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平
年27
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 旧焼肉あんじゅ前 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27年
　４月６日 20日　５月11日 18日
　６月８日 22日　７月６日 22日
　８月３日 17日　９月７日 28日
　10月５日 19日　11月９日 25日
　12月７日 21日
平成28年
　１月13日 18日　２月８日 22日
　３月７日 23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27年
　４月７日 21日　５月12日 19日
　６月９日 23日　７月７日 21日
　８月４日 18日　９月８日 29日
　10月６日 20日　11月10日 24日
　12月８日 22日
平成28年
　１月12日 19日　２月９日 23日
　３月８日 22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27年
　４月９日 23日　５月７日 21日
　６月11日 25日  ７月９日 23日
　８月６日 20日　９月10日 24日
　10月８日 22日　11月12日 26日
　12月10日 24日
平成28年
　１月14日 21日　２月10日 25日
　３月10日 24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27年
　４月10日 24日　５月８日 22日
　６月12日 26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13日 27日
　12月11日 25日
平成28年
　１月８日 22日　２月12日 24日
　３月11日 25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。
※４月のみ運行日を□印で囲んである日に、保健師による健康相談を行います。（午前10時から11時まで）
※５月からは、バスの運行日に運動教室を行います。詳細は４月号の広報をご覧ください。
問　福祉課社会福祉係（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

平成 27 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
問　 問い合わせ先　　申　 申し込み先　　提 提出先

　町内在住の勤労者のための、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

　今借りているアパートから、別のアパートに
引っ越しを考えている。退去、入居の注意点を教え
てほしい。

　　  
質問Ｑuestion１

     
答えＡnswer１

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

　退去時に、貸主から予想以上の高額な修繕費を
請求され、トラブルになることがあります。入居者
には「原状回復」義務がありますが、これは入居時
の完全な状態に戻すことではありません。借主の
故意や不注意による破損や損耗を復旧すること
で、通常の使用で劣化した修復の費用は、貸主の負
担となります。
　相談室では｢原状回復のてびき｣（発行：北海道
宅地建物取引業協会）を無料で配布していますの
で、ご活用ください。賃貸住宅を借りる時には、契
約前に必ず「重要事項説明書」をもらい説明を受
ける、「契約書面」をよく理解し、トラブルになりそ
うなことは特約条項に明記してもらうようにしま
しょう。また、入退居時には必ず、借主・貸主が双方
立会いのもと、部屋の損耗・損傷を確認し、入居前
からある気になるところは写真などを残し、両者
で共通認識しておくといいでしょう。

　進学や就職といった節目の時期に多い、引っ
越しに関わる相談を２例ご紹介します。

　　  
質問Ｑuestion２

     
答えＡnswer２

　インターネットで見つけた引っ越し業者の料金
があまりに安いが、選んでも大丈夫だろうか？

　引っ越し業者選びは、価格の安さだけでなくト
ラブルの補償等の信頼性も必要です。搬出、搬入の
作業時に家具や壁の破損、荷物の紛失等のトラブ
ルが発生する事があるからです。業者選びのポイ
ントに、「営業用トラック（緑ナンバー）の使用を確
認」、「複数業者の見積を比較」、「見積書の約束事項
や約款を確認」等があります。引っ越し後は荷物の
状態を必ず確認し、破損等は３か月以内に業者に
申し出ましょう。

◆日時　３月19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）

３月の行政相談

３月の人権相談

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◯水　 午前10時～ 行政報告、議案審議

３月10日◯火　 午前10時～ 一般質問、議案審議

３月11日◯水　 午前10時～ 一般質問、議案審議

３月12日◯木　 午前10時～ 一般質問、議案審議

３月20日◯金　 午後２時～ 議案審議

◆予算審査特別委員会

日時

３月16日◯月　 午前10時～

３月17日◯火　 午前10時～

３月18日◯水　 午前10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）

消費生活相談室から<相談事例>

◆日時　３月19日◯木　午後１時～３時

◆場所　札内福祉センター　

◆人権擁護委員　齊藤彰彦さん、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）
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スマイル検診の予約を開始します！

　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け付けています）
　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。

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・Fax【幕】54-3839 ℡【忠】８-2910・Fax【忠】８-3910

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
※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。
◆日程

日程 会場 時間

５月

19 日◯火
保健福祉センター

午前７･８･９･10 時

20 日◯水

21 日◯木

札内福祉センター22 日◯金

23 日◯土土

●申込開始日　３月10日◯火　午前９時から

◆助成期限　３月31日◯火
◆対象　町民で接種を希望する①か②に該当する方
①平成27年３月31日時点で、65歳、70歳、75歳、80歳、
85歳、90歳、95歳、100歳の方

②101歳以上の方
◆自己負担　3,000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。
　町から郵送された対象者専用の予診票を紛失し
た方は、再発行しますのでご連絡ください。

　予診票がないと接種できません。
◆償還払い申請　
　指定医療機関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。助成期
限までの接種に限り、４月30日◯木まで償還払い
の申請を受け付けます。

※詳細は、お問い合わせください。
■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）

成人用肺炎球菌予防接種の助成は
３月31日までです

問　 問い合わせ先　　申　 申し込み先　　提 提出先

　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。なるべく町のごみ収集に出しましょう。
◆開館日　月曜から土土曜日　午前９時～午後５時
◆処理料金　10kgごとに170円
◆注意事項　
・ごみは事前に分別し、係員の指示に従って搬入
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）

くりりんセンターへのごみの自己搬入について

有害・危険ごみの出し方について

　電池や刃物などの有害・危険ごみは、発火や作
業員が怪我をする恐れがあり大変危険です。必ず
他のごみと分けてください。
◆有害ごみ　乾電池、体温計、蛍光管（球）など
　透明・半透明の袋に「有害ごみ」と書いて、燃や
　せないごみの日に出してください。
◆危険ごみ　刃物、割れたガラス、ライターなど
　透明・半透明の袋に「危険ごみ」と書いて、燃やせ
ないごみの日に出してください。

※刃物など鋭利なものは紙や布で包んでください。
※ライターはガスを全て抜いてください。
■問　町民課環境衛生係（℡【幕】54-6601）

　帯広信用金庫と「災害時における一時避難所と
しての使用に関する協定」を締結しました。
　帯広信用金庫札内支店は、改築を行い災害用Ｌ
Ｐガス施設等を整備し、災害時においても非常用
発電機により暖房や照明の確保が可能な施設とな
り、町は、この施設を民間協力緊急一時避難所とし
て、大規模災害時などには一時避難所として利用
させていただくことになりました。
　今後も、地域事業者との連携による防災力強化
に努めてまいります。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■問　町民課交通防災係（℡【幕】54-6601）

災害時の一時避難所として、帯広信用金庫
と協定を締結しました

　スマイル検診はご自分の好きな検診項目を選択し好きな組み合わせで受診することができます。
　また、受診時間も約１時間ほどと短時間です。是非ご自身の健康管理のため、年に１度は検診を受け
ましょう！

◆申込について

※８月、11月にも日程があります。詳しくは来月号広報をご覧になるか、お問い合わせください。
　また、10月には集団子宮頸がん・乳がん検診も実施しております。

◆検診項目
１　がん検診

検診項目
自己負担金

40 ～ 69歳 70歳以上

胃がん検診 
〈バリウム検査〉　 1,200 円 　　400 円

大腸がん検診
〈便潜血検査〉    　400 円 　　100 円

肺がん検診
〈Ｘ線検査〉   　 300 円 　　100 円

対象：40歳以上の町民

検診項目
自己負担金

69歳以下 70歳以上

エキノコックス症検査  300 円 100 円

２　エキノコックス症・肝炎ウイルス検査

検診項目・内容 対象 自己負担金

幕別町国保特定健康診査
〈血液・尿検査・身体計測・血圧測定・
診察・眼底検査・心電図・その他〉

40歳から74歳の幕別町国保加入者 ４月末頃に送付する特定健康診
査受診券をご覧ください

後期高齢者健康診査 後期高齢者医療制度加入の町民 無料

３　特定健診・後期高齢者検診

※対象年齢は、平成28年３月31日時点の年齢です。

■問　 保健課健康推進係（保健センター内・【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）

検診項目
自己負担金

69歳以下 70歳以上

肝炎ウイルス検査  500 円 100 円

対象：40歳以上の町民
※一度検査をしたことがあれば必要ありません。

対象：小学３年生以上の町民
※小学３年生・中学２年生は無料です。

平成27年度「２種混合（ジフテリア・破傷風）」
の予防接種を行います

 春休みに、２種混合の予防接種を行います。対象
の方には、３月中旬に個別に案内を送付しますの
で、希望される方は申込みください。
　なお、案内が届かない場合は、問い合わせ先まで
ご連絡ください。
◆対象　
　平成27年度小学６年生
  （平成15年４月２日～平成16年４月１日生まれ）
◆料金　無料
◆場所・日程・受付時間

場　所 日　程 受付時間

保健福祉センター ４月１日◯水
午後１時
 ～ １時 30 分札内福祉センター

４月２日◯木
４月３日◯金

忠類診療所 ４月２日◯木 午後２時
 ～ ２時 15 分

◆申込期限　３月25日◯水
■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）
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いじめ防止啓発標語の優秀作品を紹介します

　　幕別町いじめ問題等対策委員会では、いじめ防止啓発活動の一環として標語を募集しました。
　多くの皆さんが問題意識と関心をもって応募してくれました。（応募総数315作品、優秀賞43作品）
　　今月号では、中学１年生から３年生の作品を紹介します。
　【中学１年生】
　  いじめてる　そんな自分が　好きですか　　　　　　（札内中学校　 　　 武田かざり）
　  ネットでの　かくれたいじめは　ひきょうもの　　　（札内中学校　　　　山崎　春

は る と

翔）
　  いじめてる　君の心も　助けたい　　　　　　　　  （札内中学校　 　　 齊藤　翔

しょうえい

英)
　【中学２年生】
　  「やめようよ」　周りを変える　あなたの勇気 　　　 （幕別中学校　　　　清水　純

じゅんな

奈）
　  「冗談だ」　そこからすでに　いじめです　　　　　　（札内東中学校 　　 社内　優

ゆ う と

斗)
　  いじめてる　あなたが一番　弱い人　　　　　　　　（札内中学校　　　  青木　楓

ふ う た

汰）
　  「やめなよ」と　君の勇気が　救いの手　　　　　　　（札内中学校　　　　岡田ひまわり)
　  「もうやめる」　その一言で　かえられる　　　　　　（札内中学校　　　　中村　智

ち さ き

咲）
　  文字だけで　傷つけ合わず　話し合おう　　　　　　（札内東中学校　 　 橋詰　竜

りゅうじ

二）
　  気づいてる　いじめじゃないの　その言葉　　　　　（忠類中学校　　　　石黒　耕

こうだい

大)
　  かわいそう　見ているあなたも　同じこと　　　　　（幕別中学校　　　　川西　　翼

つばさ

）
　  本当に　その子の顔は　笑ってる？　　　　　　　　（糠内中学校　　　  酒井亜

あ お い

央衣）
　【中学３年生】
　  しらんぷり　それもいじめの　仲間入り　　　　　　（札内中学校　　　　亀田　菜

な つ き

月）
　  「やめよう」と　言えた勇気で　始まる「輪」 　　　　 （札内中学校　　　　髙井　詩

し お ん

音）
　  考えて　やられる誰もが　癒えぬ傷（言えぬ傷）　　　（幕別中学校  　　　桐原　　仁

じん

）　
　  笑顔の輪　手を差し伸べて　つなげよう　　　　　　（札内東中学校　　　遠藤　瑠

る か

花）

　

◆調査の期日　平成27年10月１日現在で実施で実施します。
◆調査の流れ（オンライン調査の先行実施）
　　調査は、調査票の配布に先行して調査員が各世帯を訪問し、
　「インターネット回答の利用案内」を配布。
　　その後、インターネットによる回答のなかった世帯にのみ
　調査票を配布し、合理的・効率的な調査実施を図ります。
◆ミニ情報③
　　情報通信技術（ＩＣＴ）の更なる進展の状況を踏まえ、調査方法を進化させ、正確かつ
　効率的な統計の作成を行うとともに、国民の負担軽減・利便性を図る観点から初めて
　全世帯を対象として、オンライン調査を実施します。更に、スマートフォンでの回答も
　可能とする予定です。
問 企画室企画情報担当（℡【幕】 54-6610）

平成27年国勢調査を実施します 総務省・北海道・幕別町

　

窓口業務の時間延長と臨時窓口を開設します

　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延長と土土・日に臨時窓口

を開設しますのでご利用ください。

◆期間　平成27年３月28日◯土土～４月３日◯金まで

◆時間　平日は午後７時まで

　　　　土土・日曜日は午前10時～午後４時まで

◆対応窓口　役場町民課住民年金係、忠類総合支
所地域振興課住民生活係、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）

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

◆申請手続き
　各小・中学校から配付される「平成27年度就学援
助受給申請書」を提出してください。

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

◆提出期限
①中学新３年生　　　　　　　　３月13日◯金
②小学新２年生～中学新２年生　３月20日◯金
③小学新１年生　　　　　　　　４月15日◯水
※郵送の場合は当日消印有効。
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

※小学現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、中学新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）

就学援助をご利用ください

自動車税のグリーン化税制について

　グリーン化税制は、環境負荷に配慮した税率で
課税する制度ですが、平成27年度から次のとおり
変更となります。
◆主な変更点
○基準を満たした自動車税の税率を軽減する割合
　が変更となります。
　平成26年度　25％または50％
　平成27年度　50％または75％
※取得の翌年度のみ。
○一定の年数を経過した乗用車・キャンピング車
　などは、自動車税の税率を上乗せする割合が、
　10％→15％となります。
問　札幌道税事務所自動車税部（℡ 011-746-1190）
　ＨＰ：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/index.htm

　平成27年４月１日現在、幕別町に登録されて
いる軽自動車の所有者には、軽自動車税が課税さ
れます。すでに使用していない軽自動車の廃車手
続きがお済みでない方は、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）

軽自動車の廃車手続きはお済みですか

　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　

３月10日◯火
午前９時～
午前10時30分 札内支所

正午～
午後１時 道東ライス㈱

午後１時30分～
午後３時 幕別町農業協同組合

午後３時40分～
午後４時30分 十勝の杜病院

３月11日◯水
午前９時30分～
午前11時30分 幕別町役場

午後１時～
午後２時 特別養護老人ホーム札内寮

午後２時30分～
午後３時30分 札内農業協同組合

午後４時～
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
　　（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

 献血のお願い

今月のつぶやき ホワイトデーも自分用に買います。  PN.たぬき 今月のつぶやき バレンタインデーのチョコも、ホワイトデーのお菓子も主人と一緒に食べます。  PN.coco
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今月のつぶやき  先生どうぞ、と戴いたチョコレート、三十年前の教え子さんも、今は立派なお母さん　箕浦　眞 今月のつぶやき  ホワイトデーだけど、チョコレートを貰うと思う。  PN.ミュー

業務内容 発達支援に係る療育

募集人数 １人

応募資格 保育士免許（発達に支援を必要とする
子どもに対する療育経験者）

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

賃 金 月額164,300円

雇用期間 平成27年４月１日～平成27年９月30日

発達支援センター臨時保育士募集

平成27年度町臨時的任用職員募集

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

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27年３月に学校（専門学校を含
　む）を卒業見込み、または、平成24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

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。

任用期間 平成27年４月１日～ 9月30日
賃 金 日額5,830円
社会保険等 社会保険、雇用保険、労働災害保険に加入
◆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　３月13日◯金（郵送の場合は当日必着）
◆面接日時　３月19日◯木　午前９時から
◆提出先　商工観光課観光労働係、忠類総合支所、
　札内支所、糠内出張所
■問　 商工観光課観光労働係（℡【幕】54-6606）
　　〒089-0692　幕別町本町130番地

平成27年４月執行統一地方選挙の
投票立会人募集

　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27年４月１日◯水～平成28年３月31日◯木
◆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◯金
■問・■提　企画室企画情報担当（℡【幕】54-6610）

平成27年度　幕別町広報モニター募集

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【知事・道議選】16日間×２人×３カ所＝延96人
【町長・町議選】 ４日間×２人×３カ所＝延24人

従 事 日

【知事・道議選】３月27日◯金～４月11日◯土土
【町長・町議選】４月22日◯水～４月25日◯土土
【勤務時間】午前８時15分～午後８時まで
上記期間の希望される日（ご希望に添
えない場合がありますので、ご留意願
います）

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（ここから規定の源泉所
得税を控除します）

　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。

※詳細は、お問い合わせください。
◆提出書類　履歴書（写真添付）、保育士免許（写し）
◆提出期限　３月13日◯金必着
◆面接日時　３月下旬（詳細は、後日連絡します）
提　発達支援センター（保健福祉センター内）、
札内支所、保健福祉課福祉係（ふれあいセンター
福寿内）

■問　 発達支援センター
　　（保健福祉センター内・℡【幕】54-6533）

◆主な仕事の内容
　投票立会人は、選挙人の代表として、投票が公正
に行われるよう、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。

◆提出書類　投票立会人申込書
※申込書は、役場３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。

◆提出先　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　３月13日◯金
◆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。

　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】54-5400・Fax【幕】54-5410）
　　〒089-0692　幕別町本町130番地

　さまざまな理由から、生活に困っている方を支
援するために、相談窓口として「とかち生活あん
しんセンター」を開設しています。（帯広市を除く
十勝在住の方が対象）
　誰にも相談できずに困っていることがあれば、一
度相談してみませんか？安心できる方法を、相談員
が一緒に考えます。まずは、お問い合わせください。
■問　とかち生活あんしんセンター（℡ 0155-66-7112)
　〒080-0804　帯広市東４条南18丁目13-1　

　　　　　　　　コーポひらた１Ｆ３号　
    Ｅメール:anshin@tokachi18.hokkaido.jp

北海道十勝総合振興局における
生活にお困りの方への相談支援について

町営牧場への乳用雌牛・肉用雌牛および
農用雌馬の入牧希望を取りまとめます

◆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～ 20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22日～７月１日
◆専門職（大卒程度）インターネット申込期間
・皇宮護衛官、法務省専門職員、財務専門官、国税
専門官、食品衛生監視員、労働基準監督官、航空
管制官　　　　　　　　　４月１日～ 13日

◆専門職（高卒者・高卒程度試験）インターネット申込期間
・海上保安学校学生（特別）　４月１日～８日
・税務職員　　　　　　　　６月22日～７月１日
・皇宮護衛官、刑務官、入国警備官、航空保安大学
校学生、海上保安学校学生 ７月21日～ 30日

・気象大学校学生、海上保安大学校学生 ８月27日～９月７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（℡ 011-241-1248）　

国家公務員採用試験のお知らせ

ふるさと寄付

　ふるさと寄付をいただきありがとうございます。
　指定していただいた事業で有効に活用させていただ
きます。
　平成26年10月２日　佐々木　和子　様（兵庫県）　　　非公表
　平成26年10月16日　帯広吹奏楽団　様（札内青葉町）　非公表
　平成26年12月26日　豊田　郷子　様　（東京都）　　　非公表
　平成26年12月26日　匿名　　　　　　　　　　　　　６万円
　平成26年12月29日　鉾館　さよ子　様（札内中央町）　10万円
　平成27年１月６日　匿名　　　　　　　　　　　　　５万円
　平成27年１月６日　篠田　陽一　様　（東京都）　　　３万円

YOSAKOIソーラン祭り「市民審査員」募集

　６月に札幌市で開催するYOSAKOIソーラン祭り
では、道内各地より「市民審査員」を募集します。
◆日程　６月13日◯土土・14日◯日
◆場所　札幌市中央区（大通公園周辺）
◆募集人数　130人（応募者多数の場合は抽選）
◆募集期間　３月１日◯日～４月24日◯金
◆応募方法　
①公式ホームページの応募フォームよりオンラインで申し込み
　http://www.yosakoi-soran.jp/
②応募用紙で申し込み（実行委員会に連絡の上応募用紙

を取り寄せ、ＦＡＸ、郵送で申し込みしてください）
※詳細は、実行委員会へお問い合わせください。 
■問・■提　YOSAKOIソーラン祭り実行委員会
　　　　（℡ 011-231-4351・Fax 011-233-4351）
　　　　〒060-0001　札幌市中央区北１条西２丁目
　　　　北海道経済センター４階

　詳細は、お問い合わせください。
◆対象となる家畜　
　入牧日現在、６カ月以上の雌牛、当歳馬、雌馬
◆入牧料　乳用・肉用雌牛１日１頭230円
　成馬１日１頭230円、当歳馬１日１頭90円
◆申込期限　３月20日◯金
◆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）

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

【知事・道議選】４月12日◯日
【町長・町議選】４月26日◯日
【勤務時間】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（ここから規定の源泉所得
税を控除します。夕食を用意します。）
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◆入居資格（１～４のすべてに該当すること）

　１　住宅にお困りの方　

　２　同居する親族がいる方（単身の場合は、昭和31年４月１日以前生まれの方）

　３　公営住宅法に定める収入基準以内の方（詳細は、問い合わせください）

　４　申込者と同居予定者が暴力団員でない方

◆定期募集する住宅
・優先公募の住宅

　①の公営住宅は、バリアフリーの住宅となっており、60歳以上の高齢者のみの世帯または歩行困難な障

がいのある方が同居する世帯を優先的に受け付けます。詳細は、お問い合わせください。

　なお、応募がない場合は、一般公募の住宅として取り扱います。

募集する住宅 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯設備 家賃

①旭町西（2-108） １ ２LDK H14 有 リース 20,100円～39,500円

公営住宅の入居者募集について

・一般公募の住宅　

募集する住宅 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯設備 家賃

②新緑町西（1-14） １ ３DK S53

入居者負担
10,100円～19,900円

③新緑町西（1-16） １ ３DK S53

④桂町２（1-4） ２ ３LDK S57 16,900円～33,200円

◆随時募集中の住宅（入居申し込みがあった時点で、募集終了となります）

随時募集する住宅 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯設備 家賃

新緑町西（2-20） １ ３DK S54

入居者負担

10,400円～19,200円

新緑町東（2-31） １ ３LDK S57 12,300円～21,900円

新緑町南（1-4） ２ ３LDK S59
15,000円～29,600円

新緑町南（1-5） ２ ３LDK S59

寿町（1-204） ２ ３LDK S61 16,100円～31,600円

あかしや南（1-401） ４ ３DK S51

リース

12,500円～24,600円

あかしや南（2-303） ３ ３DK S52 12,700円～25,000円

あかしや南（3-301） ３ ３DK S53 13,500円～26,500円

◆定期募集期間　優先公募の住宅　３月２日◯月～６日◯金 

　　　　　　　　一般公募の住宅　３月９日◯月～13日◯金　　 

◆定期募集住宅の抽選会　３月23日◯月　

　①～③　幕別町役場４階　　会議室　　　午前10時（午前９時30分より受付）

　④　　　札内福祉センター　第一講座室　午後２時（午後１時30分より受付）

※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。

◆入居説明会　３月31日◯火　　

　①～③　幕別町役場４階　　会議室　　　午前10時（午前９時30分より受付）

　④　　　札内福祉センター　第一講座室　午後２時（午後１時30分より受付）

※４月１日◯水～７日◯火までに入居願います。

◆提出書類等　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管理係、札内支所

問　都市施設課住宅係（℡【幕】 54-6623）

緑町団地【単身者住宅】入居者募集について

◆募集する住宅（①～②の住宅は今回応募がない場合は、随時募集となります）
募集する住宅 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯設備 家賃

①緑町　緑町22－５　耐火３階建て １-101 １ １ＤＫ Ｈ６
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　緑町22－５　耐火３階建て ２-105 １ １ＤＫ Ｈ９ 33,300円

◆随時募集中の住宅（入居申し込みがあった時点で、募集終了となります）
募集する住宅 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯設備 家賃

①緑町　緑町22－５　耐火３階建て １-301 ３ １ＤＫ Ｈ６
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　緑町22－５　耐火３階建て １-303 ３ １ＤＫ Ｈ６ 30,200円

「予約型乗合タクシー古舞線」本格運行

　４月１日から「予約型乗合タクシー古舞線」が本格運行します。
　また、札内市街から各地区へ向かう便を１便追加します。（札内支所15時00分発が増便になります）

200円区域 400円区域 600円区域 800円区域
途別、上稲志別、日新１、日新２、昭和、依田、西和、千住１、
千住２、千住東、稲志別、新生、中稲志別、豊岡１、豊岡２ 新和 古舞、明倫 美川

※小学生や高齢者等の運賃割引制度があります。詳しくはお問い合わせください。
●運行日　月曜日から金曜日までの平日【土土・日曜日、国民の祝日、年末年始（12月31日から１月３日）は運休】
●到着・出発時間

各地区から札内市街へ向かう便 札内市街から各地区へ向かう便
到着 １便 ２便 出発 ３便 ４便 ５便
札内駅 ８時25分 10時40分 札内支所 13時25分 15時00分 16時20分

十勝バス札内バス停 ８時30分 10時45分 十勝バス札内バス停 13時30分 15時05分 16時25分
札内支所 ８時35分 10時50分 札内駅 13時35分 15時10分 16時30分

・１便、２便は、札内支所到着後に札内市街地内の公共施設、医療機関及び買物施設等でも降車できます。

・３便、４便、５便は、札内駅出発後に札内市街の公共施設、医療機関及び買物施設等でも乗車できます。

・１便は前日の19時30分までに、２便は当日の９時までに、３便は当日の12時45分までに、４便は当日の
　14時20分までに、５便は当日の15時40分までに予約してください。

「予約型乗合タクシー駒畠線」運行便数の変更

　４月１日から「予約型乗合タクシー駒畠線」が１日５便の運行になります。
　幕別市街から各地区へ向かう便を１便追加します。（幕別駅15時00分発が増便になります）

各地区から幕別市街へ向かう便 幕別市街から各地区へ向かう便
到着 １便 ２便 出発 ３便 ４便 ５便
幕別駅 ８時15分 10時30分 幕別駅 13時45分 15時00分 16時45分

・１便、２便は、幕別駅到着後に幕別市街地内の公共施設、医療機関及び買物施設でも降車できます。

・３便､４便､５便は、幕別駅出発後に幕別市街地内の公共施設、医療機関及び買物施設でも乗車できます。

・１便は前日の19時30分までに、２便は当日の９時までに、３便は当日の12時45分までに、４便は当日の
　14時00分までに、５便は当日の15時45分までに予約してください。

問 企画室情報担当（℡【幕】 54-6610）

問 企画室情報担当（℡【幕】 54-6610）

◆定期募集期間　３月２日◯月～６日◯金
◆定期募集住宅の抽選会　３月16日◯月　午前10時　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。
◆入居説明会　３月25日◯木　　午前10時　幕別町役場４階　会議室
※３月26日◯木～４月８日◯水までに入居願います。
◆提出書類等　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）
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■問い合わせ・申込先
　幕別町百年記念ホール（℡【幕】56-8600）

百年記念ホール講座

問　 問い合わせ先　　申　 申し込み先　　提 提出先
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◆日時　３月28日◯土土、29日◯日　午後１時～４時
◆場所　百年記念ホール　学習室２
◆講師　
　幕別アイヌ協会の皆さん（山本　みい子さん、
　山下　まり子さん、安東　春江さん、大岡　良子
さん、山下　のぶ子さん、村上　恵さん）

◆対象　一般　20名（応募者多数の場合抽選）
◆受講料・材料費　
　無料（材料は幕別アイヌ協会で用意します）
◆内容　アイヌ刺繍を学び、テーブルクロスを２ 
日間で完成させます。

◆持ち物　裁縫道具等
◆申込期限　３月21日◯土土
◆主催　幕別町百年記念ホール、幕別アイヌ協会

刺繍体験をして、アイヌ文化を知ろう！
アイヌ刺繍体験会

お知らせ
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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～ ６、13、20、27日◯月 ７、14、21、28日◯火

enjoy!イキイキサーキット 19:30～ 14、28日◯火 ２、９、23、30日◯木 ６、13、20日◯月 10、24日◯金

はじめてエアロビクス
14:00～ 10日◯金  22日◯水

19:30～ ７、21日◯火 27日◯月

ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
14:00～ 24日◯金 ８日◯水

19:30～ 16日◯木 ３、17日◯金

みんなでスッキリサーキット 14:00～ ３、17日◯金 １、15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～ ２、９、16、23、30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）

４月の健康講座

　受講生の力作をご覧ください！

☆26年度 生涯学習講座受講生作品展＆プチ講座
◆作品展日時　３月19日◯木～３月22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

◆プチ講座内容

講座名 開催日 時　間 講師名 材料費

レジンストラップ＆可愛いデコ小物入れ 3/19､3/22 午前10時～午後４時 磯谷恵さん 300円～

ジュエル DeCoRe 体験 3/19、3/22 午前10時～午後４時 佐藤信子さん 500円～

絵手紙って楽しいよ！ 3/19 午後１時～午後３時 横井美枝子さん 無料

クリスタルマリーゴールド石鹸
　　 　 ＆プルーンリップクリーム作り 3/20、3/21 午前10時～午後３時 吉秋保子さん 各500円

スクラップブッキング体験！ 3/20 午前10時～午後３時 櫻井耕子さん 400円

スピンドルで糸つむぎ体験！ 3/20 午前10時～午後５時 三浦由紀子さん 100円

羊毛で羊を作ろう！ 3/21 午前10時～午後５時 三浦由紀子さん 200円

折り紙パラダイス！ 3/21 午前10時～午後５時 三浦将宏さん 無料

ハードパステルに触れてみよう！ 3/21 午前10時～午後５時 高橋優美さん 100円

ディンプルアートに挑戦！ 3/22 午前10時～午後３時 中野節子さん 100円
～ 300円

平成26年度　生涯学習講座受講生作品展＆プチ講座

◆日時　３月30日◯月　午前10時～ 11時30分
◆場所　百年記念ホール　学習室２
◆講師　山崎　増美さん
　　　　　（ファイナンシャルプランナー）
◆対象　小学生とその保護者　20組
　　　　（応募者多数の場合抽選）
◆受講料　１組500円
◆持ち物　筆記用具等
◆申込期限　３月23日◯月

「お金の大切さ」をお子さんに伝えてますか？
親子で学ぼう！お金の使い方講座

　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◯金～ 10月31日◯土土
◆提出書類　各施設団体使用許可申請書　
※申請書は提出先にあります。
※継続利用団体も必ず申込書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。

◆申込期限　３月23日◯月
提　農業者トレーニングセンター、札内スポーツ
センター、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

■問　教育委員会社会体育係（℡【幕】54-2006）

◆日時　３月22日◯日　午後１時30分
◆場所　町民会館
※当日は、平成27年度の入会受付も行います。年会
費は1,000円です。

◆入会資格　町内在住の方
■問　町パークゴルフ協会事務局・伊藤
　　（℡【幕】56-5439）

　文化協会には、ダンス・舞踊・陶芸・合唱等、現在
115団体の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。

◆申込期限　３月16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
　合わせください）　

 文化協会に加盟しませんか

 幕別町パークゴルフ協会定期総会を開催します

 体育館の団体使用を受付けます

27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、お気軽にご相談ください。

　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。

◆提出書類　登録カード
※登録カードは、提出先にあります。
◆受付期間　３月２日◯月～13日◯金
◆登録の決定　
　登録者（団体）に、「登録証」を交付します。
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）

 生涯学習リーダーバンク登録者の募集

　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あります）


