
お知らせ

※市外局番…【幕】0155 【忠】01558  ■問…問い合わせ先　■申…申し込み先　■提…提出先 102016.６月号11 広報まくべつ  No.773 こどもの日だけは大人も 子どもに戻って遊び回りたい！　PN.ジョン

６月16日◯木～６月30日◯木は、固定資産税、町道民税、軽自動車税、国民健康保険税の第１期納期です

期　　間 固定資産税 町道民税 軽自動車税 国民健康保険税

６月16日◯木～６月30日◯木 第１期 第１期 第１期 第１期

７月19日◯火～８月１日◯月 第２期

８月16日◯火～８月31日◯水水 第２期 第２期 第３期

９月16日◯金～９月30日◯金 第４期

10月17日◯月～10月31日◯月 第３期 第３期 第５期

11月16日◯水水～11月30日◯水水 第６期

12月１日◯木～12月26日◯月 第４期 第４期 第７期

１月16日◯月～１月31日◯火 第８期

町税・使用料等の支払いは簡単便利な「口座振替」をご利用ください

　口座振替をご希望の方は、役場税務課収納係（℡【幕】54-6603）までご連絡いただくか、口座のある
金融機関窓口で手続きをしてください。

　
区分 口座振替日

固定資産税・町道民税（普通徴収分）・
下水水道受益者負担金

第１期 第２期 第３期 第４期
６月30日◯木 ８月31日◯水水 10月31日◯月 12月26日◯月

国民健康保険税（普通徴収分）
後期高齢者医療保険料（普通徴収分）
介護保険料（普通徴収分）

第１期 第２期 第３期 第４期
６月30日◯木 ８月１日◯月 ８月31日◯水水 ９月30日◯金

第５期 第６期 第７期 第８期
10月31日◯月 11月30日◯水水 12月26日◯月 １月31日◯火

軽自動車税 ６月30日◯木 第１期のみ

学校給食費 ５月以降の毎月末
※月末日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日。
　12 月末の引落しは翌年１月６日◯金です。

上下水水道使用料・個別排水水処理施設使用料・公営住宅料・
教員住宅料・常設保育料・へき地保育料・幼稚園保育料・
学童保育料・介護負担金

※毎月月末（同上）

町税の減免について

◆軽自動車税の減免申請について
○対象となる車両
　身体もしくは精神に障がいがあり、歩行の困難な方が所有する車両
　身体もしくは精神に障がいがある方と生計を一

い つ

にする方が所有する車両
　その構造が、もっぱら障がい者の利用に供するためのものである車両
○対象となる障がいの範囲
　身体障害者手帳の交付を受けている方（障がいの区分や級により該当にならない場合があります）
　療育手帳の交付を受けている方
　知的障害者更生相談所または児童相談所の交付する判定書により知的障がいがあると認められる方
　精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
　精神保健指定医の診断書により、精神に障がいがあると認められる方
　戦傷病者手帳の交付を受けている方
問　町道民税　税務課住民税係（℡【幕】 54-6604）　
　　固定資産税・軽自動車税　税務課資産税係（℡【幕】 54-6604）
    国民健康保険税　住民生活課国保医療係 （℡【幕】 54-6602）

　平成28年度において、経済的な理由により納税に困難な事情などがあるときは、その状況に応じて町税
の減免を受けられる場合があります。
　該当する場合は、納期限７日前までに減免申請の手続きが必要です。
　詳細については、各担当係にお問い合わせください。

事　由 対象となる税目
災害などにより所得が皆無となり、生活が困難となった場合 町道民税、国民健康保険税
生活保護を受けた場合 町道民税、固定資産税
一定の障がいのある方が、軽自動車などを所有する場合 軽自動車税 (詳細は下記のとおり )

所得が次の金額以下の方 軽減割合

　所得から33万円を引いた額が58万円以下の方 ５割軽減

後期高齢者医療制度のお知らせ ～平成28年度の保険料等について～

◆６月に保険料額をお知らせします
　平成28年度の保険料につきましては、６月に個別にお知らせします。
　≪保険料の計算方法≫
　 均　等　割

【１人当たりの額】
49,809 円

所　得　割
【本人の所得に応じた額】

（平成27年中の所得－33万円）×10.51％

１年間の保険料
【限度額57万円】
（100 円未満切り捨て）

＋ ＝

　※１年間の保険料の上限額は57万円です。年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
　※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費（公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。　
◆保険料の軽減
①均等割の軽減
　※軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
　※昭和26年１月１日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合 軽減後の年間均等割

　33 万円かつ被保険者全員が所得０円
　（年金収入のみの場合、受給額 80 万円以下）

　９割軽減　  【年額】 　  4,980 円

　33 万円  ８.５割軽減  【年額】 　  7,471 円 

　33 万円＋（26 万５千円×世帯の被保険者数） 　５割軽減　  【年額】 　24,904 円 

　33 万円＋（48 万円×世帯の被保険者数） 　２割軽減　  【年額】 　39,847 円  

➠

➠

➠

➠

②所得割の軽減
　※被保険者個人の所得で計算します。

③被用者保険の被扶養者だった方の軽減
　この制度に加入したときに被用者保険の被扶養者だった方については、所得割はかからず、均等割が９割
軽減となります。

※被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国
民健康保険等は含まれません。

◆保険料の減免
　保険料の支払いが困難な場合は、住民生活課国保医療係へご相談ください。
　災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料の支払いが困
難な方については、保険料の減免が受けられる場合があります。

◆保険料の支払方法
　保険料の支払いは、「年金からの支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。
○「口座振替」を希望される方は、住民生活課国保医療係へお申し出ください。なお、「年金からの支払い」か
ら「口座振替」に切り替わる時期は、申し出の時期により異なります。

○税申告の際の「社会保険料控除」は、お支払いする方に適用されます。（年金からの支払いの場合、支払いた
だくご本人の社会保険料控除の対象になります）

◆ジェネリック医薬品の利用について
　医療機関で処方される薬には、新薬(先発医薬品)とジェネリック医薬品(後発医薬品)があります。
　ジェネリック医薬品の処方をご希望される方は、医師や薬剤師にその旨を伝えるか、医療機関や薬局の受
付窓口に「希望カード」を提示することによりお願いすることができます。「希望カード」が必要な方は住
民生活課国保医療係までお問い合わせください。

◆病院にかかるときはこんな点に気をつけましょう
　自分自身のからだの状態に関心と責任を持ち、お医者さんとの対話を大切にしながら、病気に向き合って
いくようにしましょう。　

問　北海道後期高齢者医療広域連合（℡ 011-290-5601）
　　住民生活課国保医療係（℡【幕】 54-6602）

今月のつぶやき
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平成28年度成人用肺炎球菌予防接種の助成を６月1日から開始します

◆対象　幕別町民で接種を希望する方
①平成28年度に以下の年齢になる方

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
る程度の障害を有する方、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）
※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（生活保護世帯は無料）
◆接種方法
　対象者に個別通知と専用予診票を郵送します。接種を希望される方は、町内指定医療機関に予約し接種を
受けてください。

※予診票を紛失した方は再発行します。予診票がないと接種できません。
◆接種期間　平成28年６月１日◯木～平成29年３月31日◯金
◆償還払い申請
　指定以外の医療機関で受ける場合は、償還払いの申請を提出すると、後日払い戻すことができますのでお
問い合わせください。上記期間内の接種に限り、平成29年５月１日◯月まで償還払い申請を受け付けます。
■問　保健課健康推進係（℡【幕】 54-3811）
　　保健福祉課保健係（ふれあいセンター福寿内・℡【忠】 ８-2910）

年齢 生年月日 年齢 生年月日

65歳 昭和26年４月２日～昭和27年４月１日 85歳 昭和６年４月２日～昭和７年４月１日

70歳 昭和21年４月２日～昭和22年４月１日 90歳 大正15年４月２日～昭和２年４月１日

75歳 昭和16年４月２日～昭和17年４月１日 95歳 大正10年４月２日～大正11年４月１日

80歳 昭和11年４月２日～昭和12年４月１日 100歳 大正５年４月２日～大正６年４月１日

町内指定医療機関名 電話番号 町内指定医療機関名 電話番号

景山医院（錦町） 0155-54-2350 おち小児科医院（札内新北町） 0155-56-5522

緑町クリニック（緑町） 0155-54-6900 柏木内科医院（札内青葉町） 0155-56-5151

忠類診療所（忠類幸町） 01558-8-2053 札内北クリニック（札内共栄町） 0155-20-7750

十勝の杜病院（千住） 0155-56-8811 さつない耳鼻咽喉科（札内北栄町） 0155-21-4187

　年金生活者等支援臨時福祉給付金の申請受付期間は、７月５日◯火までです。まだ申請をされていない

方は、早めの手続きをお願いします。

　また、申請書が届いていない方や紛失した場合などは、下記までお問い合わせください。

　なお、給付対象者及び給付額等については下記をご覧ください（詳細は広報３月号、４月号に掲載して

います）。

◆給付対象者
①平成27年１月１日現時点で幕別町に住民票がある方

②平成27年度町民税が課税されていない方

③平成28年度中に65歳以上になる方（昭和27年４月１日以前に生まれた方）

※町民税が課税されている方の扶養となっている方や生活保護を受給されている方は対象外

◆給付額　支給対象者１人につき３万円

◆申請期間及び受付時間　７月５日◯火まで　午前８時45分～午後５時30分

※札内支所は水水曜日のみ午後７時まで

◆申請窓口　幕別町役場、札内支所、糠内出張所、ふれあいセンター福寿

■問　 福祉課社会福祉係（℡【幕】 54-6612）

-今年度65歳になる方へ-　年金生活者等支援臨時福祉給付金の申請はお済みですか？

　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。
◆役場１階税務課　
　６月19日◯日～６月24日◯金　 午後８時まで

　（日曜日は午前10時～午後４時）
◆札内支所　
　６月19日◯日～６月24日◯金　午後５時30分～８時

　（日曜日は午前10時～午後４時）
◆忠類総合支所１階地域振興課
　６月20日◯月～６月21日◯　火 午後８時まで
◆持ち物　印鑑
問 税務課収納係（℡【幕】 54-6603）
　　忠類総合支所地域振興課税務管財係
　　（℡【忠】 ８-2111）　

熊本地震災害義援金を受付します

　日本赤十字社幕別町分区では、被災者支援のた

め、義援金の受付を行っています。

◆受付期間　６月30日◯木まで

◆受付方法　役場、札内支所、糠内出張所、忠類総  

　合支所及びふれあいセンター福寿の各窓口にご

　持参いただくか次の口座へお振り込みください。

○郵便振替口座
　口座名義「日赤平成28年熊本地震災害義援金」

　口座番号「００１３０‐４‐２６５０７２」

※郵便窓口の取扱いの場合は振替手数料が免除されます。

※受領証は免税証明として利用できます。

■問　福祉課社会福祉係（℡【幕】54-6612）　
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　平成28年10月２日◯日に実施する試験案内を、
受験希望者に配布します。
◆配布期間　６月１日◯水水～６月24日◯金
◆配布場所　役場高齢者支援係、札内支所、
　　　　　　忠類ふれあいセンター福寿
問 保健課高齢者支援係（℡【幕】54-3812）

平成28年度北海道介護支援専門員実務
研修受講試験案内配布のおしらせ

　「隣の猫が庭に糞をして困る」といった苦情が
寄せられます。猫は餌が十分得られれば、特に広
い生活空間は必要としませんので、室内で飼う
ようにしましょう。
　また、野良猫に餌を与えるのはやめましょう。
その猫が周りの方に被害を与えた場合は、餌を与
えた方に賠償責任が発生することがあります。
■問　防災環境課地域環境係（℡【幕】 54-6601）

猫は室内で飼いましょう

平成28年度幕別町戦没者追悼式

◆日時　６月15日◯水水　 午前11時～正午

◆場所　保健福祉センター（新町122番地の１）

※ご遺族には、別途ご案内します。

問　福祉課社会福祉係（℡【幕】 54-6612）
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ボーイスカウト探検隊「森のピザづくり体験」（小学生）
６月11日（土） 午前10時～午後１時30分 ※問い合わせ・申し込みはP21下段参照

十勝エコロジー
パークイベント

がん検診無料クーポン券を活用しましょう

　国のがん検診推進事業により、幕別町では子宮頸がん、乳がん、大腸がん検診について、対象年齢の方に
「がん検診無料クーポン券（以下 無料クーポン券）」を郵送します。無料クーポン券を活用してがん検診を受
けるきっかけにしてください。
◆無料クーポン券対象者
　幕別町に住民登録がある方で、平成28年度に下記の年齢を迎える方。

　６月に開かれる町議会定例会の予定は次のとお
りです。　

※上記対象者で無料クーポン券が届いていない方は健康推進係までご連絡ください。
◆転入された方
　平成28年４月21日以降に幕別町に転入された方は、前住所で発行された無料クーポン券と引き換えに、幕
別町の無料クーポン券を発行します。
◆無料クーポン券を紛失された方
　紛失された場合は再発行します。健康推進係までご連絡ください。
◆受診方法
　スマイル検診等で使用できます。郵送した案内書やリーフレット（無料クーポン券の使い方）をご覧いた
だくか、健康推進係までお問い合わせください。
■問　保健課健康推進係（℡【幕】 54-3811）　Eメール kenkosuishinkakari@town.makubetsu.lg.jp

妊娠を希望する方への支援を拡充します

　「妊娠したい」「いつかは妊娠したい」という女性やご夫婦を応援する「妊活さぽーと相談」を開始します。
また、妊娠を望んでいる方の経済的負担を軽減するため、一般不妊治療費の助成を新たに実施し、特定不妊
治療費の助成も拡充します。
◆妊活さぽーと相談
　「将来、自然に妊娠しやすくなるための身体作りや生活スタイル」「不妊治療の検査・治療に関すること」
「産婦人科情報」など、電話やメール等でご相談に応じます。すでに不妊治療を開始している方からのご相談
もお受けします。
◆一般不妊治療費の助成（新規）
　６カ月で妊娠がなければ、早期に相談や検査、治療を受けることが有効とされています。タイミング療法
やホルモン治療、人工授精等の検査治療に要した費用の一部を助成します。
【対　　象】　夫婦のいずれかが幕別町民で、法律上の夫婦である方
【助成金額】　年度内50,000円
※平成28年４月１日以降の治療に要した費用が対象となります。
◆特定不妊治療費の助成（拡充）
　北海道特定不妊治療の助成決定を受けた方を対象に、４月１日から特定不妊治療費の助成額を増額し、ま
た、男性不妊治療費も助成します。
【女性】　上限150,000円
【男性】　上限 75,000円
■問　保健課健康推進係（℡【幕】 54-3811）
　　保健福祉課保健係（ふれあいセンター福寿内・℡【忠】 8-2910）

６月の人権相談

◆日時　６月１日◯水水　午後１時～３時

◆場所　町民会館　

◆人権擁護委員　前川満博さん、佐藤恵子さん

問　住民生活課住民活動支援係

　　（℡【幕】 54‐6602）

６月の行政相談

◆日時　６月15日◯水水　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）

議会を傍聴しませんか

※日程は一般質問の人数などによって変わること
があります。

◆場所　役場３階議場
■問　議会事務局（℡【幕】 54-6626）　

日　　時 内　　容
６月８日◯水水  午前10時～ 行政報告、議案審議
６月14日◯火  午前10時～ 一般質問
６月16日◯木  午前10時～ 一般質問
６月17日◯金  午前10時～ 一般質問、議案審議
６月23日◯木  午前10時～ 議案審議

◆日程（全３日間）
　７月17日◯日　午前９時～午後５時30分
　７月18日◯月　午前９時～午後５時30分
　７月24日◯日　午前９時～午後５時30分
◆場所　札内福祉センター２階大集会室
◆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、昼食
◆参加料　3,200円（教本、教材代実費、保険料）
◆申込期限　６月17日◯金
■問　日本赤十字社幕別町分区
　　（幕別町役場内・℡【幕】54-6612）

日本赤十字社救急法救急員養成講習会

◆日時　６月26日◯　日 午前９時～午後３時（予定）

◆会場　札内福祉センター２階大集会室

◆内容　赤十字救急法、一次救命処置、応急手当

◆対象　赤十字救急法救急員の資格を取得して２

　年以上３年未満経過した方。（資格の有効期限を

　迎える月の末日までが受講期限です）

◆定員　10人（先着順）

◆持ち物　救急員認定証、三角巾２枚、保護ガーゼ、

　筆記用具、昼食

◆受講経費　1,000円（教本、教材代実費、保険料）

◆申込期限　６月10日◯金

■問　日本赤十字社幕別町分区

　　（幕別町役場内・℡【幕】54-6612）

日本赤十字社救急法救急員資格継続研修の開催

無料クーポン券の種類 年齢 生　年　月　日

 子宮頸がん検診（女性のみ）
21歳 平成７年４月２日から平成８年４月１日

26歳 平成２年４月２日から平成３年４月１日

 乳がん検診（女性のみ）
40歳 昭和51年４月２日から昭和52年４月１日

41歳 昭和50年４月２日から昭和51年４月１日

 大腸がん検診（男女）

41歳 昭和50年４月２日から昭和51年４月１日

46歳 昭和45年４月２日から昭和46年４月１日

51歳 昭和40年４月２日から昭和41年４月１日

56歳 昭和35年４月２日から昭和36年４月１日

61歳 昭和30年４月２日から昭和31年４月１日

▶問い合わせ・申し込み先／政策推進課（℡0155-54-6610）

色 スペース 寸法（mm） 料金（税込）
約1/12Ｐ 縦40×横85.5mm 3,780円（１回）

約1/6Ｐ 縦40×横176mm 7,560円（１回）

約1/3Ｐ 縦84.5×横176mm 15,120円（１回）

約1/2Ｐ 縦129×横176mm 22,680円（１回）

約１P 縦263×横176mm 45,360円（１回）

広報まくべつに広告を掲載しませんか？
◆発   行   日
　毎月１日
◆申込締切
　掲載希望月の前月10日
※掲載位置、ページは指

定できません。
※料金に制作料は含みま

せん。
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献血のお願い

　移動献血車「ひまわり号」が来町します。献血に
ご協力ください。
◆日時・場所　

６月８日◯水水

 午前10時～正午  忠類農業協同組合

６月 17 日◯金

 午前９時30分～正午  幕別町役場

 午後１時30分～
 午後３時  幕別町農業協同組合

 午後３時30分～
 午後４時30分  東部耕地出張所

６月 20 日◯月

 午前９時30分～正午  札内支所

 午後１時30分～
 午後３時  札内農業協同組合

 午後３時30分～
 午後４時30分

帯広開発建設部帯広道路事
務所・帯広河川事務所

■問　福祉課社会福祉係（℡【幕】54-6612)
◆内容
　保健師による女性の健康についての講話
　柔軟性や筋力維持のためのバレエストレッチや
トレーニングの学習と実践
◆服装・持ち物
　動きやすい服装（ぴったりとしたパンツやス
パッツなど）、靴下、ヨガマットかバスタオル、飲物
※バレエシューズは貸出可能で、申込時に靴のサ
イズを申し出てください。
◆講師
　中井　一美 氏「アトリエNoaバレエスタジオ」
問・申　保健課健康推進係（℡【幕】54-3811）

　美しい姿勢やスタイルは、女性を若々しく美し
く見せ、健康的な生活につながります。身体の内部
の筋力アップや歪み矯正などを実践し、女性らし
さの秘訣を体得しましょう。
◆対象　20 ～ 50歳代の女性
◆参加料　無料
◆定員　15名（先着順）
　※希望により託児可能。
◆申込期限　７月１日◯金
◆日程

【健康づくり夏講座】
バレエ講師が教える、スタイルアップ教室

日　　時 会　　場

① ７月６日◯水水  
午前10時～ 11時30分

札内スポーツセンター
②

７月13日◯水水
午前10時～ 11時30分

③
７月20日◯水水
午前10時～ 11時30分

④
７月27日◯水水
午前10時～ 11時30分

　看護師の職業に興味がある方を対象に、見学会
を開催します。
◆日時　７月28日◯木
　　　　午前の部　10時～ 11時30分
　　　　午後の部　１時～２時30分
◆場所　帯広高等看護学院
◆内容　学院内見学・赤ちゃん人形の抱っこや血
　圧測定などの体験学習など
◆対象　高校２年生以上で初めて参加される方
◆参加料　無料
◆持ち物　上履き
◆申込方法　電話またはメールで、氏名・性別・学
　校名・学年または年齢・午前、午後の希望の部を
　お知らせください。
◆申込期間　７月11日◯月～７月15日◯金 

　　　　　　（受付時間は９時～ 17時）
問・申　帯広高等看護学院（℡0155-47-8881）
　　　　Ｅメール：obikan@m2.octv.ne.jp

帯広高等看護学院見学会

第41回十勝消費者大会

◆日時　７月８日◯金 午前10時～午後３時

　　　　（開場午前９時30分）

◆会場　幕別町百年記念ホール　大ホール

◆プログラム
①開会式　　　　　　　　　午前10時～

②基調講演　　　　　　　　午前10時30分～

　『健康自給力アップで豊かな人生を』

　～高齢化社会を豊かに生き抜くために～

　講師 （一社）身体開発研究機構 代表理事 瀧澤一騎 氏

③パネルディスカッション　午後１時～

　『健康は食と体力から』

④閉会式　　　　　　　　　午後２時40分～

◆その他　申し込み・参加料不要

◆主催　十勝消費者協会連合会　

■問　 幕別町消費者協会（℡050-3743-6600）

　帯広市で子どもの「あそび」や「体験」の場を創
り、子どもを見守る地域社会づくりを実践されて
いる羽賀陽子さんをお招きして、地域での育児サ
ポートの講演会を開催します。
　子育てに興味のある方や、子育てでお悩み中の
方はぜひお気軽にご参加ください。
◆日時　６月24日◯金　 午後７時～８時30分
◆場所　札内福祉センター１階和室
◆講師　羽賀　陽子さん
　　　　（ＮＰＯ法人ぷれいおん・とかち事務局長、
　　　　帯広ファミリーサポートセンターアドバイザー）
◆定員　50名（先着順）
※電話でお申し込みください
◆参加料　無料
◆申込期限　６月17日◯金
◆その他　当日は託児所を用意します。
問・申　町ファミリーサポートセンター
　　　　（子育て支援センター内・℡【幕】 26-4467）

ジュニア初心者水泳教室

◆日時　６月11日◯土　午前10時～正午

※受付は午前９時30分～午前９時50分

◆場所　幕別町民プール（新町）

◆対象　町内在住の小学生と幼児（年長）

※幼児・低学年は保護者同伴、保護者は入水水不可と

なります。

◆参加料　無料

◆持ち物　水水着、水水泳帽、水水中メガネ、バスタオル等

◆申込期限　６月10日◯金
■問　教育委員会社会体育係（℡【幕】 54-2006）

パークゴルフ教室

◆日時　６月11日◯土、７月９日◯土、23日◯土
　　　　午前９時～（１時間程度の予定）
◆場所　札内エルムコース
◆対象　町民（初心者向け）
◆受付　当日会場にて行います。９時までにお越
しください。

※用具の貸出可。申込時にお申し出ください。
■問　町パークゴルフ協会事務局 甲地
　　（℡【幕】 56-7761）

子育て講演会
誰にでもできる子育てサポート～地域で子育てを応援します!!～

つつじコースの閉鎖日(草刈作業)のプレーについて

　パークゴルフ発祥の地、つつじコースの閉鎖日
（木曜日）は、７～９月に限り午後２時まで使用可
能となります。
　ただし、芝の状態によりプレーできない場合が
ありますので、ご了承ください。
■問　 土木課管理係（℡【幕】 54-6622）

◆売り払い車両
　車名　水水槽付消防ポンプ自動車　
　　　　（最大積載容量2,000Ｌ）
　年式　昭和62年式（1987年）
　登録状況　一時抹消登録済
　走行距離　19,884.6㎞（平成28年５月１日現在）
◆売り払い方法　一般競争入札
◆入札日時　６月16日◯木　午前10時
◆入札場所　幕別消防署２階会議室
◆入札保証金　免除
◆説明会　
　日時　６月８日◯水水　午前10時
　場所　幕別消防署２階会議室
■問　幕別消防署消防課庶務係（℡【幕】54-2434）

幕別町の財産（車両）を売り払います

第８回十勝川温泉フットパスウオーキング
６月11日（土） 午前９時30分～ 約５㎞のコースを自力で歩ける体力のある方  ※問い合わせ・申し込みはP21下段参照

十勝エコロジー
パークイベント
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キャンドルナイトコンサート
６月18日（土） 午後４時～午後５時30分 ※問い合わせ・申し込みはP21下段参照

十勝エコロジー
パークイベント

業務内容 一般事務補助
募集人数 ２人（７月１日採用予定）

応募資格

以下の全ての要件を満たす方
・町内在住の方（住民票があること）
・平成25年３月以降に卒業した方
・求職活動中の方
・以前にこの事業で任用されてい
　ない方

勤務日及
び時間

原則として、月～木曜日の週４日
（午前８時45分～午後５時30分）
※勤務場所によって曜日や時間が
　変わる場合があります。
※金曜日は求職活動や自己研修等
　に充てるものとします。

賃　　金 日額5,980円　◯ 通 ◯ 社 ◯ 雇雇雇

任用期間 平成28年７月１日～ 12月31日

臨時的任用職員募集

　若年層の就職支援を目的とし、町の臨時的任用
職員を募集します。

◆提出書類　履歴書(自筆・写真貼付)
※ハローワークを通じて求職中の場合は紹介状が
　必要です。
◆提出期限　６月13日◯月　 郵送の場合は当日必着
◆面接日時　６月24日◯金　 午前９時
◆提出先　商工観光課商工労政係、忠類総合支所、
札内支所、糠内出張所

■問　商工観光課商工労政係（℡【幕】 54-6606）

ふるさと味覚工房指導員募集

◆提出書類　臨時職員登録申込書（写真添付）

◆提出期限　６月15日◯水水必着

◆面接日時　６月下旬（詳細は後日連絡します）

◆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

■問　農業振興担当（℡【幕】57-2711）

募集職種 補助指導員（非常勤）

募集人数 １人

賃 金
日額6,390円
栄養士または食品衛生管理者の資格を
有する方は日額7,180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

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　

雇雇雇用期間 平成28年７月１日～平成29年３月31日

　 ◯通～通勤手当あり
　 ◯社～社会保険料あり
　 ◯雇雇雇～雇雇雇用保険料あり

幕別町修学支援資金の申請

　高校生の保護者の経済的負担を軽減するため
に、幕別町修学支援資金の申請を受け付けます。
◆対象者
　次の、①～④のすべてに該当する方
①高校生または保護者が幕別町に在住している方
②高等学校等に在学しているお子さんがいる方
③市町村民税所得割課税世帯に属している方
④前年の世帯収入が、生活保護基準1.3倍未満の方
※②の高等学校等とは、高等学校、中等教育学校の
　後期課程、高等専門学校の１年生～３年生、専修
　学校の高等学校課程のことをいいます。
◆支給額　年額27,800円～138,000円
　（在学する学校の区分等により異なります）
◆提出書類
　修学支援資金受給申請書、在学証明書等
◆提出期限　６月30日◯木
◆提出先　教育委員会学校教育課、札内支所、忠類
　総合支所生涯学習課、糠内出張所
※郵送の場合は　〒089-0604　幕別町錦町98番地
　幕別町教育委員会学校教育課
※申請書と修学支援資金概要説明のチラシは、提
　出先と町図書館、管内高等学校にあります。
■問　教育委員会学校教育係（℡【幕】 54-2006）

史跡めぐり（町外【浦幌町】編）

　浦幌町の史跡めぐりを行いますので、ぜひご参
加ください。
◆日時　６月25日◯土　 午前８時15分～午後４時15分
※雨天決行（暴風時等を除く）
◆募集人員　30人（町内在住の小学生以上の方）
※小学生は保護者同伴となります。
※定員になり次第締め切ります。
◆参加料　無料
◆見学先　トーチカ跡、生剛村発祥の地、旧浦幌炭
鉱、浦幌町立博物館

◆集合場所
・忠類総合支所前　　　午前８時15分
・札内福祉センター前　午前９時00分
・町民会館前　　　　　午前９時15分
◆昼食　浦幌町道の駅駐車場にて自由行動とし、
各自で食事をとっていただきます。（レストラン
利用、弁当持参等）

※おやつ、飲み物は各自持参。
◆申込期限　６月17日◯金　 午後５時まで
問・申　ふるさと館（℡【幕】 56-3117）
※月曜日・火曜日は休館

オオウバユリ澱粉採取体験

　昔、アイヌの人々がオオウバユリから澱粉を
採って整腸剤として服用していました。その澱粉
採取を体験してみませんか。
◆日時　６月19日◯日　午前８時30分～正午
◆募集人員　10名
※定員になり次第締め切ります。
◆参加料　無料
◆集合場所　ふるさと館（幕別町字依田384）
◆持ち物　軍手
◆申込期限　６月15日◯水水
問・申 マクンベツアイヌ文化伝承保存会
　　　　事務局　大岡（℡ 090-6994-0866）

職種 建築技術職 土木技術職

人員 １名 １名

受
験
資
格

① 昭和51年４月２日以降に生まれた方
昭和61年４月２日から平成７年４月１日までに生
まれた方

② 一級建築士の資格を有する方

ア）学校教育法による大学及び短期大学（高等専門学
校、専修学校及び各種学校（２年生以上に限る）を含
む）で土木の専門課程を専攻し卒業した方

イ）学校教育法による大学で土木の専門課程を専攻
し、平成29年３月卒業見込みの方

③ 普通自動車運転免許を取得、または平成29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

平成29年度 幕別町建築技術職員・土木技術職員採用資格試験

◆合格から採用まで　
　最終試験は、一次試験合格者のみ実施します。最終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。 
◆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１）に請求できます。
②郵送により請求できます。この場合は、封筒の表に「試験申込書請求」と「受験を希望する職種」を朱書きし、
　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町ホームページから様式を印刷できます。この場合は、Ａ４用紙に両面印刷してください。　
◆申込書の受付期間　７月１日◯金～７月22日◯金（郵送の場合は、７月22日◯金の消印まで有効）　 

問・申　総務課総務係（℡【幕】 54-6608）

試　験　方　法  試験日 ８月７日◯日
一次試験 一般教養・専門試験、論文試験  試験場所 幕別町役場

最終試験 面接試験  採用予定日 平成 29 年４月 1日

平成28年度水質検査計画の公表

　水水道課では、水水道法に基づき定期的な水水質検査
を行っています。この水水質検査の方法等を示した
「平成28年度水水道水水質検査計画」を策定しました
ので、公表します。併せて、「平成27年度水水質検査結
果」についても公表します。
◆閲覧開始　６月１日◯水水～
◆閲覧時間　役場開庁時間内
◆閲覧場所　役場２階水水道課
※町ホームページでも閲覧可
■問　水水道課水水道係（℡【幕】54-6624)

教育委員会臨時職員登録者募集

◆提出書類　登録申込書（写真添付）、資格等が証
　明できる書類の写し
※登録申込書は提出先に用意しているほか、町
ホームページからもダウンロードできます。
◆提出期限　６月17日◯金必着
◆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　詳細は後日連絡します。
問・申　教育委員会総務係（℡【幕】 54-2006）

募集職種 トレーニング補助員
募集人数 １人

勤務場所 農業者トレーニングセンター
札内スポーツセンター

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（公財）日本体育協会公認スポーツ指導者
　・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
　・アスレチックトレーナー
③（公財）健康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
⑦フィットネスインストラクター

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7,470円　◯ 通 ◯ 社 ◯ 雇雇雇

勤 務 日 月曜日～金曜日

登録有効期間
平成28年７月１日～平成29年３月31日
※面接で登録を決定しますが、登録され
ても雇雇雇用されない場合があります。
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自衛官候補生募集

◆応募資格　18歳以上、27歳未満の方
◆申込期限　６月29日◯水水
◆試験日　　７月３日◯日
◆入隊時期　平成28年８月～９月予定
問　自衛隊帯広募集案内所（℡0155-23-8718）

第24回参議院議員通常選挙投票立会人募集

◆提出書類　投票立会人申込書
※申込書は、役場２階選挙管理委員会、忠類総合支
所地域振興課、札内支所、糠内出張所に用意してい
るほか、町ホームページからもダウンロードでき
ます。
◆提出方法　申込書設置場所に持参するか、郵
送またはＦＡＸで提出してください。

◆提出期限　６月10日◯金必着
◆その他　応募者多数、または一つの投票所で定
数以上の応募があった場合は抽選となります。
後日、応募者全員に結果を通知します。

　投票日が予定から変更になった場合は、従事日
が変更になります。あらかじめご了承ください。
詳細は、町ホームページ、または申込書に添付の
チラシをご覧ください。

■問　 選挙管理委員会事務局
　　（幕別町役場内・℡【幕】54-6608・Fax【幕】54-3727）
　　〒089-0692　幕別町本町130番地１

第24回参議院議員通常選挙臨時事務補助員募集

◆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用意しているほか、町
ホームページからもダウンロードできます。
◆提出期限　６月９日◯木必着
◆提出先　総務課総務係、忠類総合支所地域振興
課、札内支所、糠内出張所、駒畠出張所

◆面接日時　６月13日◯月（詳細は後日連絡します）
■問　総務課総務係（℡【幕】 54-6608）
    地域振興課地域振興係（℡【忠】 8-2111）

まもなく参議院議員通常選挙が行われます

　今夏、任期満了に伴う参議院議員通常選挙が行われます。
　今月号では、投票所入場券の様式変更と期日前投票、郵便等による不在者投票についてご案内します。
◆投票所入場券の変更
　１人１枚の入場券から、２人分の入場券を１枚にまとめた「圧着はがき」に変更します。

◆期日前投票
　投票日当日、仕事や学業、レジャー等の予定がある場合、公示日の翌日から投票日の前日まで投票
することができる制度です。入場券裏面の宣誓書に記入のうえ、期日前投票所へご持参ください。
◆不在者投票制度
　①出張などで幕別町以外の市町村に滞在している場合、②投票日に指定病院等に入院・入所してい
る場合、③身体に重度の障がいをお持ちで郵便投票証明書の交付を受けている場合等に、投票するこ
とができる制度です。手続きは郵便で行う必要があるため、早めの手続きをお願いします。

■問　 選挙管理委員会事務局（℡【幕】 54-6608）

◆主な仕事の内容
　投票立会人は、投票所で投票が公正に行われて
いるか、投票終了後、投票箱が開票所へ確実に届け
られるかなど、投票事務全般について立ち会うの
が仕事です。選挙制度や政治に関する特別な知識
や経験は必要ありません。

期日前投票期間中の投票立会人

応募資格 町内在住で、幕別町選挙人名簿に登録されている人

募集人数 17日間×２人×３カ所＝延102人

従 事 日 ６月23日◯木～７月９日◯土（予定）

時　　間 午前８時30分～午後８時まで

場　　所 幕別町役場、忠類コミュニティセン
ター、札内福祉センターのいずれか

報　　酬 日額10,800円（交通費含む）
※ここから規定の源泉所得税を控除します。

投票日当日の立会人

応募資格 町内在住で、幕別町選挙人名簿に登録されている人

募集人数 投票所ごとに２～３人

従 事 日 ７月10日◯日（予定）

時　　間 午前６時45分～午後８時まで
※繰り上げ投票所は午後７時まで

場　　所 ご自身が投票する投票所

報　　酬 日額10,800円（交通費含む）
※ここから規定の源泉所得税を控除します。

募集内容 選挙の期日前投票事務
募集人数 幕別・札内地域10人、忠類地域４人

勤務場所 幕別町役場、札内福祉センター、忠類コ
ミュニティセンター

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

勤務時間 午前８時30分～午後８時
休憩１時間、時間外勤務３時間含む

賃　　金
日額6,390円
（片道２km以上の場合、通勤手当を支給）

雇雇雇用期間

幕別・札内地域 
６月16日◯木～７月10日◯日（予定）
忠類地域
６月22日◯水水～７月９日◯土（予定）

勤 務 日 上記雇雇雇用期間のうち10日間程度
（期間中、土・日の勤務あり）

※公区や老人クラブ、サークルの団体（３人以上） 
を対象とした説明会も開催しています。日時・会場
を下記担当係までご相談ください。
◆対象
　幕別町に住所を有する65才以上の幕別町介護保
険第１号被保険者
◆活動場所
　特別養護老人ホームや老人保健施設、デイサー
ビスなど、町内の介護保険施設
◆活動内容
　話し相手、囲碁など娯楽の相手、花壇整備など
◆ポイント
　１時間以上で１ポイントがポイント手帳に記録
され（年50ポイント上限）、交付申請をすることで、
１ポイント100円として交付金が交付されます。
◆申込期日　６月15日◯水水
問・申　幕別町社会福祉協議会
　　　　（保健福祉センター内℡【幕】 55-3800）

　制度の説明と登録するための事前研修を開催し
ますので、ぜひご参加ください。

介護予防ポイント制度説明会と事前研修

日　　時 会　　場

６月21日◯火  
午前10時～ 11時

忠類ふれあいセンター福寿
保健福祉センター

６月22日◯水水  
午前10時～ 11時 札内福祉センター２階 第２和室

表面（圧着部を開いた状態）

裏面（圧着部を開いた状態）

※入場券の裏面は、期日前（不在者）投票宣言書（兼請求書）になっています。
※２人分の入場券が印刷されています（３人以上の場合は、複数枚の入場券が郵送されます）。

見本 幕別　太郎 幕別　花子

幕別町本町130番地１ 幕別町本町130番地１

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。
問い合わせ・申し込み先／十勝エコロジーパーク（℡ 0155-32-6780・Fax 0155-32-6785）
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７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～ ４、11、25日◯月 ５、12、19、26日◯火

Ｅnjoy!イキイキサーキット 19:30～ 12、26日◯火 ７、21日◯木 ４日◯月 １、８、15、22、29日◯金

はじめてエアロビクス
14:00～ 15日◯金 27日◯水水

19:30～ 19日◯火 25日◯月

ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
14:00～ 29日◯金 13日◯水水

19:30～ 14日◯木 11日◯月

みんなでスッキリサーキット 14:00～ １、８日◯金 ６、20日◯水水

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

講座名 時間 幕別町民プール

水水中エクササイズ
15:30～ 13日◯水水、22日◯金

19:00～ ５日◯火、28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）・幕別町民プール（℡【幕】54-6373）
　　・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）
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◆場所　百年記念ホール　音楽実習室
◆講師　ペギー・藤田さん
　　　　（「PEGGY’S Country Dance Studio」代表）
◆定員　男女12名（応募者多数の場合抽選)
◆受講料　5,000円
◆材料費　200円（ＣＤ代他）
◆持ち物　ウエスタンブーツまたは革底の靴（滑
　りやすい靴が望ましい）、タオル、飲み物等
◆申込期限　６月22日◯水水　　　　　　　　　　 

カントリーミュージックに合わせて、楽しく踊りましょう！
カントリーウエスタンダンスに挑戦！

◆開催日　７月17日◯日　 

・開会式　　午前９時

・競技開始　午前９時30分

・閉会式　　正午

◆会場　つつじコース

※つつじコース０番ホールに集合してください。

◆主催　幕別町教育委員会

◆参加対象・定員（先着順）
・中学生部門　　20人

・高校生部門　　20人

・家族部門　　　20組 40人

　小学生のお子さんと父母や祖父母等の家族２人

１組のチーム。同居・別居は問いません。

・一般部門　　　20組 40人

　夫婦、兄弟等の大人２人１組のチーム

◆参加料　

・中、高校生部門　無料

・家族部門　　　　１組500円

・一般部門　　　　１人500円

※参加料は当日会場にてお支払いください。

◆申し込み方法
　教育委員会社会体育係へ電話で申し込みください。

◆申込期限　７月８日◯金まで

◆日時　６月20日◯月
◆定員　30名（申し込み多数の場合抽選）

◆受講料　600円（保険料含む）

◆オプション　昼食代1,000円（希望者）※要予約

◆持ち物　動きやすい服装・靴、雨具、飲み物、

　　　　　昼食（昼食を注文された方は不要）

◆申込期限　６月10日◯金 

◆タイムスケジュール（内容は変更になる場合があります）

～学んで、観て、食べて初夏の南十を満喫～
大人の社会見学（南十勝編）

◆日時　午後２時～３時30分（全10回）

第41回幕別町陸上競技記録会第24回会長杯卓球大会

◆日時　６月19日◯日  午前９時～※一般の部は午後から
◆場所　札内スポーツセンター
◆種目　
○個人戦シングルス
　（小中学生は男女別・人数によって変更があります）
・小学生低学年（４年生以下）
・小学生高学年（５・６年生）
・中学生
・一般（クラス分けします）
○ダブルス
◆受付　当日会場にて行います。
・小中学生　午前９時～９時15分
・一般　午後０時30分～０時45分
■問　町卓球協会事務局　山田
　　（℡【幕】54-5254 ※夜間のみ）

◆表彰
　部門ごとの表彰の他、抽選会を用意しています。
※ファイターズ関係グッズもあります。
◆競技方法
・中、高校生部門　18ホール、ストロークプレー
・家族、一般部門　
　18ホール、ペア方式（１つのボールを交互に打
つ。ただし、家族部門の各ホール１打目は大人が
打つ）によるストロークプレー。

・共通
　同順位の場合、１位、２位のみプレーオフとし、
　以下の入賞者は、Ｂコースのスコアの良い方を
　上位とする。（カウントバック方式）
◆その他
・用具の無い方は、申込時に申し出ください。
・小雨決行。（雨天の場合は、現地判断とします）
※雨具等は各自ご持参ください。
問・申 教育委員会社会体育係（℡【幕】 54-2006）

 8：45 町民会館前出発

 9：00 百年記念ホール前出発

10：00 道の駅コスモール大樹着(10分程度)

10：15 雪印メグミルク㈱大樹工場着(1時間40分程度)

12：00 昼食「一膳食堂」（お昼休憩1時間程度）

13：20 宇宙交流センター「ＳＯＲＡ」着（40分程度）

14：00 宇宙交流センター「ＳＯＲＡ」出発

14：25 更別道の駅着（20分位）

15：15 十勝ヌップクガーデン（帯広市昭和町）

16：00 十勝ヌップクガーデン出発

16：25 百年記念ホール前着

16：40 町民会館前着

◆日時　７月10日◯日  
        開会式 午前８時40分 競技開始 午前９時
◆場所　運動公園陸上競技場
◆参加料　１人２種目500円
◆申込期限　６月17日◯金
◆申込方法　町内各学校に配布される申込書で申
し込みください。個人で申し込まれる方は町陸
上競技協会事務局まで直接ご連絡ください。

※幼児の60ｍ競争を行います。（当日受付・参加無料）
当日午前９時30分までに大会本部で受付します。
■問　町陸上競技協会事務局　柿崎
    (℡・FAX【幕】 54-2194)　

日　　　　　程
６月29日◯水水 ７月13日◯水水 ７月27日◯水水
８月17日◯水水 ８月24日◯水水 ８月31日◯水水
９月７日◯水水 ９月14日◯水水 ９月28日◯水水
10月12日◯水水

◆日時　午前10時～正午（全10回）　　　　　 

基礎を学べば、パソコンなんてもうこわくない！
初心者パソコン講座！

◆場所　十勝教育研修センター コンピューター室
◆講師　井上 和則さん
　　　　（パソコン教室・パソコンサポート「コミノ」代表）
◆定員　20名（応募者多数の場合抽選）
◆受講料　5,000円（10回分）
◆材料代　テキスト代
◆持ち物　筆記用具、ＵＳＢメモリ（データ保存用媒体）
◆その他　研修センターのパソコンを使用します。
◆申込期限　６月27日◯月

日　　　　　程

７月４日◯月 ７月11日◯月 ８月１日◯月
８月22日◯月 ８月29日◯月 ９月５日◯月
９月12日◯月 ９月26日◯月 10月３日◯月
10月31日◯月

パークゴルフ発祥の町　合併10周年・開町120年記念
第４回パークゴルフ家族大会の開催


