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◆募集する保育所・面接日等

保育所名 電話番号 住所 開所時間 入所年齢（生年月日）
幕別中央 【幕】 54-2552 寿町 午前７時30分～

午後６時30分

※札内青葉・南は
午後７時

平成27年４月１日現在
５歳児～０歳児（生後６カ月）

（平成21年４月２日～平成26年10月１日）

札内さかえ【幕】 25-9011 札内北栄町
札内北 【幕】 56-2049 札内新北町
札内青葉 【幕】 56-4131 札内青葉町
札内南 【幕】 56-3326 札内あかしや町

◆入所条件　保護者の方が町内に在住し、次の要
件に該当することにより、保育が必要と認めら
れる場合に入所できます。

①日常の家事以外の仕事をしている場合。
②妊娠中（母子健康手帳で確認）、または出産後間が

ない場合（産後の入所期間は３ヶ月となります）。
　

③病気や負傷、または精神や身体に障がいがある場合。
④長期の病気や心身に障がいがある同居の親族の
介護をしている場合。

⑤災害の復旧に当たっている場合。
⑥求職活動を継続的に行っている場合（入所期間
は１ヶ月となります）。

⑦学校または職業訓練校に在学している場合。
⑧虐待やＤＶのおそれがある場合。
⑨平成26年度に育児休業中である事を要件とし

て、すでに保育所に入所しているお子さんの保
護者が引き続き育児休業中である場合。

⑩上記の各号に類する常態にある場合。
◆提出書類　入所申込書ほか必要書類
※申込書は12月１日◯月から各保育所、札内支所、こ

ども課保育係（保健福祉センター内）、保健福祉課
福祉係（ふれあいセンター福寿内）に設置します。

提　入所を希望する保育所に提出してください。
◆面接の対象者と内容　平成27年度に新たに入所

を希望するお子さん、平成26年度と別の保育所に
入所を希望するお子さんのみ実施します。面接日
時等は、別途通知します。（１月下旬頃を予定）

※定員の関係で、希望される保育所に入所できな
い場合がありますのでご了承ください。

問　こども課保育係
　　（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

◆募集する学童保育所・定員等

学童保育所名 電話番号 住所
　はぐるま 【幕】54-2028 　新町（幕別南コミセン併設）
　あすなろ 【幕】56-6650 　札内青葉町（白人小学校北側）
　つくし 【幕】56-3917 　札内文京町（札内南コミセン併設）
　やまびこ 【幕】25-5223 　札内桜町（札内北コミセン併設）
　ちゅうるい 【忠】８-2910 　忠類白銀町（ふれあいセンター福寿内）

◆対象児童　保護者の就労等により、昼夜家庭で
保育が受けられない小学生。

◆保育期間　
　平成27年４月１日◯水～平成28年３月30日◯水まで
（日曜・祝日、年末年始は休みです）

※土曜日は施設を開放しています。
◆保育時間
　（学校登校日）学校終了後～午後５時
　（夏冬休み、学校休業日）午前８時～午後５時
◆保育時間の延長　次の①・②に該当し、申請によ
り許可を得た場合は、月～金曜日の間、最長６時
30分まで保育時間を延長します。

①児童の安全確保上、保護者の迎えが可能である
こと。

②保護者の勤務終了時間が午後５時を過ぎる日で
あること。

◆保育料　月額１人4,500円
◆提出書類　入所申込書ほか必要書類
※申込書は提出先および認可保育所、忠類保育所、
忠類総合支所地域振興課にあります。

※現在入所している児童も新たに入所申込みが必要です。
提　各学童保育所、こども課保育係（保健福祉セ
ンター内）、保健福祉課福祉係（ふれあいセン
ター福寿内）、札内支所

◆申込期間　12月１日◯月～12月15日◯月
◆面接　平成27年度新たに入所を希望する保護者
と児童は面接を実施します。面接日時等は、別途
通知します。（２月上旬頃を予定）

問　こども課保育係
　　（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）
　　保健福祉課福祉係
　　（ふれあいセンター福寿内・℡【忠】 ８-2910）

平成27年度　学童保育所の児童募集

平成27年度　認可保育所の児童募集

今月のつぶやき 　23日の夜にプレゼントを置かれていたことがあった（笑）  PN.今はあげる側
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平成27年度　忠類保育所児童募集

◆定員　70人

◆対象児童　１歳児～５歳児

　（平成21年４月２日～平成26年４月１日生）

◆入所条件
・３歳以上児　町内に在住の児童

・３歳未満児　町内に在住で、「平成27年度認可保

育所の児童募集」中の「入所条件」の要件に該当

する児童。

◆提出書類　入所申込書

※申込書は12月１日◯月から保健福祉課福祉係（ふ

れあいセンター福寿内）、忠類保育所にあります。

提　保健福祉課福祉係（ふれあいセンター福寿

内）、忠類保育所

※３歳未満児は保健福祉課福祉係（ふれあいセン

ター福寿内）へ直接申し込みください。

◆申込期間　12月１日◯月～15日◯月
問　保健福祉課福祉係

　　（ふれあいセンター福寿内・℡【忠】 ８-2910）

平成26年度歳末火災予防運動が始まります　
「もういいかい　火を消すまでは　まあだだよ」　全国統一防火標語
期間　12月15日◯月～30日◯火 

　毎年、年末年始火災予防運動を実施しています。
季節がら暖房器具などで火を使うことが多く、何かと気忙しいため火に対する注意がおろそかにな
りがちです。火を使った後や、お出かけ前、お休み前にはもう一度火の元を確かめましょう。

平成26年度歳末火災予防運動に伴いサイレン吹鳴と消防団による巡視を実施します
期間　12月24日◯水～28日◯日 

　運動期間中、午後８時に町内にサイレン吹鳴と屋外広報を実施します。　
　その後、消防団員による町内巡視を実施します。

充電式乾電池の取扱いにご注意ください！

　町内で、充電式乾電池の充電器内部基盤から発火したという事例が発生しました。充電式乾電池は、
充電器に電池をはめ込んだ状態のまま保管していると、ケース内部から発火することがあります。
　充電後は必ず電池を抜いた状態で保管するようにしましょう。

◆助成期限　平成26年12月31日◯水
◆対象　幕別町民で接種を希望する方のうち
①65歳以上 ②妊婦 ③中学３年生 ④高校３年生
◆自己負担　1,000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。

インフルエンザ予防接種助成は12月31日までです

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
 柏木内科医院（札内青葉町） 【幕】56-5151
 木村医院（札内中央町） 【幕】56-5102
 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

◆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インフルエンザ予防接種

領収書、インフルエンザ予防接種済証、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、平成27年２月27日◯金
まで償還払い申請を受け付けます。

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）

今月のつぶやき 　娘はサンタさんへの手紙にプレゼントの第１～18希望まで書いていた。 PN.ピピ
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◆北海道後期高齢者医療広域連合保健事業実施計画（案）に関する住民意見募集について
　　北海道後期高齢者医療広域連合は、道内179市町村との連携のもと、後期高齢者医療制度を運営し
　ている特別地方公共団体です。
　　このたび、広域連合では、被保険者の皆様が、地域において自立した生活を少しでも長く送ること
　ができるよう、効果的で効率的な保健事業を積極的に進めていくための、「北海道後期高齢者医療広
　域連合保健事業実施計画（案）」を策定しました。
　　この保健事業実施計画の策定にあたり、次のとおり広く住民の皆様からご意見を募集します。
◆募集案件について
・募集案件　『北海道後期高齢者医療広域連合保健事業実施計画（案）』について
・募集期間　平成26年12月10日◯水～平成27年１月９日◯金（必着）
◆公表する資料について
　『北海道後期高齢者医療広域連合保健事業実施計画（案）』
◆資料と募集要領の入手方法について
　意見募集の開始日から、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ
　(http://iryokouiki-hokkaido.jp) に掲載するとともに次の場所で配布します。
　・北海道後期高齢者医療広域連合（〒060-0062　札幌市中央区南２条西14丁目　国保会館６階）
　・幕別町役場１階町民課高齢者医療係・札内支所・忠類総合支所１階地域振興課
■問　・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）

後期高齢者医療制度のお知らせ
～保健事業実施計画に関する住民意見募集について～

　同一月内の医療費の負担が高額となり、定められた自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高
額療養費として支給されます。この自己負担限度額が、国民健康保険法施行令の改正により、70歳未満の方
については平成27年１月から所得区分が細分化されて、次のように変更されることになりました。

～国民健康保険加入者の方へ～
平成27年1月から70歳未満の方の高額療養費の自己負担限度額が変更になります

・平成 26 年 12 月まで

区分 所得要件 限度額（月額）

上位所得
【Ａ】

旧ただし書き所得
600万円超

150,000円＋
（総医療費-500,000円）×１％

<多数回該当：83,400円>

一般
【Ｂ】

旧ただし書き所得
600万円以下

80,100円＋
（総医療費-267,000円）×１％

<多数回該当：44,400円>

住民税非課税
【Ｃ】

住民税非課税
35,400円

<多数回該当：24,600円>

・平成 27 年１月から

区分 所得要件 限度額（月額）

ア
旧ただし書き所得

901万円超

252,600円＋
（総医療費-842,000円）×１％

<多数回該当：140,100円>

イ
旧ただし書き所得

600万円超～ 901万円以下

167,400円＋
（総医療費-558,000円）×１％

<多数回該当：93,000円>

ウ
旧ただし書き所得

210万円超～ 600万円以下
変更なし

エ
旧ただし書き所得

210万円以下
57,600円

<多数回該当：44,400円>

オ 住民税非課税 変更なし

→

→

→

※旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です。
※70歳以上の方の高額療養費の自己負担限度額は、変更ありません。
※既に今年度の限度額認定証をお持ちの70歳未満の方には、新しい区分に修正した限度額認定証を12月末
　までにご自宅に郵送します。
■問　町民課国保医療係（℡【幕】54-6602）

2015年農林業センサスにご協力ください

　平成27年２月１日を基準日として、５年に一度
の農林業センサスが行われます。この調査は、農林
業を営んでいる世帯や法人などを対象とした調査
で、国や地方公共団体の農林業施策の企画・推進に
役立つ大切な調査です。知事が任命した調査員が

調査票を持って皆様のところに訪問しますので、農林
業の経営状況などの記入にご協力をお願いします。

農林水産省・北海道・幕別町
問　企画室企画情報担当（℡【幕】54-6610）

今月のつぶやき 　クリスマスケーキは絶対にサーティワンのアイスケーキ！ PN.寒いけど
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再生可能エネルギーパネル展を実施します

　くりりんセンターでは、一般家庭ごみの直接搬
入を受け入れていますが、年末・年始は大変混み合
いますので、なるべく町のごみ収集に出すように
しましょう。
◆年末　平成26年12月31日◯水　 正午まで
◆年始　平成27年１月３日◯　土 午前９時から
◆処理料金　10kg当たり170円
◆搬入時の分別　指定袋の使用は必要ありません
　が、燃やせるごみ、燃やせないごみを分別してか
　ら搬入してください。分別区分など詳しくはお
　問い合わせください。
※資源ごみは、くりりんセンターに直接搬入でき
　ません。資源ごみの収集日に出してください。
問　くりりんセンター　
　　帯広市西24条北４丁目１番地５（℡ 0155-37-3550）

くりりんセンターの年末・年始の
ごみ受け入れについて（幕別地域）

ごみ分別のルールを守りましょう

　きちんと分別されていないごみは収集されず
に、そのままごみステーションに残るため、ごみが
散乱し、ご近所の方への迷惑になります。ごみ分別
のルールを守ってごみステーションを清潔に保ち
ましょう。
◆「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」はそれぞれ
　指定ごみ袋で出しましょう。
◆「資源ごみ」は種類ごとに分けて、透明・半透明の
　袋に入れるか、ひもで縛って出しましょう。
◆ごみは収集日の朝８時までに出しましょう。
◆カラスよけのネットがある場合は、しっかりと
　ごみを覆って重しを置きましょう。
◆収集されずに残ったごみは自分で持ち帰り、再
　分別しましょう。

　12月は地球温暖化防止月間です。
　限りある資源の有効活用と再生可能エネルギー
への理解を深めていただくため、次のとおりパネ
ル展示を実施します。
◆日時・場所
・12月８日◯月～10日◯水
　忠類コミュニティセンター１階ロビー
・12月11日◯木～14日◯日
　札内福祉センター１階展示ホール
・12月16日◯火～18日◯木
　役場庁舎１階ロビー
◆内容　再生可能エネルギー、地球温暖化防止関
　連パネル展示ほか
問　町民課環境衛生係（℡【幕】54-6601）

◆その他注意事項

プラスチック製容器包装類を出すときは、中身
が確認できるよう透明・半透明の袋に入れて出
してください。袋の中に中身の見えない別の袋
は入れないでください。

工作等でカットしたペットボトルはプラス
チック製容器包装類の区分になりますので、通
常のペットボトルとは別の袋に入れて出してく
ださい。

使い捨てライターはガスを全て抜いた後、透明
または半透明の袋に「危険ごみ」と書いて「燃や
せないごみ」の収集日に出してください。

スプレー缶の出し方
【幕別地域】 ガスを全て抜いた（使い切った）
後、缶に穴を開けて「資源ごみ」のかん類として
出してください。
ただし、塗料のスプレーなど、ガスを抜いた後に
も中身が残ってしまうものは、「燃やせないご
み」で出してください。

【忠類地域】　ガスを全て抜いた（使い切った）
後、缶に穴を開けて「燃えないごみ」として出し
てください。

問　町民課環境衛生係（℡【幕】54-6601） 
　固定資産税は、毎年１月１日現在の家屋などの
状況に基づき課税しています。家屋を取り壊した
ときは「家屋滅失届」を提出してください。
　なお、家屋滅失登記（法務局届け出）が済んでい
る場合は、この届け出の必要はありません。
　また、平成26年中に新増築された方については、
家屋調査を実施していますので、ご協力をお願い
します。未登記の倉庫などを建設された場合にも
ご連絡ください。
提　税務課、札内支所、糠内出張所、忠類総合支所
地域振興課

※届出書は提出先にあります。
　町のホームページからもダウンロードできます。
問　税務課資産税係（℡【幕】54‐6604）
　　ＨＰ/http://www.town.makubetsu.lg.jp

家屋を取り壊された方や新増築された方へ

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。
◆日程　
・本会議
　11月28日◯金　午前10時～　行政報告、議案審議
　12月10日◯水　午前10時～　一般質問
　12月11日◯木　午前10時～　一般質問
　12月12日◯金　午前10時～　一般質問、議案審議
　12月19日◯金　午後２時～　議案審議
※日程は一般質問の人数によって変更されること
　があります。
◆場所　役場５階議場
問　議会事務局（℡【幕】54-6626） 

今月のつぶやき 　プレゼントの箱に剥がし忘れた値札が…サンタなんていないんだ。  PN.PRICE
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国民年金保険料免除等の申請について

～事業主と従業員の皆様へ～
個人住民税（町民税・道民税）の『特別徴収義務者』の指定を実施します

　北海道と道内各市町村では、給与所得者の利便性の向上を推進するとともに、地方税法に基づく適切な

課税と徴収を行うため、個人住民税の特別徴収未実施の事業主の皆様に、共同して『特別徴収義務者』指定

の取組を実施しています。

　幕別町においても、特別徴収の要件に該当する事業主の皆様を対象に、平成28年度から順次、個人住民

税の『特別徴収義務者』指定を実施していくことといたします。

※給与所得者個人の町民税・道民税（一般的に「住民税」と呼ばれます）は、原則、給与から住民税額を差し

　引いて、市町村に納入する「特別徴収」の方法が、法律により定められています。（地方税法第321条の４）

◆特別徴収とは
　事業主の皆様が、市町村から送付された「特別徴収税額通知書」により、毎月の給与支払いをする際に従

業員の個人住民税を徴収（天引き）して、翌月10日までに納入していただく方法です。

　個人住民税はあらかじめ毎月の納入額が決まっているため、所得税のように、事業主の皆様が税額を計

算する必要はありません。従業員の皆様にとっても、１回あたりの納税額が少なくなり、自分で金融機関

等に足を運ぶ手間がなくなります。

◆特別徴収の流れ

問　税務課住民税係（℡【幕】54-6604）

　国民年金保険料を納め忘れている状態で、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年
金や遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。
　経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる
「保険料免除制度」や「若年者（30歳未満）納付猶予制度」があります。
　また、今年度から、２年１か月前の月分までさかのぼって保険料の免除申請をすることができるように
なりました。未納期間がある方は、一度ご相談ください。
　本人・配偶者・世帯主の申請年度所得が次の基準を下回る方は、申請により免除を受けることができます。
※若年者納付猶予については、本人と配偶者の所得になります。

所得基準

　全額免除（納付猶予) 　（扶養親族等の数＋１）×35万円＋22万円

　３／４免除 　78万円＋扶養親族控除額＋社会保険料控除額

　１／２免除 　118万円＋扶養親族控除額＋社会保険料控除額

　１／４免除 　158万円＋扶養親族控除額＋社会保険料控除額

申 役場町民課、忠類総合支所、札内支所 
問　町民課住民年金係（℡【幕】54-6602）

今月のつぶやき 　ケーキよりもお菓子の詰まった赤い長靴が楽しみだった。  PN.上げ底



11 Makubetsu
2014.115 Makubetsu
2014.19 Makubetsu
2014.3

お知らせ
　

問　 問い合わせ先　　申　 申し込み先　　提 提出先

19 Makubetsu
2014.12

ウインターカーニバル
第17回小学生限定雪上綱引き大会

☆日時　平成27年１月18日◯日　 午前11時～午後３時
　　　　※受付は午前10時30分～
☆場所　幕別パークプラザ前
☆参加資格　小学生で編成されたチーム
※１チーム15人まで登録可能
　（保護者は１人以上必要）
☆参加料　選手１人につき200円
　（おにぎり代、保険料等）
☆申込期間　平成26年12月１日◯月～26日◯金
※先着12チームで締め切ります。
　商工会本所まで持参またはＦＡＸで（先着順）申
し込みください。予約は受け付けません。

☆その他
①優勝賞金５万円の他、各賞豪華賞品。
②登録選手の中から抽選で、PlayStationVitaを１人

に、玩具券5,000円分を９人にプレゼントほか。
③コーヒー牛乳（無料）

やむわっか倶楽部
イルミネーション点灯式

☆日時　平成26年12月13日◯土　 午後４時～
☆場所　幕別パークプラザ前
☆内容
①りんご数当てクイズ（午後４時～）
　正解者の中から抽選で10人に豪華クリスマス

ケーキをプレゼント！（正解者が10人に満たな
い場合は参加者全員で抽選します） 

②子どもたちが願い事をメッセージリボンに書い
てツリーに飾ります。（午後４時～）

　参加してくれた子どもたち先着200人にケーキ
をプレゼント！

　（当日ケーキ引換券を発行します）
③もちつき（午後４時～）
④イルミネーション点灯式・もちまき＆お菓子ま

きetc
　クイズの当選者発表（午後５時15分～）

問・申　幕別町商工会（TEL【幕】54-2703　FAX【幕】54-2702）

成人式のお知らせ
【行き】
・忠類総合支所発　　午後０時10分
・駒畠公民館前　　　午後０時30分
・糠内農協店舗前　　午後０時45分
・百年記念ホール着　午後１時15分
【帰り】
・百年記念ホール発　午後３時
・糠内農協店舗前　　午後３時30分
・駒畠公民館前　　　午後３時45分
・忠類総合支所着　　午後４時05分
問　教育委員会社会教育係（℡【幕】54-2006）

◆日時　平成27年１月11日◯日　 午後１時30分
　　　　（受付は午後１時～）
◆場所　百年記念ホール
◆対象
　幕別町に在住の平成６年４月２日から平成７年
４月１日生まれの方。

※11月中旬に、対象者へ案内状を送付しています。
案内状が届いていない方や、遠方の大学に通学し
ている等の理由で現在、幕別町に住民票がない方
でも出席を希望される方はご連絡ください。

◆送迎バスの運行
　忠類・駒畠・糠内方面から参加される方を対象に、

成人式当日にバスを運行します。バスの利用を希
望される方は12月24日◯水までにご連絡ください。

※利用者がいない場合は運行いたしません。

年末年始の公共施設休館情報

休
み

12月29日◯月～
　１月６日◯火 図書館（本館、札内分館、忠類分館）、ふるさと館

12月30日◯火～
　１月５日◯月 幕別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、まなびや

12月30日◯火～
　１月６日◯火

老人福祉センター（札内）、蝦夷文化考古館、忠類ナウマン象記念館、百年記念ホー
ル、糠内コミュニティセンター、駒畠公民館

12月31日◯水～
　１月５日◯月

役場（教育委員会、保健福祉センター、ふれあいセンター福寿、農業振興公社などの
関係窓口も同じ）、札内支所、忠類総合支所、糠内・駒畠出張所、町民会館、札内福祉セ
ンター、糠内コミュニティセンター以外のコミュニティセンター（ただし葬儀の場
合を除きます）、集団研修施設こまはた

※幕別スケートリンク、札内スケートリンクは天候やリンクの状態によりお休みすることがあります。

今月のつぶやき 　毎年クリスマスイブは年賀状を書く日です。  PN.来年は羊年



お知らせ

20Makubetsu
2014.12

※
注　

市
外
局
番
【
幕
】
０
１
５
５
【
忠
】
０
１
５
５
８

◆日時　12月４日◯木　午後１時～３時
◆場所　保健福祉センター
◆人権擁護委員　齊藤彰彦さん、赤石裕元さん
問　福祉課社会福祉係
　　（保健福祉センター内・℡【幕】 54‐3811）

12月の人権相談

◆日時　12月18日◯木　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）

12月の行政相談

空き店舗対策事業のご案内

　幕別地区、札内地区及び忠類地区の中心市街地
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。
　詳しくは、お問い合わせください。
◆対象者
　新規開業の方、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又は商店街団体等
◆対象となる事業
(１)個人又は法人が、指定区域内の空き店舗を借
　り上げて小売業、飲食業またはサービス業等を
　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
　①アンテナショップ事業
　②コミュニティ施設事業
　③実験的店舗活用事業
問　商工観光課商工振興係（℡【幕】 54‐6606）

中小企業融資制度のご案内

　年末の資金需要に対応するため、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。
　詳しくは、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か月間)
(２)設備資金　限度額3,000万円、償還期間15年　
　(据置１年間)
(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か月間)
◆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20人以下の方。商業またはサー
  ビス業を主たる事業とする事業者は５人以下の方
(３)町内に独立した事業所又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　商工観光課商工振興係（℡【幕】 54‐6606）
　　幕別町商工会（℡【幕】 54‐2703）

　開業する際の負担を軽減するため、対象となる
融資を受けた事業者に対して、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。
　詳しくは、お問い合わせください。
◆対象者
(１)町内で新規開業する方又は町内で開業して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
　創業貸付（取扱い・道内金融機関）
問　商工観光課商工振興係（℡【幕】 54‐6606）
　　幕別町商工会（℡【幕】 54‐2703）

《あなたの開業を支援》
創業等支援制度のご案内

札内川堤防に車止めを設置しました

今月のつぶやき 　朝起きたら、ソファーで寝ていた父のアゴに白い長いヒゲが付いていた！　PN.青

　札内川堤防上での自動車や自転車等の通行に
おいて危険な状況が見受けられたため、帯広開発
建設部では11月29日に下図の 印の箇所に車止
めを設置しました。

（矢印）の区間については一般車両の通
行はできなくなりましたので、ご理解とご協力を
お願いします。
問　町民課交通防災係（℡【幕】54-6601）

野球場
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消費生活相談室から<相談事例>

　携帯電話に次のようなメールが届いた。

　「以前、登録された『総合情報サイト』『特
典付きメルマガ』『懸賞付きサイト』等の、無
料期間内に退会手続きが完了されていない
ため、登録料金や利用料金が発生している。
当社はサイト運営会社から依頼を受け、手
続きの代行を行っている。翌営業日正午ま
でに連絡をいただけない場合には、信用情
報機関へのブラックリストの登録・法的書
類を準備作成の上、即刻、法的手続き（強制
執行）を開始する。手続き移行の前に、より
良い解決に向かうため、退会の手続き、和
解、相談等ご希望の方は、お電話にて担当者
までお問い合わせ下さい。※なお、本通知は
最終通告となります。」
　利用した覚えはないが、問い合わせをし
た方が良いだろうか。

　身に覚えのない請求には、「無視するこ
と。絶対に連絡をしないこと」が重要です。
　これは全国的にも本町でも毎年寄せられ
る比較的多い相談で「架空請求」と呼ばれる
ものです。
　請求名目は、アダルト情報番組の利用料
が多く、請求手段は、電子メール、ハガキ、封
書など多様です。どの場合も上の質問にあ
るような文言が多いので参考になさってく
ださい。文面からは、「契約内容（期間や金
額、利用サイト名など）」の詳細が不明、「ブ
ラックリストに登録・法的手続きに入る・強
制執行・給与差押え」など不安をあおる、「詳
細は問い合せを」「翌営業日まで」「最終通
告」などの言葉で、急いで連絡をさせ支払わ
せようとすることが伺えます。このような
重要通知がメールや封書、はがきで送られ
てくること自体があり得ません。また、裁判
所からの通知を装うケースもあるので要注
意です。まずは冷静に文面などを確認して
みましょう。不明点のご相談や情報提供を
お待ちしています。

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・木曜日  
役場商工観光課内

札内 相談日
場　所

月～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 
忠類コミュニティーセンター内

　　  
質問Ｑuestion

     
答えＡnswer

古衣料・牛乳パック回収（消費者協会）

　８月の回収量は157kgでした。
　回収した布類は、回収業者によってウエス（ぞう
きん）等に再利用されます。
◆回収できるもの
　洗たく済みのものをお持ちください。
(１)綿50%以上、50cm角以上の衣料品や布
(２)毛布全般（素材不問）
（３）牛乳パック
◆回収できないもの
(１)次の衣料
　①綿50%未満②厚地（ジーパン等）③裏地のあるもの
(２)布団、ベッドマット、枕、座布団等の寝具
(３)便座カバー、カーテン、ぬいぐるみ、キルティ
　ング素材等の再利用できないもの
◆分別方法
(１)タオル、タオルケット、白の上着衣（下着、白い
　Ｔシャツは模様可）、白いズボン下
(２)上記以外の衣料品
◆日時・場所
　12月20日◯土　午前９時～10時30分
　札内福祉センター１階会議室
問　商工観光課観光労働係（℡【幕】 54‐6606）

廃てんぷら油回収

◆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）

住宅新築リフォーム奨励金制度のご案内

　町に登録した町内業者の施工により、住宅の新
築及び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）を交付する制度です。
　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。
　詳しくは、お問い合わせください。
◆奨励金
(１)500万円以上の新築等の場合
　「10万円相当の商品券」
　（定住促進住宅建設費補助金の交付を受けられ
　る方は対象となりません。）
(２)50万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円未満は切捨て、上限５万円)」
問　商工観光課商工振興係（℡【幕】 54‐6606）

今月のつぶやき 　X'masケーキのチョコレートのプレート、「メリークリスマス」の隣に「結婚しよう」 　PN.ペン子
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役場臨時職員の募集

　農業委員会委員の選挙人名簿は、農業従事者から提出される「名簿登載申請書」に基づき、町選挙管理委員
会が毎年１月１日現在で作成します。名簿への登載申請書を次により提出してください。
◆選挙権を有する方　
　幕別町に住所があり、満20歳以上（平成７年４月１日までに生まれた方）で、次のいずれかに該当する方。
①30アール以上の農地で耕作業務を営む方。
②①の同居の親族またはその配偶者で、年間耕作従事日数が60日以上の方。（内縁関係は親族ではありません）
③農業生産法人の組合員、社員または株主で、年間耕作従事日数が60日以上の方。
◆申請書の提出先
①幕別地域　農事組合長を通じ、農業委員会事務局または札内支所、糠内・駒畠出張所へ提出してください。
※農事組合に未加入の方　直接農業委員会事務局または札内支所、糠内・駒畠出張所へ提出してください。
○申請書のない方は、選挙管理委員会までお問い合わせください。
※土・日・祝日は役場当直室へ提出してください。
②忠類地域　地区担当の農業委員または農業委員会忠類支局へ提出してください。
◆提出期限　平成27年１月10日◯土　　 問　選挙管理委員会（総務課内・℡【幕】 54-6608）

幕別学校給食センター調理員
募集人数 １人

応募資格 調理師免許取得者または調理業務経験者
普通自動車免許取得者

勤 務 日 月曜日～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 時給980円
雇用期間 平成27年１月６日～平成27年３月31日

臨時介護認定調査員
業務内容 介護認定調査業務
募集人数 ２人

応募資格

介護支援専門員資格を有する方、また
は看護職、介護職の資格を有する方
認定調査研修修了の方
（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証を有する方

勤 務 日 月～金曜日
勤務時間 午前８時45分～午後５時30分

賃 　 金 日額8,020円(看護・介護職)
日額8,920円（介護支援専門員・保健師）

雇用期間 平成27年１月７日～平成27年３月31日

◆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　12月19日◯金　 必着
◆面接日時　12月下旬　詳細は後日連絡します。
問・申　 保健課介護支援係
　　　　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

◆提出書類　臨時職員登録申込書（写真貼付）
　　　　　　申込書は提出先にあります。
◆提出期限　12月12日◯金　 必着
◆面接日時　詳細は後日連絡します。
■提　幕別学校給食センター、忠類学校給食センター、
　　札内支所、糠内出張所
■問　 幕別学校給食センター（℡【幕】54-2125）

歩道等の除雪・排雪作業員募集（季節労働者対象）

　季節労働者の冬季雇用対策の一つとして、除雪・
排雪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。
◆業務内容　幕別、札内市街の町道の歩道や交差
　点等の除雪・排雪
◆登録資格　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
◆賃　　金　時給1,200円
◆雇用期間　平成26年12月１日◯月～平成27年３月31日◯火
※積雪状況に応じて作業日や時間を決定します。
◆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。
※期間中は随時、申込を受付いたします。
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　商工観光課観光労働係（℡【幕】 54‐6606）

農業委員会選挙人名簿への登載申請

認知症サポーター養成講座受講者募集

◆対象者　20歳以上　受講料無料 
◆申込期限　12月12日◯金 
問 保健課介護支援係
　　（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）

　認知症に対する正しい知識を持ち、認知症の方
やその家族を見守る認知症サポーター養成講座を
開催します。
　受講終了後、認知症を支援する目印として、ブレ
スレット（オレンジリング）を差し上げます。
◆講師・日時・会場・定員
（時間:午後２時～３時30分／受付:午後１時30分～）
NPO 法人ケアサポート理事長　宮田　勝文氏 (通いの家あづまし家 )
12月15日◯月 百年記念ホール　講堂 定員 100 名

12月19日◯金 ふれあいセンター福寿 定員 50 名
NPO 法人幕別町地域支援ネット理事長　直江　裕子氏 (地域の和 環・宅老所 和 )
12月16日◯火 保健福祉センター 定員 50 名
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　地域の皆さんによる温かい手作りのお祭りです。
◆日時　12月７日◯日　午前10時～午後２時
◆場所　糠内公民館（コミュニティセンター）
◆芸能発表
　地域の皆さんの踊り、地域の各保育所園児によ
る遊戯など。

◆特別出演
・ちばよしお＆ノーチェ・アミーゴ

・むらむらむらあず　（よさこい）
・糠内小学校全校児童（子ども獅子舞）
・明倫小学校全校児童（器楽演奏）　
◆バザー・出店
　「田舎倶楽部」さんのご協力による、そば、うどん、

ザンギの販売。わた飴、ヨーヨー釣りの出店、おも
ちゃが当たる無料お楽しみくじもあります。

◆大抽選会
　温泉宿泊券などの豪華景品が当たります。
　餅まきも行います。
問　糠内出張所（℡【幕】 57-2140）

糠内・駒畠合同公民館まつりが開催されます

　幕別産のリーキとゆり根を使った料理講習会を
行います。
◆日時　12月22日◯月　午前10時～午後２時
◆場所　幕別ふるさと味覚工房（新和）
※味覚工房の場所がわからない方は、案内地図をお送
　りしますので申し込みの際にお知らせください。
◆定員　10人（定員になり次第、締め切ります）
◆参加負担金　1,000円
◆持ち物　エプロン、三角巾、手ふき
※上記以外の機材や材料は、味覚工房で準備します。
◆申込期間　
　12月10日◯水～12月15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・申 幕別ふるさと味覚工房（℡【幕】57-2001）

▲リーキ（西洋ネギ）　　　▲昨年の料理講習会

幕別ふるさと味覚工房　
リーキとゆり根を使った料理講習会

スキー場からのご案内（明野ヶ丘・白銀台）

　幕別町では明野ヶ丘スキー場と忠類白銀台ス
キー場の２か所を運営しています。
◆営業期間（予定）
　平成26年12月20日◯土～平成27年３月15日◯日
※積雪状況により変動します。オープン・クロー
ズ日、営業時間及び休業日等の詳細は町ホーム
ページでご確認ください。

○幼児のスキー場リフト無料パスを交付します
　町内在住の小学生未満の幼児を対象に、明野ヶ
丘スキー場と白銀台スキー場で利用できるリフ
トの無料パスを交付します。※町内の小中学生
は、学校を通じて交付します。

　【交付方法】
　各スキー場のリフト券販売窓口で、申請書の提
出と合わせて年齢と住所が確認できる書類（保
険証など）をご提示ください。

◆その他
　身長110cm未満のお子さんは、必ず保護者が一緒
に乗車してください。

○19歳限定！
　リフト無料キャンペーン「雪マジ！19」のお知らせ
　全国180以上のゲレンデで19歳の方のリフト券
が無料になるキャンペーン「雪マジ！19」（（株）リ
クルートライフスタイル主催）に登録しています。
　キャンペーンご利用の際にはスマートフォンア
プリのダウンロード、ＩＤ登録、利用登録が必要と
なります。詳しくは「雪マジ！19」ホームページで
ご確認ください。
◆対象者
　平成７年４月２日～平成８年４月１日生まれの方
◆無料期間
　平成26年10月23日～平成27年５月上旬
◆割引（無料）方法
　アプリ内の無料リフト発行券と指定の写真付き
身分証明書（生年月日が確認できるもの）をリフ
ト券売り場でご提示ください。リフト券を発行
いたします。

◆「雪マジ！19」ホームページ
　http://www.jalan.net/theme/yukimaji19
問　商工観光課観光労働係（℡【幕】 54-6606）
　　忠類総合支所地域振興課（℡【忠】 ８-2111）
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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～ 19、26日◯月 ６、13、20、27日◯火

enjoy!イキイキサーキット 19:30～ 13、27日◯火 ８、22、29日◯木 19日◯月 16、30日◯金

はじめてエアロビクス
14:00～ 16日◯金  28日◯水

19:30～ ６、20日◯火 26日◯月

ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
14:00～ 30日◯金 14日◯水

19:30～ 15日◯木 ９、23日◯金

みんなでスッキリサーキット 14:00～ ９、23日◯金 ７、21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～ ８、15、22、29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、忠類コミセン（℡【忠】 ８-2201/忠類総合支所内・生涯学習係）

１月の健康講座

◆日時　平成27年１月７日◯水・８日◯木
・受付 午前９時30分～

・教室 午前10時～正午

◆場所　幕別運動公園スケートリンク

◆対象　今年からスケートを始める幼児（年中・年

長児）、小学１・２年生の方

◆定員　100人

◆参加料　無料

◆申込期間　12月１日◯月～24日◯水
◆その他　悪天候などにより、中止する場合があ

ります。また、当日は一般の利用は午後からとな

りますので、ご協力をお願いします。

問・申　教育委員会社会体育係（℡【幕】54-2006）

初心者スケート教室 リンク納めスピードスケート大会

◆日時　平成27年２月７日◯土
　開 会 式　午前９時20分
　競技開始　午前10時
◆場所　幕別運動公園スケートリンク
◆対象　小学・中学・高校・一般
◆参加料　１人500円　※申込時に納入
※幼児の部（未就学児）に参加される方は、当日
　午前10時までに会場受付で申し込みください。
（参加料１人200円）
◆申込期限　平成27年１月９日◯金
申 教育委員会社会体育係（℡【幕】 54-2006）
問 町スケート協会事務局　柿崎（℡【幕】 54-2194）

ゲートボール初心者講習会

◆日時　12月７日◯日、14日◯日、21日◯日、28日◯日
　　　　午前９時～正午
◆場所　
・幕別会場　幕別老人健康増進センター室内ゲー
トボール場（軍岡36-4）

・札内会場　札内老人健康増進センター室内ゲー
トボール場（札内青葉町184）

◆対象　ゲートボール初心者の方
◆参加料　無料
◆持ち物　ゴム底の運動シューズ
◆申込方法　当日会場にて受付
問　幕別会場　町ゲートボール協会　谷地田（℡【幕】 54-3574）
　　札内会場　町ゲートボール協会　吉藤（℡【幕】56-6945）
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百年記念ホールで、1日講座を楽しもう！
冬休みこども講座まつり2014

◆日時　平成26年12月25日、平成27年１月22日、
　　　　２月19日　木曜日　午前10時～正午 
◆場所　百年記念ホール 学習室２
◆講師　渡部 将紀さん（帯広市在住、カービング

教室「アトリエ・クレア」主宰）
◆対象　一般　12名　（応募者多数の場合抽選)
◆受講料　1,500円
◆材料費　1,900円（カービングナイフ、野菜、果物、石鹸代）
◆持ち物　まな板、作品持帰り袋等
◆申込期限　12月18日◯木 

野菜や果物が素敵なお花に変身！
初めてのカービング講座

表作りも関数ももうこわくない！
パソコン講座第３弾（Excel編）

◆日時　平成27年１月23日、30日、２月６日、13日、
　　　20日　金曜日　午前10時～正午（全５回）

◆場所　十勝教育研修センター コンピューター教室
◆講師　坂本 佳美さん（池田町在住、パソコン講

座インストラクター）
◆対象　一般　20名（応募者多数の場合抽選)
◆受講料　一般　2,500円
◆持ち物　筆記用具、ＵＳＢメモリなど
◆申込期限　１月16日◯金 

◆カリキュラム　
　１回目　Excelを知ろう(体脂肪率表、消費税計算等)
　２回目　家計簿作成
　３回目　名簿の活用法、差し込み印刷
　４回目　グラフ作り
　５回目　関数の使い方、パークゴルフスコア表作成
※内容は変更になる場合があります。

◆展示期間　平成27年１月30日◯金～２月２日◯月 

◆展示期間　午前９時～午後６時（最終日は正午まで）
◆会　　場　百年記念ホール（講堂）
◆応募資格　町民および町にゆかりのある高校生以上の方
◆応募作品　油彩、水彩、パステル画等１人１点
　　　　　　（号数自由）
◆応募期限　平成27年１月23日◯金
◆作品搬入　平成27年１月28日◯水
◆応 募 先　百年記念ホール（℡【幕】56-8600）　

第26回 まくべつ絵画展～出展作品募集～

◎ジュニアスキー教室
◆日時　平成27年１月10日◯土、17日◯土、24日◯土
　　　　午前10時30分～正午
◆対象　小学３年生～中学３年生
◆定員　20人（先着順）
◎ちびっこスキー教室
◆日時　平成27年１月10日◯土、17日◯土、24日◯土
　　　　午後１時～２時30分
◆対象　平成27年４月に小学１年生になる幼児、
　　　小学１・２年生

◆定員　25人（先着順）
【両教室の共通事項】
◆場所　白銀台スキー場
◆参加料　無料
◆申込期間
　12月８日◯月午前９時～12月22日◯月午後５時
◆その他　ゲレンデの雪不足や、悪天候の場合は
中止することがあります。

問・申　忠類総合支所生涯学習課生涯学習係
　　　　（℡【忠】 ８-2201）

ちびっ子・ジュニアスキー教室

初心者スキー・スノーボード教室

◆日時　平成27年１月10日◯土・11日◯日 

・受付　午前９時30分　・教室　午前10時～正午
◆場所　明野ヶ丘スキー場
◆対象　今年からスキー、スノーボードを始める
小学生以上の方

◆参加料　無料
◆講師　公認指導員
◆申込期間　12月１日◯月～24日◯水
◆その他　ゲレンデの雪不足や、悪天候の場合は
中止することがあります。

問・申　教育委員会社会体育係（℡【幕】54-2006）

◆日時　平成26年12月27日◯土　 午前10時～午後３時(昼食休憩有）
◆場所　百年記念ホール
◆講座　おせんべいを焼こう！、ジャンボ書道、
コースター作り、ハンコを作ろう！割り箸鉄砲

　パステル和アート、ベジタブルカービング、パー
カッション体験等

※昼食時のお楽しみ：お餅つき＆お雑煮試食
◆対象　小学生　64名（低学年は保護者同伴、応募
者多数の場合抽選）

◆受講料　500円（材料費等含む）
◆持ち物　エプロン、タオル、筆記用具、はさみ、
　カッター、作品持ち帰り袋、昼食など
◆申込期限　12月20日◯土　


