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平
年26
成

幕
別
線

善教寺前 大豊近隣センター前 八重洲ドライブイン前 焼肉あんじゅ前 原則第２、第４月曜日に運行

９時５分 ９時13分 ９時18分 ９時21分 平成26年
　４月７日 21日　５月７日 19日
　６月９日 　　　７月７日 23日
　８月４日 18日　９月８日 22日
　10月６日 20日　11月５日 17日
　12月８日 22日
平成27年
　１月14日 19日　２月２日 16日
　３月２日 16日

南９線東30号 旧国道東27号 南９線東25号 理容おおさわ前

９時24分 ９時26分 ９時27分 ９時29分

幕別中学校（東側） 十勝電設前 町民会館前 千成前

９時30分 ９時33分 ９時37分 ９時40分

幕別北コミセン前 相川22号 相川20号 相川17号

９時42分 ９時47分 ９時49分 ９時52分

千住15号 老人福祉センター

９時54分 10時10分

駒
畠
・
美
川
線

南勢（福島宅前） 糠内消防署前 中里（岩井宅入口） 駒畠（新田宅前） 原則第２、第４火曜日に運行

９時00分 ９時５分 ９時10分 ９時20分 平成26年
　４月８日 22日　５月12日 20日
　６月10日　　 　７月８日 22日
　８月５日 19日　９月９日 24日
　10月７日 21日　11月４日 18日
　12月９日 24日
平成27年
　１月13日 20日　２月３日 17日
　３月３日 17日

17線（道道幕大線） 駒畠（香西宅前） 駒畠（斉藤左近宅前） 道道更別西３号

９時25分 ９時36分 ９時38分 ９時44分

西３号３線 ０号（能手宅前） 12線（六郎田宅前） 明倫育苗センター

９時47分 ９時56分 10時00分 10時２分

明倫第２会館 東13線10号 共栄ピクルス 老人福祉センター

10時４分 10時６分 10時19分 10時25分

古
舞
線

古舞第一会館 古舞（加藤宏宅前） 古舞近隣センター 道道（松田宅前） 原則第２、第４木曜日に運行

９時30分 ９時35分 ９時38分 ９時43分 平成26年
　４月10日 24日　５月８日 22日
　６月12日　　 　７月10日 24日
　８月７日 21日　９月11日 25日
　10月９日 23日　11月６日 20日
　12月11日 25日
平成27年
　１月８日 22日　２月５日 19日
　３月５日 19日

途別近隣センター 途別六間橋 東４号（山口勝宅前） 東４号（山口正一宅前）

９時49分 ９時54分 ９時58分 10時00分

南５線（千賀宅前） 南５線（土田宅前） 桂町（原田宅前） 文京バス停前

10時１分 10時２分 10時３分 10時５分

若草公園（北西） 泉町（水野宅前） 老人福祉センター

10時８分 10時10分 10時15分

新
和
・
札
内
線

西猿別南会館 南勢（千葉宅入口） 新和（金武宅前） 新和八幡神社前 原則第２、第４金曜日に運行

８時50分 ８時55分 ９時00分 ９時２分 平成26年
　４月11日 25日　５月９日 23日
　６月11日　　 　７月11日 25日
　８月８日 22日　９月12日 26日
　10月10日 24日　11月７日 21日
　12月12日 26日
平成27年
　１月９日 23日　２月６日 23日
　３月６日 20日

新和（大出宅前） 新和（福島宅前） 茂発谷（郷宅前） 豊岡（山口宅前）

９時８分 ９時12分 ９時25分 ９時36分

稲志別近隣センター 札内福祉センター （株）小田壱前 春日バス停

９時45分 ９時50分 ９時52分 ９時54分

東春日バス停 白人小学校バス停 10号札内スポセン入口 ユニバーサルタウン
北さつない前

９時55分 ９時56分 ９時58分 10時00分

おち小児科前 桜町近隣センター ３線６号（尾藤宅前） ４線６号
（旧さかえ保育所前）

10時２分 10時５分 10時７分 10時10分

４線７号（貝森宅前） 老人福祉センター

10時12分 10時15分

※帰りのバスの出発時間（老人福祉センター前発）４月～９月は午後２時30分発。10月～３月は午後２時発。
※運行日を□印で囲んである日は、午前10時～11時まで保健師による健康相談を実施しています。
■お問い合わせ先　保健課社会福祉係（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

平成 26 月４月から、老人福祉センター送迎バスは次のとおり運行します。

老人福祉センター送迎バス運行時刻表

 

今月のつぶやき 「お姫様、お買い物いってきまーす」お雛様が机の下に脱走中　　P.N　犯人はアイツ



10Makubetsu
2014.3

※
注　

市
外
局
番
【
幕
】
０
１
５
５
【
忠
】
０
１
５
５
８

　希望する方は、下記の申込先にご連絡ください。（電子メールも同日から受付ています。）なお、受付開始
日は、回線が大変混み合うことが予測されますので、ご了承ください。
◆申込先問

幕別・札内地区の方 忠類地区の方

担当係 保健課健康推進係
（保健福祉センター）

保健福祉課保健予防係
（ふれあいセンター福寿）

電話番号 ℡【幕】54-3811 ℡【忠】８-2910

電子メール kenkosuishinkakari@town.makubetsu.lg.jp

※電子メールをご利用の方は「検診予約」と明記し、次の事項を記載して送信してください。
　①住所、②氏名、③生年月日、④電話番号（日中の連絡先）、⑤希望受診日と時間、⑥希望検診名、
⑦10月の子宮頸がん・乳がん検診は託児コーナーの利用希望の有無と子どもの人数、年齢

※先着順に予約します。希望どおりの日時に予約できないこともありますが、その際はご連絡します。

３問集団検診（スマイル検診）の申し込み

日程 会場 時間

検診項目（希望の検診を選択できます。）

定員胃 大
腸

肺 エ
キ
ノ

肝
炎

子
宮

乳 特
定

後
期

５
月

20日◯火 幕

７・８・９・10時 ○ ○ ○ ○ ○ j j ○ ○
各時間

20人

21日◯水 幕
22日◯木 札
23日◯金 札
24日◯土 札

８
月

５日◯火 忠

６・７・８・９時 ○ ○ ○ ○ ○ j j ○ ○
各時間

20人

６日◯水 幕
７日◯木 札
８日◯金 札
９日◯土 札
10日◯日 札

10
月

７日◯火 幕
６・７・８・９・
10・13・14時

j j j j j ○ ○ j j
各時間

10人

８日◯水 忠
９日◯木 札
10日◯金 札 ７・８・９・10・

13・14時11日◯土 札

11
月

５日◯水 幕

７・８・９・10時 ○ ○ ○ ○ ○ j j ○ ○
各時間

20人

６日◯木 札
７日◯金 札
８日◯土 札

※会場　幕⇒幕別町保健福祉センター　札⇒札内福祉センター　忠⇒忠類ふれあいセンター福寿
※検診名　胃⇒胃がん検診　大腸⇒大腸がん検診　肺⇒肺がん検診　エキノ⇒エキノコックス症検査　
肝炎⇒肝炎ウイルス検査　子宮⇒子宮頸がん検診　乳⇒乳がん検診　特定⇒国保特定健診　後期⇒後
期高齢者健診

２問集団検診（スマイル検診）の日程・会場など

成人対象・集団検診

◆申込開始日　３月10日◯月　午前９時から
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平成 26 年度　保健ガイド
■町では、指定日に町内会場で受診できる｢集団検診｣と希望する日に委託医療機関で受診できる｢個別検

診(詳細は広報４月号に記載)｣を実施しています。検診ごとに、年度内１回の助成となります。
　（例：胃がん検診を集団検診で受診した場合、人間ドックの助成を受けられません。）
■生活保護世帯の方は無料（人間ドック、脳ドックを除く）です。受付時に保護手帳を提示してください。
■対象の年齢は年度内（平成26年４月１日～平成27年３月31日）に迎える年齢です。

検診名（内容） 対　象
自己負担額

８歳～ 69歳 70歳以上

エキノコックス症検査（血液検査） 小学３年生以上の町民 300円 100円

※小学３年生、中学２年生は無料です。（案内は、個別通知します。）
※５年に１度の検査をお勧めしています。

検診名（内容） 対　象
自己負担額

40歳～ 69歳 70歳以上

肝炎ウイルス検査（血液検査） 40歳以上の町民 500円 100円

※Ｃ型肝炎、Ｂ型肝炎の検査です。一度でも検査をしたことがあれば、必要ありません。　　　

（３）その他

検診名（内容） 対　象
自己負担額

40歳～ 69歳 70歳以上
胃がん検診（胃バリウム検査） 40歳以上の町民 1,200円 　　　　　400円
大腸がん検診（便潜血検査） 40歳以上の町民 400円 　　　　　100円
肺がん検診（胸部Ｘ線検査） 40歳以上の町民 300円 　　　　　100円

（１）がん検診

（２）特定健診・後期高齢者健診

検診名（内容） 対　象
自己負担額

40歳 41歳～ 69歳 70歳以上
幕別町国保特定健康診査
（血液検査・尿検査・身体計測・血圧測定・診察・心電
図・眼底検査・必要な方のみ特定保健指導）

40歳から74歳までの
幕別町国保加入者 無料 1,500円 無料

後期高齢者健康診査
（血液検査・尿検査・身体計測・血圧測定・診察・心電
図・眼底検査）

後期高齢者医療制度
加入者 無料

※幕別町国保特定健康診査の対象の方は、４月末頃に｢特定健診受診券｣を郵送します。
※後期高齢者健診受診希望の方には、｢後期高齢者健診受診券｣を年に１枚発行します。予約の際に確認
します。

１問集団検診（スマイル検診）の内容と対象

検診名（内容） 対　象
自己負担額

20歳～ 39歳 40歳～ 49歳 50歳～ 69歳 70歳以上
子宮頸がん検診
（頸部細胞診・超音波検査）

女性で20歳以上の
偶数年齢の町民 1,500円 1,500円 1,500円 500円

乳がん検診
（マンモグラフィー検査・視触診）

女性で40歳以上の
偶数年齢の町民 1,900円 1,600円 500円

※年度内に迎える年齢（平成27年３月31日時点の年齢）が、偶数年齢になる方が対象です。
※今年度「奇数年齢」で、昨年度に「子宮頸がん・乳がん検診」を受けられなかった方はご相談ください。
※子宮頸がん・乳がん検診では、託児コーナーを設けます。利用希望の方は、予約時にお申し付けください。

検診名（内容） 対　象 自己負担額

結核健診（胸部Ｘ線検査） 65歳以上の町民 無料

※会場、日程等の詳細は広報８月号に掲載します。
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2014.3今月のつぶやき 雛人形はいつから飾るの　　P.N　立春からカザル

北斗病院　脳ドック予約申込開始について

　北斗病院の脳ドックは、従来、病院へ直接申込でしたが、平成26年度より保健課健康推進係（幕別町保
健福祉センター内）への申込となります。
※北斗病院がんドック（ＰＥＴ検査）、その他の医療機関の人間ドック・脳ドックについては従来通り、直
接医　療機関への申込となっております。詳細は広報４月号に掲載いたします。
◆受診日問

予約可能日時

受付時間８時 30 分 受付時間 12 時 15 分

平成 26 年
４月 16 日◯水　17 日◯木　21 日◯月　28 日◯月　30 日◯水  23 日◯水  

５月 ９日◯金　12 日◯月　19 日◯月  26 日◯月  

９月 ２日◯火　26 日◯金  17 日◯水  

11 月 17 日◯月　19 日◯水  10 日◯月  

12 月 ２日◯火　４日◯木　12 日◯金  ２日◯火  

平成 27 年
３月 ４日◯水　９日◯月  10 日◯火  

◆定員　各日１～２名程度（先着順）
◆脳ドックの自己負担額　16,000円
◆予約開始時　３月10日◯月　 午前９時から
◆申込締切　受診希望日の３週間前まで
問・申 保健課健康推進係（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）
※個別の医療機関による特定健診、人間ドック・脳ドック、子宮頸がん・乳がん検診につきましては、広報
４月号に詳細を掲載いたします。

　

４月から学校給食費を改定します

◆学校給食費（１食当たり）
名　　　称 区　　分 改定前 改定後 差額

幕別学校給食センター

　幼稚園 ･へき地保育所 188 円 194 円 6 円
　小学校 228 円 234 円 6 円
　中学校 277 円 284 円 7 円
　高等養護学校 280 円 292 円 12 円

忠類学校給食センター
　へき地保育所 192 円 197 円 5 円
　小学校 232 円 237 円 5 円
　中学校 277 円 284 円 7 円

■問　幕別学校給食センター（℡【幕】54-2125）　忠類学校給食センター（℡【忠】 ８-2582）

　学校給食は、施設の維持管理費や職員の人件費
を公費でまかない、給食材料費相当を保護者の負
担により運営しています。
　しかし、昨年より給食材料費の高騰が続き、収支
の均衡を保つことが極めて厳しい状況となってお
ります。
　さらに、平成26年４月１日から、消費税率が５％
から８％に引き上げられることとなり、なお一層
厳しい状況となります。
　このようなことから、給食費の改定について、幕

別町学校給食センター運営委員会に諮問し、その
答申を受け、平成26年度から給食費を改定するこ
とといたしました。
　改定にあたりましては、現在、給食費１食当たり
３円を町が負担しておりますが、これを８円とす
ることで、保護者の方の負担軽減を図ることとい
たしました。
　今後も栄養バランスのとれた「安心･安全なおい
しい給食」を安定的に提供してまいりますので、み
なさんのご理解をお願いします。
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2014.3 今月のつぶやき 三人官

かんじょ

女は、真ん中の女性だけ既婚者　　P.N　既婚女性は眉毛がない　

幕別町奨学生の募集

　経済的理由で就学が困難な方に奨学金を支給す
るため、奨学生を募集します。
　現在、受給されている方も申請が必要ですので、
ご留意ください。
◆対象者　次の①～④の全てに該当する方
①幕別町に住所を有する保護者の子どもで、高等
学校か国立高等専門学校に入学する方と在学中
の方。

②経済的な事情で①の学校に入学・在学が困難な
方。

　※平成25年度は、生活保護基準の1.5倍未満の方
が対象となりました。

③学業優秀かつ性行善良な方。
　※平成25年度は、平均評定3.0以上の方が対象と
なりました。

④他の機関から奨学資金の支給や貸与のない方。
◆支給額　予算の範囲内で決定します。
　(平成25年度は１人あたり月額4,000円)
◆必要書類
・奨学資金受給申請書
・奨学生推薦書(在学中の学校長のもの)
・平成25年度の成績証明書(現中学校３年生は中

学校のもの)
◆提出期限　平成26年４月１日◯火厳守
提　教育委員会学校教育課、忠類総合支所生涯学
習課、札内支所、糠内出張所

※申請用紙は提出先にあります。
※郵送の場合
　〒089-0604　幕別町錦町98番地
　幕別町教育委員会学校教育課
■問　教育委員会学校教育課学校教育係
　　（℡【幕】54-2006）

就学援助をご利用ください

　小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、経済
的な理由から、児童生徒の就学が困難な方を対象
に、学用品費等を援助します。
◆対象者
　　次の①～⑤のいずれかに該当する方
①生活保護を受けている方(修学旅行費等に限り
ます。)

②児童扶養手当の支給を受けている方。
③保護者の失業、会社の倒産等により、経済的にお
困りの方。

④保護者が長期療養、火災、交通事故等により生活
が困窮している方。

⑤前年の収入が、生活保護基準の1.3倍未満の方。
◆認定の目安
　　対象者⑤の援助を受けられる世帯収入(給与
等の総支給額)の目安は次のとおりです。

・３人世帯　（ 275万円程度 ）
　(父39歳､母37歳､小学校４年生)
・４人世帯　（ 349万円程度 ）
　(父39歳､母37歳､中学校３年生､小学校４年生)
・５人世帯　（ 396万円程度 ）
　(父39歳､母37歳､祖母62歳､中学校３年生､小学
校４年生)

◆申請手続き
　　各小・中学校から配付される「平成26年度就
学援助受給申請書」を提出ください。

※毎年度申請が必要です。
※新小学校１年生は、入学後に学校を通じて配付
します。

◆提出期限
①新中学校３年生　　　　　　　　３月14日◯金
②新小学校２年生～新中学校２年生　３月20日◯木
③新小学校１年生　　　　　　　　４月15日◯火
※郵送の場合は当日の消印有効。
提 教育委員会学校教育課、忠類総合支所生涯学
習課、札内支所、糠内出張所、お子さんが通って
いる学校

※現小学校６年生が学校へ申請書を提出する場合
は、現在通っている小学校へ提出してください。

※郵送の場合
　〒089-0604　幕別町錦町98番地
　幕別町教育委員会学校教育課
◆結果について
　　４月下旬に決定し、５月中旬に文書で通知し
ます。ただし、新中学校３年生は、４月上旬に決
定・通知します。

■　問 教育委員会学校教育課学校教育係
　　（℡【幕】54-2006）

　十勝管内で農村ホームステイに取り組む各地
域の協議会（幕別は「まくべつ稔りの里」）によっ
て構成されている、ＮＰＯ法人「食の絆を育む
会」主催のフォーラムを開催します。
◆日時　３月12日◯水　 午後１時～４時
◆会場　とかちプラザ　１階大集会室　
※入場無料（事前申込み不要）
◆主催　ＮＰＯ法人「食の絆を育む会」
◆内容　
　講演　「農村ホームステイの可能性と課題そして未来」

　　　理事長　近江正隆　氏
　事例紹介・パネルディスカッションなど
■問　ＮＰＯ法人「食の絆を育む会」事務局
　　（℡015-578-7955）

食の絆フォーラム2014開催します
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３月の人権相談

【幕別会場】

◆日程　３月13日◯木　午後１時～３時

◆場所　札内福祉センター

◆人権擁護委員　赤石裕元さん、桐山武博さん

問　福祉課社会福祉係

　　（保健福祉センター内・℡【幕】 54‐3811）

３月の行政相談

◆日時　３月13日◯木　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

窓口業務の時間を午後７時まで延長します

　転出入など住民異動の多い時期に合わせ、下記
のとおり窓口業務の時間を延長しますのでご利用
ください。
◆期間　平成26年３月29日◯土～４月３日◯木まで
◆時間　平日は午後７時まで
　　　　土・日曜日は午前８時45分～午後５時30分

　　　まで窓口を開設します。
◆対応窓口　役場町民課住民年金係、忠類総合支

所住民生活係、札内支所
◆対応業務　
　窓口業務は通常業務を行いますが、次の場合は
受付できない業務もあります。

　①他の官庁および自治体が閉庁していることに
より、対応ができない業務。（パスポートなど）

　②延長窓口以外の部署に関わる業務
■問　町民課住民年金係（℡【幕】54-6602）

軽自動車の廃車手続きはお済みですか

　平成26年４月１日現在、幕別町に登録されている軽

自動車は、軽自動車税がかかります。

　所有者として登録されている方で、まだ廃車手続き

が済んでいない方は３月中に手続きをしてください。

　詳細は、お問い合わせください。

問　税務課資産税係（℡【幕】 54‐6604）

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。
◆本会議

日時 内容

３月４日◯火　 午前10時～ 行政執行方針、議案審議

３月11日◯火　 午前10時～ 一般質問

３月12日◯水　 午前10時～ 一般質問

３月13日◯木　 午前10時～ 一般質問、議案審議

３月20日◯木　 午後２時～ 議案審議

◆予算審査特別委員会

日時

３月17日◯月　 午前10時～

３月18日◯火　 午前10時～

３月19日◯水　 午後２時～

※日程は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）

　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」を開設し
ます。
◆日時　３月13日◯木　午前10時30分～午後３時
◆場所　札内福祉センター内　消費生活相談室
◆持ち物　運転免許証、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

季節労働者の雇用相談窓口を開設します

　平成26年１月１日現在で申請された幕別町農業
委員会委員選挙人名簿の縦覧を次のとおり行って
おりますので、登録要件のある人で選挙人名簿に
登録されていない方は、縦覧期間中に申し出てく
ださい。
◆縦覧期間　２月23日◯日～３月９日◯日
※名簿への登録確認をされる方は、この期間中に
行ってください。
◆時間　午前８時30分～午後５時
◆場所　
　幕別地域　役場総務課内
　忠類地域　忠類総合支所地域振興課内
※閉庁日は、幕別地域は役場１階東側当直室、忠類
地域は忠類コミセン窓口で縦覧できます。
◆異議申出期間　縦覧期間中
※この期間中であれば登録または修正が可能で
す。異議のある場合は文書で町選挙管理委員会事
務局へ申し出ください。
■問　町選挙管理委員会事務局
幕別地域　役場総務課（℡【幕】54-6608）
忠類地域　忠類総合支所地域振興課内
　　　　　（℡【忠】 ８-2111）

農業委員会委員選挙人名簿の縦覧
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質問Ｑuestion

     
答えＡnswer

消費生活相談室から<相談事例>

幕別町消費生活相談室

幕別
電　話
相談日
場　所

0155-54-6606
火・木曜（毎月第３火曜除く）
（役場１階商工観光課内）

札内
電　話
相談日
場　所

0155-55-5800
月・水・金曜
（札内福祉センター内）

忠類
電　話
相談日
場　所

01558-8-2111
毎月第３火曜
（忠類コミュニティセンター内）

　パソコンの画面上にバックアップ警告が
出るようになり、今すぐソフトを購入する
ようにとメッセージが出たので、名前とク
レジットカードの番号、メールアドレスを
入力した。｢登録されました｣というメール
が来たが、ダウンロードすることができず、
再起動すると、再びバックアップや登録を
促すメッセージが流れる。業者が信用でき
ないので解約したい。

　事業者に事情を伝えて解約を申し出る
よう助言したところ、解約と返金する旨の
メールが来たとのことでした。また、クレ
ジット会社にも経緯を伝え、支払わない旨
を申し出ること、今後の明細に注意するよ
う伝えました。さらに今回のケースでは、パ
ソコンを起動するたびに警告メッセージ
が流れるとの事でした。このようなことが
起こった場合は、情報処理推進機構（ＩＰ
Ａ）のホームページで対応策の確認ができ
ます。昨今は、ウェブサイトの閲覧やアプ
リのダウンロードからウィルス感染にあ
うケースが多くなっています。対策として
は、セキュリティソフトを最新にする、最新
のバージョンに更新する、ＩＤとパスワー
ドの管理を見直す、万一に備えてデータの
バックアップをするなどを心がけましょ
う。

クーリング・オフとは
　訪問販売や電話勧誘などで契約しても、
一定期間内なら無条件で解除ができる制度
で、商品を使用したとしても返品でき、ま
た、払ったお金も全額返してもらえます。

古衣料・牛乳パック回収（消費者協会）

　12月の回収量は1,544kgで、普段の10倍以上集ま

りました。ご協力ありがとうございました。

　回収の際、少しでも作業をスムーズに行うため、

分別をして持参ください。

◆回収できるもの（前回から大幅に変更になりました）

・衣料品全般、・毛布（中綿の入ったものは回収

できません。）・牛乳パック

※注意（①から③まで区別してください。）

①綿50％以上のタオル、タオルケット、白いシャツ

（下着、白いＴシャツは模様可）、白いズボン下

②綿50％以上の衣料品（Ｇパンなどの厚地のもの、

裏布があるものは③です。）

③上記以外の衣料品

※牛乳パックは、ボランティア団体「忠類ミルクの

会」により、小中学校にリサイクルのトイレット

ペーパーを寄付しています。

◆回収できないもの
　洗たくしていないもの、汚れのひどいもの、布

団、ベッドマット、枕、座布団、便座カバー、カーテ

ン、ぬいぐるみ

◆日時　３月15日◯土　 午前９時～ 10時30分

◆場所　札内東コミセン

■問　商工観光課観光労働係（℡【幕】54-6606）

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

コミセン、札内南コミセン

※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。

問　商工観光課観光労働係（℡【幕】 54-6606）

　町内在住の勤労者の方のために、冠婚葬祭・医
療・教育等の資金を融資する制度を設けています。
貸付の際には、町が指定した金融機関の条件審査
があります。詳しく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）
　　北海道労働金庫帯広支店（℡0155-24-3767）

勤労者福祉資金のご案内
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今月のつぶやき 娘が嫁ぎ　持ち主いない　ひな人形　　P.N　まだ独身ですが

平成26年度町臨時的任用職員の募集

社会福祉士・介護支援専門員
募集人員 １人

応募資格
社会福祉士資格及び介護支援専門員資
格を有する方
普通自動車運転免許取得者

勤 務 日 月曜日～金曜日
勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
勤務場所 保健福祉センター

賃 金 月額　212,700円　（通勤手当支給、雇
用保険・社会保険に加入）

雇用期間 平成26年４月１日～平成27年３月31日

提出書類
履歴書（写真添付）
社会福祉士登録証の写し
介護支援専門員証の写し

保健師または介護支援専門員
募集人員 １人

応募資格
保健師資格、または介護支援専門員資
格を有する方
普通自動車運転免許取得者

勤 務 日 月曜日～金曜日
勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
勤務場所 保健福祉センター

賃 金 月額　212,700円　（通勤手当支給、雇
用保険・社会保険に加入）

雇用期間 平成26年４月１日～平成27年３月31日

提出書類
履歴書（写真添付）
保健師免許証の写しまたは介護支援専
門員証の写し

◆提出期限　３月14日◯金必着
◆面接日時　３月下旬
※日時の詳細は後日連絡します。
■問・■提　問 保健課介護支援係
　　　　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

嘱託職員の募集

臨時的任用職員
業務内容 一般事務補助
募集人数 ４人（４月１日採用予定）

応募資格

・町内在住で、平成26年３月に高校、
短大、大学、専門学校などを卒業見込
みの方、または、平成23年３月以降に
卒業された方で、求職中の方。
・ハローワークや学校を通じて求職中
の方。（ハローワークの場合は紹介状
が必要です）

勤 務 日
月～木曜日の週４日勤務（配属先によ
り勤務日と勤務時間が異なる場合があ
ります）

勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
賃 金 日額5,730円
雇用期間 ６カ月以内

◆提出書類　市販の履歴者（自筆、写真貼付）
◆提出期限　３月12日◯水（郵送の場合は当日必着）
◆面接日時　３月中旬予定（詳細は後日連絡します）
◆選考結果　文書で選考の結果を通知します。
■問・■提　問 商工観光課観光労働係（〒089-0692　本
町130番地　℡【幕】54-6606）

学校給食センター嘱託給食業務員の募集

幕別学校給食センター業務員

業務内容 給食材料の納品、運搬及び調理機器の
修理など給食業務全般

募集人数 １人

応募資格

・満64歳までの方（昭和24年４月２日
以降生まれの方）
・簡単なパソコン操作（ワード・エク
セル）のできる方
・通勤可能者な方で、自動車で通勤さ
れる方は、普通自動車免許取得者

勤 務 日 月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日は休
み）

勤務時間
午前７時～午後３時45分
（学校が春休み・夏休み・冬休みの期間
は、午前８時～午後４時45分）

賃 金 月額172,200円（通勤手当支給、雇用保
険・社会保険に加入）

雇用期間 平成26年４月１日～平成27年３月31日

◆提出書類　申込書は提出先にあります。
◆提出期限　３月13日◯木（郵送の場合は当日必着）
◆面接日時　後日連絡します。
※詳細は、応募者に直接ご案内します。
■提　幕別学校給食センター、札内支所、糠内出張
所

■問　問 幕別学校給食センター（℡【幕】54-2125）

交通安全指導員の募集

業務内容
・白人小学校通学区域（中央町）におけ
る小学校低学年児童の登下校時の交通
安全指導

募集人数 １人

応募資格
・札内在住で満20歳以上の方
・普通自動車運転免許取得者

勤 務 日

・白人小学校低学年児童(１～３年生)
の登校日における登下校時間帯(各１
時間）
・その他学校等が指導を要請する日
（日曜・祝日を含む）

賃 金 時給1,400円（原則１日２時間）
雇用期間 平成26年４月１日～平成28年３月31日

◆提出書類　市販の履歴者（自筆、写真貼付）
◆提出期限　３月14日◯金（郵送の場合は当日必着）
◆面接日時　３月下旬予定
■問・■提　問 町民課交通防災係（℡【幕】54-6601）
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　地域の公共交通のあり方を検討する「地域公共交通確保対策協議会」では、南幕別地区の予約型乗合タ
クシー（駒畠線）の試験運行期間の延長と、西幕別地区の予約型乗合タクシー（古舞線）の試験運行実施
の方針を固めました。

●予約型乗合タクシー駒畠線の延長（予定）
◆試験運行期間
　平成26年４月２日から平成26年９月30日まで（４月１日は運休します。）
◆運行区域（公区）
　　豊岡２、西猿別、猿別、軍岡、大豊、明野北、明野南、新川、相川、相川東、相川西、相川南、相川北、南勢、新
　和、糠内市街、五位、糠内第一、中糠内、西糠内、明倫、美川、中里、駒畠（下線の公区は、新たに運行区域に
　加える公区）
◆到着・出発時間
　・１便　午前８時15分　幕別駅　到着
　・２便　午前10時30分　幕別駅　到着
　・３便　午後１時45分　幕別駅　出発
　・４便　午後４時45分　幕別駅　出発
◆対象公区　対象公区の方には、広報４月号にあわせて利用案内をお配りしますので、詳細はそちらを
　ご覧ください。

●予約型乗合タクシー古舞線の実施（予定）
◆試験運行期間
　平成26年７月１日から平成27年３月31日まで
◆対象公区　対象公区の方には、広報５月号にあわせて利用案内をお配りしますので、詳細はそちらをご
　覧ください。

予約型乗合タクシー

　コミュニティバスの車内広告を募集します。

◆サイズ　Ａ３判横

◆掲載料　１か月1,000円

◆その他　運転席後方モニターでの広告も募集しま

　す。詳しくはお問い合わせください。問

■問・■申　企画室企画情報担当（℡【幕】54-6610）

コミュニティバス車内広告募集

◆総合職試験（院卒者・大卒程度）
　インターネット申込期間　４月１日～８日
◆一般職試験（大卒程度）
　インターネット申込期間　４月９日～ 21日
◆一般職試験（高卒者・社会人）　
　インターネット申込期間　６月23日～７月２日
◆申込専用アドレス　
　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html　
■問　人事院北海道事務局第二課試験係
　　（℡011-241-1248）

国家公務員採用試験のお知らせ

　札幌国税局では、国税専門官を募集します。
◆受験資格　
　①昭和59年４月２日～平成５年４月１日生まれの者
　②平成５年４月２日以降生まれの者で大学を卒業し
　たなど別に定める者
◆申込受付期間
　①インターネット　４月１日～ 14日　
　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
　②郵送または持参　４月１日～２日（通信日付印有効）
■問　札幌国税局人事第２課採用担当
　　（℡011-231-5011 内線2315）

国税専門官募集
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公営住宅の入居者募集

◆定期募集する住宅
　【一般公募の住宅】（①～②の住宅は、今回の募集で申し込みがなかった場合、随時、募集を受け付けます。）

募集する住宅 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯施設 家賃

①町営旭町東（1-202） ２ ２ＬＤＫ 平成17年
有 リース

19,500円～ 38,300円

②町営本町１（1-202） ２ ２ＬＤＫ 平成15年 21,000円～ 41,200円

③町営泉町（1-11） １ ２ＬＤＫ 平成６年 有 リース 20,300円～ 39,800円

④町営新緑町南（1-4） ２ ３ＬＤＫ 昭和59年 入居者負担 15,000円～ 29,600円

※平成25年５月以降の公募に申し込まれた方は、添付書類を省略できる場合があります。

　【単身者住宅】（緑町22-５　耐火３階建て）

募集する住宅 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯施設 家賃

①緑町　1-104 １ １ＤＫ 平成６年
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緑町　2-206 ２ １ＤＫ 平成９年 33,300円

◆定期募集期間　３月３日◯月～３月７日◯金
◆定期募集住宅の抽選会　３月14日◯　金  

・単身者住宅　　　午前10時（午前９時30分より受付）　幕別町役場４階会議室 

・一般公募の住宅　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。　
◆定期募集住宅の入居説明会　
・単身者住宅　　　３月28日◯金　午前10時～　幕別町役場４階会議室
・一般公募の住宅　３月28日◯金　午後２時～　幕別町役場４階会議室
※３月29日◯土から４月４日◯金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）

　

平成25年度生涯学習特別講演会　
ダイアン吉

きちじつ

日の落語とトーク「ダイアンから見た日本」
　子どもからお年を召した方まで幅広い年代に愛される「わかり
やすい落語」を関西弁でお楽しみください。
◆と　き　平成26年３月16日◯日
　　　　　開場　正午　　開演　12時30分
◆ところ　ふれあいセンター福寿（多目的ホール）
　幕別町忠類白銀町384番地10　（℡【忠】 ８-2910）
◆入場無料です。みなさんのご来場をお待ちしています。

■プロフィール
イギリス、リバプール生まれ
1990年　初来日し大阪へ
1994年　華道免状を取得。翌年、故桂枝雀のお茶子として活躍。
1999年　アメリカ（シアトル、アトランタ）で英語落語を上演。
2000年　大阪・生玉神社で独演会開催
2001年　ＮＨＫ「こんにちは日本」「とっておき関西」スカパーに出演　　
　　　　イギリス（ロンドン）で英語落語上演
2002年　読売テレビ「ＲＡＫＵＧＯでＧＯ！」、ＮＨＫラジオ国際放送
　　　　「ウィークエンドスクエア」に出演、茶道免状を取得
　これまでの日本と海外の文化の懸け橋となる国際的な活動が高く評
価され、2013年６月公益財団法人世界平和研究所より第９回中曽根康
弘賞奨励賞を受賞。
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平成26年度　幕別町広報モニターを募集します

　町民参加によるわかりやすく親しみやすい広報
活動を進めるため、「広報まくべつ」への意見をお
寄せいただく、広報モニターを募集します。
◆内容　「広報まくべつ」への意見や感想、提案な
どを報告。

◆任期
　平成26年４月１日◯火～平成27年３月31日◯火
◆謝礼　幕別町商工会発行の商品券　5,000円分
◆募集人数　６人
◆応募資格　15歳以上の町内在住の方
◆応募方法　希望の方は電話でご連絡ください。
　申込書を郵送します。申込書に必要事項を記入
し提出してください。

※申込多数の場合は選考により決定します。
◆申込期日　３月20日◯木
■問・■提　企画室企画情報担当（℡【幕】54-6610）

くりりんセンターへのごみの自己搬入につ
いて

　引っ越しシーズンとなるこれからの時期は、ご
みの持ち込みが増え、受け入れが大変混雑します
ので、なるべく町のごみ収集に出すようにしま
しょう。
◆開館日　月曜から土曜日　午前９時～午後５時
◆処理料金　10kgごとに160円
◆注意事項　
・ごみは事前に分別してから搬入してください。
・町指定のごみ袋を使用する必要はありません。
・ガスボンベ、タイヤ、テレビなど、搬入できない
ものがありますので、事前にご確認ください。

■問　くりりんセンター
　　帯広市西24条北４丁目（℡0155-37-3550）

臨時開館のお知らせ

　くりりんセンターでは、春の引っ越しごみを
対象に、次の日程でごみを臨時的に受け入れま
す。通常日曜日の受け入れは行っていませんが、
今後の受入対応について検証を行うため試行実
施するものです。
◆臨時開館日　
　３月23日◯日、３月30日◯日の２日間

文化協会に加盟しませんか

　文化協会には、ダンス・舞踊・陶芸・合唱等、現在
113の団体サークルが加盟し活動しています。
　協会への加盟を希望する場合は、期日までに加
盟申請書を提出してください。
《文化協会に加盟すると》
・町内の社会教育施設利用の際、月４回までの利
用料が減免されます。

・発表の場として秋の芸術祭などに参加・協力を
いただきます。

◆申請書提出期限　３月17日◯月
提　百年記念ホール、教育委員会社会教育係、札
内支所

■問　文化協会事務局・平塚（℡・Fax【幕】56-2551）
　　（忠類地区については、忠類総合支所にお問い
合わせ下さい。）　

生涯学習リーダーバンク登録者の募集

　生涯学習リーダーバンクは、芸術・文化、一般教
養、スポーツ、レクリエーションなど、町民の生涯
学習活動を推進するため、指導者を登録し、紹介す
る制度です。
◆登録者の役割　団体やサークルなどの要望に応

じ、指導者として活躍していただきます。活動
は、原則として無償です。

◆登録対象者　町内に在住、在勤または在学し、各
種の資格や技能、経験、熱意等を有する個人や団
体。

◆受付期間　３月３日◯月～ 14日◯金
◆登録の決定　登録者（団体）に、「登録証」を交付
します。

◆提出書類　登録カード
※登録カードは、提出先にあります。
提　教育委員会社会教育係、忠類総合支所生涯学
習係、札内支所、糠内出張所

■問　教育委員会社会教育係（℡【幕】54-2006）

平成26年度乳用雌牛・肉用雌牛及び農用雌
馬の入牧希望を取りまとめます

　雌牛及び農用雌馬の町営牧場への入牧希望の
取りまとめを行います。詳しくは、お問い合わせ
ください。
◆対象となる家畜　入牧日現在、６カ月以上の牝
牛、当歳馬、牝馬

◆入牧料　１頭１日230円
　　　　　成馬１頭１日230円、当歳馬１頭１日90円
◆申込期限　３月20日◯木
◆その他　予防接種の日程は、後日希望者に連絡
します。※放牧中の事故は、町では補償できませ
んので、ご承知願います。

■問　農林課牧場係（℡【幕】54-6605）
　　忠類総合支所経済建設課牧場係（℡【忠】 ８-2111）

問　問 問い合わせ先　　申　問 申し込み先　　提問 提出先
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講座名 時間 トレセン スポセン

転倒しない体づくり 13:30～ ７、14、21、28日◯月 １、８、15、22日◯火

enjoy!イキイキサーキット 19:30～ ８、22日◯火 ３、17、24日◯木 ７、14、21日◯月 11、25日◯金

はじめてエアロビクス
14:00～ 11日◯金 23日◯水

19:30～ １、15日◯火 28日◯月

ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
10:00～ 25日◯金 ９日◯水

19:30～ 10日◯木 ４日、18日◯金

みんなでスッキリサーキット 14:00～ ４、18日◯金 ２、16、30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～ ３、10、17、24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】 ８-2201/コミセン内・生涯学習係）

４月の健康講座

幕別町パークゴルフ協会定期総会を開催します

◆日時　３月23日◯日　午後６時30分

◆場所　札内福祉センター

◆入会資格　町内在住の方

◆年会費　1,000円

※当日は平成26年度協会会員の入会受け付けも行

います。年会費は1,000円です。

■問　町パークゴルフ協会事務局・伊藤

　　（℡【幕】56-5439）

体育館の団体利用を受け付けます

　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・学校体育館の団体使用を受け

付けます。

◆利用期間　５月１日◯木～ 10月31日◯金
◆申込方法　

【農業者トレセン、札内スポセン】
　各施設の受付窓口に使用申請書を提出してくだ

さい。

【忠類体育館・学校体育館】
　教育委員会社会体育係、忠類総合支所生涯学習

係・札内支所・糠内出張所に使用申請書を提出し

てください。

※継続利用団体も必ず使用申込を提出してくださ

い。

※使用希望日時が重複した場合は調整させていた

だきます。

※申請書は各受付窓口にあります。

◆申込期限　３月24日◯月
■問　教育委員会社会体育係（℡【幕】54-2006）

いきいきエンジョイ教室（陶芸教室）参加者
募集

　初心者を対象とした陶芸教室を開催します。

◆日程　平成26年４月～平成27年３月までの月・

水曜日（隔週）　午前10時～午後１時

◆場所　保健福祉センター陶芸室

◆対象　おおむね65歳以上の方

◆募集人数　10人

◆材料費　１カ月1,000円

◆申込期限　３月３日◯月～ 14日◯金
■問・■申　保健課介護保険係（保健福祉センター内・

℡【幕】54-3811）

「終活」について考える講演会
　　～自分らしく生きるために～

　終活とは自分の終焉をしっかり見つめ、今をよ

りよく、自分らしく生きていくための活動のことで

す。これからの生き方について、考えてみませんか。

◆日時　３月19日◯水　午前10時～ 11時30分

◆場所　幕別町百年記念ホール　講堂

◆講師　熊野　峰夫氏（株式会社くまの葬祭　上

　級終活カウンセラー）

◆対象　一般　50名

◆受講料　無料

◆申込締切　３月14日◯金
■問・申　保健課介護支援係（保健福祉センター内・

℡【幕】54-3811）

※幕別町コミュニティバス「さつバス」をご利用く

ださい。

○百年記念ホール前着　午前９時40分
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問　問 問い合わせ先　　申　問 申し込み先　　提問 提出先

■問い合わせ・申込先

　幕別町百年記念ホール（℡【幕】56-8600）

ギター奏法の基礎から応用までレッツトライ！
アコースティックギター習得講座

◆日時　４月21日、28日、５月12日、19日、26日、

６月２日、９日、16日、23日、30日の月曜日

　Ａコース　午後７時～８時

　Ｂコース　午後８時～９時

◆場所　百年記念ホール　視聴覚室 

◆講師　村田　博之さん　（むー音楽工房 代表、

ギタリスト、作曲編曲家）

◆対象　一般Ａコース（初心者から少し経験者）６名

　　　　　　Ｂコース(スキルアップを目指す経験者) ６名

※応募者多数の場合抽選

◆受講料　5,000円(10回分)

◆材料代　1,000円

◆持ち物　ギター、筆記用具等（貸出し用ギター有）

◆申込期限　４月14日◯月 

季節を問わず楽しくウォーキングしよう！
ノルディックウォーキング講習会

◆日時　３月26日◯水　午前10時～正午

◆場所　百年記念ホール　学習室（説明）、周辺

(ウォーキング体験)

◆講師　矢野　士 さん（幕別町トレーニング指導員）

◆対象　一般　20名（応募者多数の場合抽選）

◆受講料　無料

◆持ち物　筆記用具、水分補給用飲み物等、屋外で

ウォーキングをするので動きやすく暖かい服装

でお越しください。

◆申込期限　３月19日◯水 

百年記念ホール講座 　26年度の生涯学習講座講師＆講座リクエスト大募集！
　自分の資格や特技を生かして講座の講師に挑戦してみませんか！
　また、こんな講座を企画してほしいなどご要望がございましたら、
お気軽にご相談下さい。

３月からの講座

☆25年度問生涯学習講座受講生作品展＆プチ講座
　受講生の力作をご覧ください！

◆作品展日時　３月20日◯木～３月23日◯日　　午前９時～午後６時

◆場所　百年記念ホール　ギャラリー　※観覧無料

◆プチ講座

講座名 開催日 時　間 講師名 材料費

レジンでストラップ＆
パフェ作り ３月 20、22、23 日 午前 10 時～午後４時 磯谷恵さん 300 円～

花束の香りの練香水作
り ３月 20 日 午前９時～午後２時 吉秋保子さん 500 円

羊毛で「可愛い顔マグ
ネット」作り ３月 20、22、23 日 午前９時 30 分～午後６時 三浦由紀子さん 500 円

スクラップブッキング
体験 ３月 20、21、23 日 午前 10 時～午後４時 櫻井耕子さん 300 円

エコクラフトのプチバ
スケット作り ３月 21、23 日 午前 10 時～午後４時 山口奈美さん 300 円

デコパージュ石鹸作り ３月 20、21 日 午前 10 時～午後３時 木村清子さん 300 円

お豆ちゃんストラップ
作り ３月 21 日 午前 10 時～正午 松川利雄さん 50 円

誰でも描けるパステル
和アート ３月 21、22 日 午前９時 30 分～午後５時 高橋優美さん 500 円

折り紙であそぼ！ ３月 22 日 午前９時 30 分～午後６時 三浦将宏さん 無料

　作品展期間中、気軽に体験できるプチ講座を開講します。受講料は無料、材料代のみ実費。

　お気軽にご参加ください。（都合により、講座内容が変更になる場合もございます）


