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農業委員会委員が任命されました ふるさと寄附の運用状況等を公表します
　幕別町に思いを寄せる方々の気持ちをまちづくりに
反映し、個性豊かで魅力あるふるさとづくりを進めるた
め、「幕別町ふるさと寄附」を募集しています。
　町では、平成27年12月から町外の方からの寄附に対し
て、町の特産品などを贈呈しています。昨年度は、平成27
年度を大幅に上回る多くの皆様から寄附をいただき、あ
りがとうございました。
　全国に「幕別町の魅力」を発信している「幕別町ふるさ
と寄附」を町に縁のある方や町外にお住まいのご親戚、
ご友人にぜひご紹介ください。

（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

◆指定された事業と寄附金額
指定された事業 寄附金額

パークゴルフの振興に関する事業 6,230,000円
ナウマン象記念館の整備に関する事業 6,170,000円
未来のオリンピック選手を育てる事業 1,280,000円
頑張る農業を応援する事業 52,117,100円
未来を担う子どもたちを守り育てる事業 87,562,001円
地域で支え合う健康・福祉に関する事業 14,795,050円
地球にやさしい行動を推進する事業 8,440,000円
定住・移住を促進する事業 5,080,000円
災害支援 6,309,852円
使途の指定なし 95,720,103円

◆寄附をいただいた方の名前と寄附金額
　（記念品贈呈事業の対象外の方のみ）

お名前 寄附金額
嶽山　豊子 様 100,000円
石黒　幸榮 様 ＊＊＊円
北栄町第１公区 様 ＊＊＊円
清水　千惠子 様 ＊＊＊円
舞と歌チャリティの会 様 80,000円
連合北海道会長　出村 良平 様 1,700,000円
匿名希望９件 4,720,000円

※名前、寄附金額は、公表について同意をいただいた方
のみ公表しています。名前の公表についてのみ同意を
いただいた場合は、金額を＊＊＊で表示しています。

◆寄附の運用状況
　災害支援分として活用…    6,309,852円
　まちづくり基金へ積立…277,394,254円
※寄附は幕別町まちづくり基金へ平成29年３月31日に

積み立て、指定された事業ごとに管理しています。

◆まちづくり基金の主な使い道
　　平成27年度末までに積み立てた基金から4,328,000

円を活用して保育所の主食提供事業を行いました。ま
た、1,000,000円を活用してオリンピックに出場した
現役アスリート５人を招き、「マウンテンバイク体験
教室」、「オリンピックアスリートと子どもたちの交流
会」等を行いました。
総務課総務係（☎ 54-6608）

◆寄附件数と寄附金額
寄附件数 寄附金額
22,984件 　283,704,106円

　７月20日に新たな農業委員24名が任命され、同日に開催した第１回農業委員会総会で委員の担当地区が決定しまし
た。農地に関するお問い合わせは、下記の農業委員もしくは事務局にご連絡ください。

小規模特認校  途別小学校で学びませんか？
　小規模特認校制度とは、小規模校の特色を生かした環
境で子どもに教育を受けさせたいと希望する場合、通学
区域外に住んでいても「途別小学校」に入学・転学ができ
る制度です。
◆途別小学校の教育の特徴　
　少人数指導によるきめ細かなサポートと、伝統の田植

え、稲刈り、野菜の収穫などを行い、豊かな心を育みま
す。

◆在籍人数と募集人数（平成30年度）
学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

在籍人数 ４人
（０人）

７人
（１人）

３人
（０人）

３人
（２人）

４人
（１人）

１人
（０人）

募集人数 ２人 １人 ３人 ３人 ２人 ５人
※（　）内の数字は小規模特認校制度の利用者数
◆申し込み条件　　町内在住の児童
※町外から申し込む場合は本町への転入が条件となります。

◆申し込み方法　
　　申し込みは随時受け付けています。在学中の児童は

在学中の小学校に、新入学児童は教育委員会、忠類総
合支所、札内支所のいずれかに申込書を提出してく
ださい。

※申込書は提出先で配布しています。
◆転入学の決定　
　　平成30年１月中旬に保護者へ連絡します。募集定

員を超える場合は抽選となります。
◆公開参観日
　　途別小学校では、９月20日㊌に地域公開参観日を行

います。参観希望の方は９月11日㊊までに学校へお申
込みください。学校休業日をのぞき、随時学校見学を
実施していますのでお問い合わせください。

・ 教育委員会学校教育課（☎ 54-2006）
　　  途別小学校（☎ 56-5426）

役場庁舎正面玄関
　　利用のお知らせ
　役場庁舎正面（南側）玄関は、外構工事のため利用でき
ませんでしたが、正面東側駐車場の工事が完了したため、
正面玄関と駐車場の一部が利用可能となりました。

総務課契約管財係（☎ 54-6608）
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氏　名 再任・新任・継続 担当地区

森　　勤子 継続 幕別市街地

棚　　範貴 新任 明野・新川

松本　　誠 新任 相川

齊藤　正孝 再任 大豊・南勢・軍岡

鯖戸　英明 継続 新和・猿別・幕別豊岡

橋本　浩弥 新任 五位・糠内

𠮷田　正宏 新任 明倫・美川

深松　俊英 継続 中里

香西　浩志 継続 駒畠・弘和

帰山　茂義 新任 千住・札内市街地

西田　利幸 新任 途別・依田（低台）

中村富士男 新任 日新・依田（高台）・札内豊岡

澤邊　佳範 新任 古舞・栄

蛯原　一治 再任 忠類幌内・忠類明和・忠類元忠類

渡邊ひろ子 継続 忠類西当・忠類日和

髙野　英一 継続 忠類協徳・忠類共栄・忠類朝日・忠類公親

井田　留吉 継続 忠類東宝・忠類晩成・忠類市街地

齊藤　一男 継続 忠類新生・忠類中当・忠類古里

前川　厚司 継続 幕別町農協管轄区域全般

髙橋　孝二 新任 札内農協管轄区域全般

石川　雅洋 継続 帯広大正農協管轄区域全般

菅野　能稔 継続 忠類農協管轄区域全般

飛田　　榮 新任 全町区域（中立委員）

農業委員会事務局（☎ 54-6625）
　農業委員会忠類支局（☎ ８-2111）

会長 谷内　雅貴

会長職務代理者 鯖戸　英明
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防災環境課
防災危機管理係

（☎ 54-6601）

vol.07

テーマ

自ら情報を収集し蓄えることが、
非常時の大きな備えとなります！

情報の収集

　台風や前線の影響による大雨、洪水、土砂災害など、まだまだ油断の出来ない時季が続きます。
　防災の基本は「自らの安全は、自らが守る」。そのために防災情報を自ら積極的に収集し、非常時に
は早めの避難行動をとりましょう。

ステップ２
返信されたメールに従って登録作業を進めてください。
※ドメイン指定受信、メール一括拒否、メール指定受信など、一部のメール

が届かない設定にしている場合、登録完了メールが届かない場合があり
ます。

情　報　伝　達　経　路

◆防災情報メール（登録制メール）
町からお持ちの携帯電話へ「防災情報」や「こど
も見守り情報」、「地域安全情報」などをメール配
信します。積極的に登録しましょう。

※ＱＲコードの読み取りが出来ない場合は、
touroku.makubetsu-town@raiden.ktaiwork.
jpに空メールを送信してください。

ステップ１
ＱＲコードを読み取り、
空メールを送信します。

◆北海道防災情報メール配信システム
北海道が運営する北海道防災情報システムから、
お持ちの携帯電話へ「気象情報」や「災害関連情報」
をメール配信します。積極的に登録しましょう。

※ＱＲコードの読み取りが出来ない場合は、
newentry@mail.bousai-hokkaido.jpに空
メールを送信してください。

ステップ１
ＱＲコードを読み取り、
空メールを送信します。

平成29年８月１日付 人事異動
（新） 氏名 （前職）

［ 課長職 ］

議会事務局議事課長 林　　隆則 教育委員会教育部
図書館長

教育委員会教育部
図書館長 武田　健吾 議会事務局議事課長

　水消火器を使った消火訓練や救急救命講習の体
験、防災備蓄品の展示などを行います。どなたでも
参加できますので、ぜひお越しください。
　なお、防災訓練対象公区の方は、訓練終了後の見
学・体験となります。
◆と　き　９月24日㊐  午前10時～正午
◆ところ　幕別小学校駐車場、幕別中学校駐車場
※各施設の敷地内には駐車できませんのでご了承

ください。
防災環境課防災危機管理係（☎ 54-6601）

防災に関する展示・体験コーナーもあります

　「幕別町地域防災訓練」は、平成27年度から平成31年度
までの５年間で、市街地を中心とした指定避難所ごとの
対象公区で実施する防災訓練です。　
　今年度は４つの指定避難所で訓練の実施を予定して
おり、９月は「幕別小学校」と「幕別中学校」を指定避難所
とする公区を対象に、２ヵ所同時に避難訓練を行います。
　一人ひとりが地域の特性を知り、災害に備えるために
何をしておけばよいか、災害の時はどう行動すればいい
かを学びます。いざという時は、「自分や家族の身は自分
たちで守る」、「近隣住民や地域の人たちが互いに協力し、
助け合える」地域を目指し、防災力を強化しましょう。
◆と　き　９月24日㊐午前９時～午前11時30分（予定）
◆ところ
　各公区の指定緊急避難場所、幕別小学校、幕別中学校
◆対象公区

【幕別小学校】宝町、緑町１、新町、明野南、明野北
【幕別中学校】緑町２、緑町３、緑町４

◆訓練内容
　震度７を想定し、指定緊急避難場所への避難、公区が
計画した避難訓練計画に基づいた安否確認と要支援者
対策、町と公区の連携による避難所の運営訓練を行い
ます。

※悪天候などにより訓練を中止する場合は当日午前７
時に判断し、公区を通じて参加者へ連絡します。
防災環境課防災危機管理係（☎ 54-6601）

幕別町地域防災訓練を実施します

幕別町の一部地域で
『緊急速報メール』が届く可能性があります！！
　平成29年９月３日（日）午前９時に、帯広市で地域防災
訓練が予定されており、訓練の中で『緊急速報メール』の
訓練配信が行われます。
　帯広市に隣接する、幕別町の一部の地域でも「緊急速報
メール」が届く可能性がありますので、ご留意ください。
◆緊急速報メール配信日時
　平成29年９月３日（日）午前９時00分（１回のみ配信）

帯広市役所総務部総務課防災係（☎0155-65-4103）

　地上デジタル放送のデータ放送から、気象情報や河川水位・雨量情報のほか、災害時に
は、町が発信する避難情報や開設避難所情報をいち早く確認することができます。
　簡単なリモコン操作で防災情報を確認できますので、確認方法を覚えておきましょう。
　気象情報や河川水位・雨量情報は普段から見ることができます。

地デジの「ｄボタン」で避難情報の収集

ステップ２
リモコンの矢印で「防災・生
活情報」に合わせ、「決定」ボ
タンを押します。

ステップ１
ＮＨＫ総合テレビチャンネル（３
チャンネル）に合わせ、リモコンの

「ｄ（データ放送）」ボタンを押します。

ステップ３
災 害 情 報 が 表 示
されます。


	【高画質見開き】９月号 4.pdf
	【高画質見開き】９月号 5

