時にお知らせください。
◆定員　各日８人（１人１回・先着順）
◆参加料　3,500円（出来上がり味噌約10㎏）
◆持ち物　
　エプロン、三角巾、手ふき、味噌を入れる容器　
　（出来上がり味噌の量10kgが入る樽、一斗袋など）
◆申込期間　
　４月６日◯水～４月18日◯月（午前10時～午後５時）
※グループや代表者等複数での申し込みは受け付
　けませんのでご了承願います。
■問　ふるさと味覚工房（℡【幕】 57-2001）

万城目正記念まつり

　『幕別町歌』『リンゴの唄』で知られる幕別町出身の
作曲家、万城目正を記念したイベントを開催します。
◎万城目正ＳＰレコードコンサート
◆日時　４月25日◯月
　　　　開演　午後２時、開場　午後１時30分
◆場所　百年記念ホール 講堂
◆内容　蓄音機で万城目正作品と昭和歌謡のＳＰ
　レコードをかけ、解説を交えながら二部構成で
　お送りします。
◆入場料　無料  ※事前申し込み不要
◆主催　幕別町教育委員会、万城目正と昭和歌謡
　を継ぐ会
◎『万城目正』展
◆日時　４月22日◯金～４月27日◯水
◆場所　百年記念ホールギャラリー
◆入場料　無料
◆内容　万城目正作品などレコードや資料を展示します。
◆主催　幕別町教育委員会
■問　教育委員会社会教育係（℡【幕】 54―2006）　

耳の聞こえない方、聞こえにくい方々の社会生活と家庭生活におけるコミュニケーションの支援のために学んでみませんか。

　テキスト貸し出し可（必要な人は実費負担）。
◆日時
・夜の部　４月19日～翌年３月21日　毎週火曜日
　　　　　午後７時～９時　全40回
・昼の部　４月22日～翌年３月24日　毎週金曜日
　　　　　午前10時～正午　全40回
◆場所　帯広市役所10階会議室
◆定員　各30人（応募多数の場合は初心者優先）
◆申込期間　４月１日◯金～12日◯火

◆日時　４月26日～７月26日　毎週火曜日
　　　　午前10時～午後３時　全13回
◆場所　帯広市グリーンプラザ
　　　　（帯広市公園東町３）
◆定員　20人
◆申込期間　４月１日◯金～４月19日◯火
※２つの講座の主催は帯広市です。
■問・申　帯広市障害福祉課
　　　 （市庁舎１階・℡ 0155-65-4147）

手話奉仕員養成講座「入門・基礎講座」 要約筆記奉仕員養成講座

◆開催日　６月19日◯日　雨天決行
◆場所　つつじコース、サーモンコース
◆募集人数　280人（先着順、定員になり次第締切）
◆対象　小学５年生以上　
※愛好者であれば協会、加盟団体等への登録の有
無は問いません。介助が必要な方は、お申し出く
ださい。

◆競技方法　一般の部（満69歳まで）、シニアの部
（大会日現在満70歳以上）、外国人の部、小学生の
部（５年生以上）、中学・高校生の部

※小学生は18ホール、その他は36ホールのストロー
クプレー、組み合わせは各部門の混合とする。

◆参加料（プレー後の懇親会費も含む）
・シニア、一般、外国人　2，500円
・小、中、高校生 　　 　　 無料
◆申込期限　５月10日◯火～17日◯火（必着）
◆申込方法　参加希望の部門、氏名（フリガナ）、 
　性別、生年月日、年齢、住所、電話・ＦＡＸ番号、
　指導者資格の有無、小・中・高校生は保護者名と
　押印・保護者引率の有無を記載の上、直接持参す
　るか、郵便振替で申し込みください。
《郵便振替の方》
　口座番号「０２７７０－５－６６４５４」
　加入者名「公益社団法人日本パークゴルフ協会」
※先着順で締め切るため、振り込む前に実行委員
　会へご確認ください。（振り込み前のＦＡＸでの
　申し込みは受け付けません）
問　公益社団法人日本パークゴルフ協会「パーク
　　ゴルフ国際大会実行委員会」（℡【幕】 54-2260）

北海道知事杯「第30回記念パークゴルフ
国際大会」を開催します




