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問　 問い合わせ先　　申　 申し込み先　　提 提出先

幕別町歯科医師会実施「フッ素の日」のお知らせ

　虫歯予防に効果的なフッ素塗布が、フッ素の日

にあわせて特別料金で実施されます。

◆日程　11月５日◯木
◆対象　町内在住の幼児・児童

◆料金　１人500円（通常料金は、約1,000円です）

◆場所　下記の医療機関で実施されますので、予

約の有無など不明な点は、各歯科医院にお問い

合わせください。

【フッ素のはたらき】
　フッ素を歯の表面に塗ることで、虫歯菌が出す酸

に溶けにくい強い歯になると考えられています。

　世界保健機関(ＷＨＯ)や日本歯科医師会などで

も推奨されています。

◆指定医療機関

歯科医院名 電話番号

木下歯科医院 【幕】54-2228

大内歯科医院 【幕】56-5223

河原歯科クリニック 【幕】23-8148

國安歯科医院 【幕】56-6555

杉村歯科医院 【幕】56-6020

高橋歯科・小児歯科クリニック 【幕】56-7377

みずほ通り歯科クリニック 【幕】22-3118

村松歯科医院 【幕】56-3600

ふみの木歯科クリニック 【幕】67-8587

忠類歯科診療所 【忠】８-2443

　北海道では、「先天性風しん症候群」を予防する

ための対策として、風しん抗体検査を行っており、

費用の助成をしています。詳細は、ホームページを

ご覧ください。

◆対象者
　北海道に住所を有する方で下記に該当する方

①妊娠を希望する出産経験のない女性

②妊娠を希望する出産経験のない女性のうち、風

　しん抗体のできない女性の配偶者などの同居者

③風しん抗体価の低い妊婦の配偶者などの同居者

　ただし、いずれかに該当する方は除きます。

・過去に風しん抗体検査を受けたことがある方

・過去に２回の、風しんの予防接種を受けている方

・検査により、風しんと判断されたことがある方

◆助成費用
　検査方法によって金額は変わりますが、一旦、協

　力医療機関に検査費用をお支払いいただきます。

◆実施期限
　平成28年３月10日◯木まで

問 北海道帯広保健所健康推進課保健予防係

　　（℡ 0155-27-8637）

ＨＰ:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/

　　 kak/rubella-antibody.htm

　なお、上記の風しん抗体検査で免疫が不十分だ

と判定された方は、風しんの予防接種をご検討く

ださい。

　幕別町に住所を有する方は、町内指定医療機関

において、無料で予防接種を受けることができま

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）

11月スマイル検診予約受付中　[今年度最後です！]　

　検診の目的は、症状が出る前に変化に気づき、早いうちから予防・改善を図ることです。大切な将来・大
切な人のためにも、年に一度、検診を受けて、ご自身の身体をいたわりましょう。スマイル検診では、短時
間・低料金で自分に必要な検診を選択して受けることができます。11月の検診で今年度最後となりますの
で、お早めにお申し込みください。
◆検診内容・対象・料金

検診内容 対象 40歳以上69歳以下 70 歳以上
大腸がん検診（便潜血検査）

40歳以上の町民

　　　　　400 円 100 円
胃がん検診（胃バリウム検査） 　　　　1,200 円 400 円
肺がん検診（胸部レントゲン検査） 　　　　　300 円 100 円
肝炎ウイルス検査（血液検査） 　　　　　500 円 100 円
エキノコックス症検査（血液検査） ８歳以上の町民 　　　　　300 円 100 円
幕別町国保特定健診（血液検査ほか） 幕別町国保加入者

無料
後期高齢者健診（血液検査ほか） 後期高齢者医療制度加入者

※年齢は平成28年３月31日に迎える年齢です。
※エキノコックス症検査は小学３年生・中学２年生は無料です。
◆場所・日程

場所 日程 受付時間
保健福祉センター 11月４日◯水水

午前７時、８時、９時、10時
札内福祉センター 11月５日◯木・６日◯金・７日◯土土

　町では、助成対象の方にワクチン接種費用の助
成を行います。
◆対象者
①接種日に満65歳以上の方
②60～64歳の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能に
　自己の身辺の日常生活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
　る免疫機能に障害を有する疾病のある方
③中学３年生と高校３年生相当の年齢の方
④妊婦の方
※③、④に該当する方は、10月中に案内書類を郵送
　いたします。
◆料金　自己負担1,000円（接種は１回のみ）
※①、②に該当する生活保護世帯に属する方は、無
　料になります。接種および申請の際には、生活保
　護手帳を提示してください。
◆助成期間　平成27年10月15日◯木～12月31日◯木まで
◆接種方法
◇町内指定医療機関で受ける場合
　窓口で年齢・住所を証明できるもの（運転免許証
　や保険証など）を提示してください。
◇町内指定医療機関以外で受ける場合（主治医の
　下で受ける場合など）
　接種費用の全額（医療機関により異なります）を
　接種医療機関に支払ってください。
　接種後、各役場窓口で助成の申請を行います。
　申請受付期間は平成28年２月29日◯月までです。

◆提出書類
①申請書（振込先口座を記入）
②インフルエンザワクチン領収書（医療機関発行のもの）
③インフルエンザ予防接種済証（医療機関発行のもの）
④印鑑
◆町内指定医療機関　次の医療機関で実施します
　ので、必ず予約をしてください。

指定医療機関名 電話番号

景山医院（錦町117） 【幕】 54-2350

緑町クリニック（緑町21-55） 【幕】 54-6900

おち小児科（札内新北町４-１） 【幕】 56-5522

柏木内科医院（札内青葉町311-１）【幕】 56-5151

札内北クリニック（札内共栄町19-５）【幕】 20-7750

さつない耳鼻咽喉科（札内北栄町２-15）【幕】 21-4187

十勝の杜病院（千住193-４） 【幕】 56-8811

忠類診療所（忠類幸町11-１） 【忠】 ８-2053

※勝山医院は、病院で治療を受けている方のみ実
　施します。 
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）

インフルエンザワクチンの接種費用の助成を行います

問 保健課健康推進係

　　（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

先天性風しん症候群予防の抗体検査料
を助成します

※エキノコックス症検査のみの方は受付時間午前７時30分となります。
問・申 保健課健康推進係（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）
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役場臨時職員の募集

保健師

業務内容 保健指導、健診などの保健事業全般の
業務

募集人数 １人

応募資格 保健師資格を有する方・普通自動車運
転免許取得者

勤 務 日 月～金曜日（祝日は休み）
勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
勤務場所 忠類ふれあいセンター福寿

賃 　 金 日額8,950円（片道２㎞以上の場合通勤
手当支給、雇用保険、社会保険に加入）

雇用期間 平成27年11月16日～平成28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
◆提出期限　10月16日◯金　 必着
◆面接日時　10月下旬　詳細は、後日連絡します。
問・提　 保健福祉課保健予防係
　 　　（ふれあいセンター福寿内・℡【忠】 ８-2910）

白銀台スキー場管理員

募集人数
募集職種
賃 金

●白銀台スキー場管理員（リフト担当）
　募集人員　５人
　賃金　１時間990円
●白銀台スキー場管理員（事務所担当）
　募集人員　４人
　賃金　１時間840円

雇用条件 片道２㎞以上の場合通勤手当支給、労
災保険、社会保険に加入、時間外手当支給

雇用期間 平成27年12月20日～平成28年3月15日

勤務時間 午前８時30分～午後９時15分のうち
７時間45分

◆提出書類　臨時職員申請書（写真付）
　　　　　　申込書は提出先にあります。
◆提出期限　10月23日◯金
◆提出先　地域振興課、商工観光課、札内支所、糠
内出張所

■問　 忠類総合支所地域振興課（℡【忠】 ８-2111）

平成28年度帯広高等技術専門学院学生募集について

◆募集科目　・電気工学科・金属加工科・自動車整
　備科・建築技術科・造形デザイン科
◆応募受付期間
　平成27年11月16日◯月～12月５日◯土土まで（郵送可）
※出願書類持参の場合は、平日の午前８時30分～
　午後５時15分まで
◆選考試験
　選考日　平成27年12月10日◯木
　内　容　・学力試験（数学、国語）・面接試験
◆応募手続
・高校生　進路指導教諭にご相談ください。
・高校生以外　ハローワークへご相談ください。
問 北海道立帯広高等技術専門学院
　　（℡ 0155-37-2319）

くりりんセンター休館日のお知らせ

　10月12日◯月の「体育の日」は、整備点検のため休
館日です。ごみの持ち込みはできませんのでご注
意ください。
問　十勝環境複合事務組合くりりんセンター
　　（帯広市西24条北４丁目１番地５ ℡ 0155-37-3550）

　地球温暖化防止、自然エネルギーの有効活用に
住宅用太陽光発電システムを導入する家庭を対象
に設置費用の一部を補助します。
◆補助件数　53件
◆補助金額　15万円を限度
◆受付期間　10月１日◯木～12月30日◯水水まで
※詳細は、お問い合わせください。
■問　町民課環境衛生係（℡【幕】 54-6601）

住宅用太陽光発電システム導入補助のご案内

　環境にやさしいまちづくりを進めるため、ペ
レットストーブを導入する家庭・事業者を対象に、
設置費用の一部を補助します。
◆補助件数　４件
◆補助金額　15万円を限度
◆受付期間　10月１日◯木～平成28年１月29日◯金まで
※詳細は、お問い合わせください。
■問　町民課環境衛生係（℡【幕】 54-6601）

ペレットストーブ導入補助のご案内

　野焼きは、黒煙、有毒ガス、ダイオキシンの発生、
すすによる人や樹木などへの被害や、火災の危険
性など、多くの人に迷惑がかかります。
　また、紙くずなどの廃棄物を屋外で燃やしたり、
簡易なストーブ、ドラム缶など設備の十分でない
焼却炉での焼却も禁止されています。
　違反すると、５年以下の懲役、1000万円以下の罰
金、またはこの両方となります。
■問　町民課環境衛生係（℡【幕】 54-6601）

『野焼き』は禁止されています

土地の適正な管理をお願いします

　私有地の管理に関する苦情が増えています。近
隣住民への迷惑とならないためと害虫等の発生抑
制のため、次の点に留意の上、各所有者の責任にお
いて適正に管理してください。
・草刈、庭木の剪定等の管理を定期的に行いましょう。
・庭木や草花等が隣地との境界を越えないよう管理しましょう。
・刈り取った草、剪定した枝等は、「燃やせる（燃え
　る）ごみ袋」、または「庭木の枝処理券」により「燃
　やせる（燃える）ごみ」の日に排出しましょう。
■問　町民課環境衛生係（℡【幕】 54-6601）

交通死亡事故が多発しています

　北海道では交通死亡事故が多発しています。
　８月末日現在、幕別町では、幸い交通死亡事故は
ありませんが、これからの季節は、夕暮れが早ま
り、道路を横断中の歩行者が車と衝突する事故が
増えるほか、農作物等の輸送のピークを迎えるな
ど、例年交通事故が多発しますので、交通ルールや
マナーを守って交通安全を心がけてください。
◆運転者、同乗者へのお願い
○交差点では安全をよく確認し、特に右左折の際
　は歩行者に注意しましょう。
○車間距離を十分にとり、スピードダウンを心が
　けましょう。
○全ての座席で必ずシートベルトを着用しましょう。
○夕暮れ時は早めにライトを点灯し、横断する歩
　行者に注意しましょう。
◆歩行者へのお願い
○必ず横断歩道を利用し、左右の安全をしっかり
　と確認しましょう。
○夜間に外出する際は、明るい色の服装や夜光反
　射材を身につけましょう。
○歩きながらの携帯電話等の操作は危険なので絶
　対にやめましょう。
■問　町民課交通防災係（℡【幕】 54-6601）

秋の全町一斉クリーン作戦のお知らせ

　春の「全町一斉クリーン作戦」では、193人の方に参
加いただきました。まちをきれいにし、ごみを捨てづ
らい環境にするため、春に続き「クリーン作戦」を行
いますので、みなさんの参加をお待ちしています。
◆日時　10月25日◯　日 午前８時30分集合
　　　　（10時終了予定）
※雨天の場合は11月１日◯日に延期します。
◆対象者　小学生以上の方。事業所等団体でのお
　申し込みもお待ちしています。
◆実施内容　道路、公園等のごみ拾い。
※状況により街頭啓発になることがあります。
◆集合場所　申込後、参加者に連絡します。
◆用意いただくもの　清掃用具（軍手・ゴム手・長靴等）
※ごみ袋は町で用意します。
◆申込期限　10月９日◯金
■問・申　町民課環境衛生係（℡【幕】 54-6601）

平成28年度幕別消防署職員採用資格試験のお知らせ

消防署職員
募集人数 救急救命士２名

受験資格

①平成４年４月２日以降に生まれた方
②救急救命士の有資格者、または平成28
　年３月末日までに救急救命士の資格
　取得見込みの方
③採用後、幕別町内に居住できる方
④普通自動車運転免許取得者または平
　成28年３月末日までに取得見込み
　の方
⑤採用後４年以内に自費で大型自動車
　運転免許取得見込みの方
⑥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

試験方法
１次試験　一般教養・論文試験・体力試験
２次試験　面接試験（一次試験合格者）

試験日・場所

１次試験　11月10日◯火　 
　　　　　幕別消防署２階講堂
　　　　　幕別町農業者トレーニングセンター
２次試験　11月25日◯水水
　　　　　幕別消防署２階会議室　 

合格から
採用まで

二次試験は、一次試験合格者のみ実施しま
す。二次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。

採用予定日 平成28年４月１日◯金

受験手続き

申込書を東十勝消防事務組合消防本部
（〒089-0604 幕別町錦町90番地）に請求し
てください。郵便による請求の場合は、封
筒の表に「職員採用試験申込書」と朱書き
し、あて先を明記して120円切手を貼った
返信用封筒を同封してください。

提出書類

①職員採用試験申込書
②救急救命士資格取得見込みの方で、
　救急救命士養成機関を卒業している
　方は、卒業（修了）を証明する書の写
　し、在学中の方は、成績証明書
③救急救命士有資格者は救急救命士免許の写し
※提出書類はお返ししません、また提出書類等
により取得した個人情報については、採用試験
実施に用いそれ以外の目的には使用しません。

申込書の
受付期間

10月５日◯月～23日◯金まで。
※郵送の場合は、10月23日◯金の消印まで有効。

■問・申　 東十勝消防本部総務課（℡【幕】 54-2912）

　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。詳細は、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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問　 問い合わせ先　　申　 申し込み先　　提 提出先

平成28年度 わかば幼稚園園児募集 保育所（園）・学童保育所の入所申し込みについて　　

　平成28年度の保育所（園）・学童保育所の入所申し込みを11月に行います。保育時間などの詳細は、広報
11月号でお知らせします。
【保育所】
◆申込書配布　11月２日◯月から
◆申込書提出　第一希望の保育所に11月２日◯月から11月20日◯金までの間に提出してください。
◆面接日　新入所児童（前年度と別の保育所を希望する児童を含む）は、面接を実施いたします。
　　　　　日程等は、文書で通知します。
◆入所決定　２月中旬頃に文書で通知します。

保育所（園）名 電話番号 住所 定員
幕別中央保育所 【幕】 54-2552 寿町２番地５  　90人
札内さかえ保育所 【幕】 25-9011 札内北栄町23番地１ 　120人
札内青葉保育所 【幕】 56-4131 札内青葉町310番地36  　90人
札内北保育所 【幕】 56-2049 札内新北町75番地１  　90人
札内南保育園 【幕】 56-3326 札内あかしや町56番地73 　120人
忠類保育所 【忠】 ８-2658 忠類白銀町402番地１  　70人

◆入所年齢　０歳児（生後６ヶ月）～５歳児　平成22年４月２日～平成27年10月１日生まれ
※忠類保育所は１歳児～５歳児　平成22年４月２日～平成27年４月１日生まれ
◆保育所入所要件　保護者が「保育の必要な事由」に該当することが必要です。
※忠類保育所の３歳以上児童には、入所要件はありません。
【学童保育所】
◆対象児童　保護者の就労等により、昼間家庭での保育が受けられない小学生。
◆申込書配布　11月２日◯月から
◆申込書提出期限　11月20日◯金
◆面接日　入所を希望する学童保育所で１月下旬頃に面接を行います。（※新入所児童とその保護者のみ）
　　　　　日程、時間は文書で通知します。
◆入所決定　２月下旬に文書で通知します。

学童保育所名 電話番号 住所 定員
はぐるま学童保育所 【幕】 54-2028 新町139番地３ 50人
あすなろ学童保育所 【幕】 56-6650 札内青葉町185番地12 40人
つくし学童保育所 【幕】 56-3917 札内文京町28番地８ 90人
やまびこ学童保育所 【幕】 25-5223 札内桜町132番地１ 40人
ちゅうるい学童保育所 【忠】 ８-2910 忠類白銀町384番地10 25人

提　各学童保育所、こども課保育係（保健福祉センター内）、札内支所
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）

里親制度のご案内　～里親になりませんか～

　里親制度は、様々な理由により家庭で暮らせなくなった子どもを、家族の一員として家庭に迎え入れ、
あたたかい愛情をもって育ててゆく、児童福祉法に基づいた制度です。
　現在、帯広児童相談所では59組の里親登録があり、38人の子どもたちが里親のもとで養育されています。
　家庭のぬくもりを求めている子どもたちのために里親になりませんか。
◆申し込み資格　
　特別な資格は必要ありませんが、実習や研修を受けていただきます。
◆お預かりいただく子ども
　親の離婚、家出、病気、虐待等の理由で親と一緒に暮らすことができない18歳未満の子どもです。
◆養育に係る費用　
　生活諸費や教育費は支払われます。
問 帯広児童相談所地域支援課（℡ 0155-22-5100）

小規模特認校制度のおしらせ

　小規模特認校制度とは、保護者が小規模校での
特色を生かした環境で児童に教育を受けさせたい
と希望する場合に、通学区域外であっても一定の
条件を付して『途別小学校』への入学・転学を認め
る制度です。詳細はお問い合わせください。
◆途別小学校の教育の特徴
・一人一人の子どもをしっかりとサポートし、少
人数指導による確かな学力を育みます。

・田植え、稲刈り、作物の収穫等の水水田・農園活
動を通じて、豊かな心を育みます。

・縦割り班活動等を多く取り入れ、コミュニケー
ション能力や協働する力を育みます。

◆平成28年度の募集人数
学年 在籍予定者数 募集人員
１年 ４人（０人） ２人
２年 ４人（３人） １人
３年 ５人（１人） １人
４年 １人（０人） ４人
５年 ４人（２人） １人
６年 ４人（２人） １人

　教育委員会では、効果的な教育行政の推進を図
るため、平成26年度の教育委員会の事務事業につ
いて点検、評価を行い、公表しています。
◆公表場所　教育委員会、忠類総合支所生涯学習
係、役場１階、札内支所、糠内出張所、図書館

◆公表期間　10月１日◯木～30日◯金 

※閉庁日、閉館日を除きます。
※報告書は、町ホームページでも公開します。
問　教育委員会総務係（℡【幕】 54-2006）
　　ＨＰ：http://www.town.makubetsu.lg.jp

教育委員会事務事業評価の公開

◆募集対象者・定員　
　幕別町に在住の心身ともに健康な幼児。

生年月日 定員
３歳児（平成24年４月２日～平成25年４月１日） 20人
４歳児（平成23年４月２日～平成24年４月１日） 30人
５歳児（平成22年４月２日～平成23年４月１日） 30人

※満３歳児の入園について
　わかば幼稚園では、通常入園の他、平成28年４月
　２日以降に３歳に達する幼児の「満３歳児入園」
　を実施しています。
　第１期　７月入園（４月～６月生)
　第２期  10月入園（４月～９月生)
　第３期　１月入園（４月～12月生)
※手続きは入園する前々月の末日まで（休園日を除く）
　（第１期は５月末日）
◆保育時間
　午前８時45分～午後１時45分
※水水曜日は午前11時30分まで
◆休園日　土土、日、祝日、春・夏・冬休み等
◆諸経費
　保　育　料　月額 7,000円
　延長保育料　１時間 200円
　給　食　費　月額 1,500円程度
　　　　　　　１食 194円×週２回×４週
　そ　の　他　450円
※保育料については、世帯の所得等で減額となる
　場合があります。
◆願書の配布期間　10月19日◯月～30日◯金　
※願書は幼稚園にあります。
◆願書の受付期間　11月２日◯月～６日◯金
　午前８時45分～午後５時15分
◆面接日　12月14日◯月～17日◯木
　午前８時45分～午後５時15分
※面接日時は別途通知します。
◆入園決定通知　12月25日◯金
　文書で保護者に通知します。
問 わかば幼稚園（℡【幕】 54-4223）

※（　）は本制度の利用者数
◆募集開始日　随時 

◆申込要件　町内在住の児童生徒
　（町外から申し込まれる方は、幕別町への転入が
必要となります）

◆申込先
①在学中の児童の場合
　現在通っている小学校に申込書を提出してください。
②新入学児童の場合
　教育委員会、忠類総合支所生涯学習係、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、教育委員会、忠類総合支所生涯学習
係、札内支所にあります。

◆転入学の決定　平成28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、抽選とします。

◆地域公開参観日
　途別小学校では、10月28日◯水水に地域公開参観日
を行います。10月19日◯月までに途別小学校へお
申し込みください。

　随時、学校休業日を除き、学校見学を実施しま
す。※事前に途別小学校へ連絡してください。

問 教育委員会学校教育係（℡【幕】 54-2006）
　　途別小学校（℡【幕】 56-5426）　　　　　
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エコパ探検隊「木のトンネル作りたい」 　10月３日㊏ 午前９時45分～／定員 30人
／参加料１人300円／持ち物 長靴・軍手・汚れても良い服装　 ■問・申  P23下段

十勝エコロジー
パークイベント

エコパ探検隊「ゆっくりのんびり歩きたい」 　10月10日㊏ 午前９時30分～／定員30人／ 参加料 
小学生以上１人800円・未就学児１人500円／持ち物 水筒、タオル、雨具　■問・申  P23下段

十勝エコロジー
パークイベント
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消費生活相談室から<相談事例>
　　  

質問Ｑuestion

     
答えＡnswer

　最近、ジェル状の洗濯用濃縮液体洗剤を
水水溶性のフィルムで包んだパック型液体洗
剤が、計量の手間や液だれなどの面倒がな
いことから人気を集めています。
　見た目がカラフルな上、触感がプルプル
としてやわらかく、まるでお菓子やおも
ちゃのような見た目が子どもの注意を引き
ますが、フィルムが水水に溶けるように作ら
れており、子どもが、よだれなどで湿った手
で握ったり噛んだりするうちに、フィルム
が破れて洗剤が飛び出し、口や目に入って
しまうという事故が発生しています。また、
湿度や水水濡れで洗剤同士がくっついてしま
い、剥がそうとした拍子に表面のフィルム
が破れて液体が勢いよく飛び出してしまう
こともありますので、大人でも取り扱いに
は注意が必要です。
　事故は、特に３歳以下の乳幼児に集中し
ていますが、高齢者の誤飲も報告されてい
ます。洗剤類は、子どもの手の届かないとこ
ろに保管し、使用後は必ずふたをしっかり
閉めましょう。
　国民生活センターでは事故が発生した場
合に、次の対処後、医療機関の受診を呼びか
けています。
飲んでしまった場合…口をすすがせ、無理
に吐かせず、水水または牛乳を少量飲ませる。
目に入ってしまった場合…こすらずに、す
ぐに水水で10分以上洗い流す。
皮膚についた場合…すぐに大量の流水水で洗
う。付着した衣服は脱ぐ。

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水水曜日 
忠類コミュニティセンター内

　子どもが洗濯用パック型液体洗剤を握っ
たら、破れて中身の洗剤が飛び散ってしま
い、目の中に入ってしまった。

ご存知ですか？まちの身近な相談窓口

　 道東一斉すずらん無料法律相談

　釧路弁護士会では、道東一斉すずらん無料法律
相談を実施します。相談は無料ですが予約が必要で
す。ご予約の上、当日会場へお越しください。
◆日時　10月23日◯金　 午後１時～４時の間
　　　　１件あたり30分
◆予約受付期間　10月16日◯金～10月22日◯木
　　　　　　　　（土土日を除く午前８時45分～午後５時30分）
※受付の際にご相談案件の概要をお伺いし、担当
　弁護士に引継します。
◆場所　〇幕別会場　幕別町民会館　１Ｆ　
　　　　〇札内会場　札内福祉センター　１Ｆ

◆相談内容
　金銭・交通事故・土土地建物・夫婦関係・相続・債
　務整理等
◆相談担当者
　幕別会場　長谷川亮弁護士
　札内会場　鈴木茂雄弁護士
※相談案件によっては相手の方と担当弁護士に
　関わりがある場合（利害相反の場合）、ご相談
　をお受け出来ないことがありますので、予め
　ご了承ください。
◆主催　釧路弁護士会
問・申　総務課総務係（℡【幕】 54-6608）

　 10月の人権相談

【忠類会場】
◆日時　10月21日◯水水　午前10時～正午
◆場所　ふれあいセンター福寿　
◆人権擁護委員　前川満博さん、三島まゆみさん

【幕別会場】
◆日時　10月21日◯水水　午後１時～３時
◆場所　町民会館　
◆人権擁護委員　齊藤彰彦さん、佐藤恵子さん
問　福祉課社会福祉係（保健福祉センター内・℡【幕】 54‐3811）

臨時福祉給付金の申請は11月４日までです

　臨時福祉給付金の申請受付期間は、11月４日◯水水
までとなっています。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、給付対象者および給付額等については下
記をご参照いただき、対象となるかどうか今一度
ご確認ください。
※広報７月号および８月号に掲載しておりますの
　でご一読ください。
◆給付対象者および給付額
１給付対象者
　平成27年度分の住民税（均等割）が課税されてい
　ない方
※住民税が課税されている方に扶養されている方、
　生活保護を受けている方は対象外です。
２給付額　支給対象者１人につき６千円
◆申請期間および受付時間　11月４日◯水水まで
　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
　保健福祉センター、役場町民課、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
　　（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

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　10月26日◯月　 午後１時30分～４時
◆場所　忠類農業協同組合
■問　福祉課社会福祉係
　　（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

　

忠類地区担当

澤口猪
いのきち

吉さん（忠類栄町）

問・申（℡【忠】 ８-2370）

【10月の行政相談】
◆日時　10月22日◯木　午後１時～４時
◆場所　忠類総合支所２階小会議室

私たちにお気軽にご相談ください！

幕別地区担当

松本茂
しげとし

敏さん（新町）

問・申（℡【幕】 54-5267）

【10月の行政相談】
◆日時　10月21日◯水水　午後１時～３時
◆場所　町民会館

５人以上のグループには出前行政相談にも伺
います！２週間前までにお申し込みください。

国の仕事や手続き、サービスでお困りのことはありませんか？行政相談員制度
　行政相談とは行政相談員が、年金や福祉、医療保険、交通安全、道路など国の仕事に関する相談や苦
情、要望などを受け、それらが改善されるよう、総務省行政評価局に報告し、関係行政機関に通知をす
る制度です。
　町では、町民会館、札内福祉センター、忠類総合支所で行政相談を行っています。
　「歩道の縁石の段差を解消して欲しい」、「登記や社会保険について聞きたいことがある」など、行政
の仕事に関わる相談を行政相談員が公平・中立の立場で受け付けます。相談は無料です。

　 労働委員会 雇用のトラブル相談
　北海道労働委員会では、突然の解雇や賃金未払いなど、労働者個人と使用者間の労働問題に関する
トラブルの解決を支援する「個別的労使紛争あっせん」を行っています。
　労働問題に精通した公・労・使の各委員三人一組のあっせん員が、当事者から事情を聴き、問題点に
応じた助言等を行って双方の歩み寄りによる解決を図ります。
　申請は簡単・無料で、秘密厳守の上、迅速に対応します。札幌近郊以外の方には現地に出向いて申請
やあっせんを行います。お気軽にご相談ください。
◆一般の労働相談は道の「労働相談ホットライン」をご利用ください。
　フリーダイヤル 0120-81-6105（月～金曜日 17：00～20：00・土土曜日 13：00～16：00 ※社会保険労務士が対応します）
◆「あっせん」窓口（相談・申請）北海道労働委員会事務局調整課（〒060-8588 札幌市中央区北３条西７丁目 道庁別館10階）
　℡ 011-204-5667（直通）（月～金曜日 8：45～17：30）

「必ずチェック最低賃金！使用者も労働者も」

北海道最低賃金
　北海道内で事業を営む使用者及びその事業場
で働くすべての労働者（臨時、パートタイマー、
アルバイト等を含む。）に適用される北海道最低
賃金が次のとおり改定されます。
最低賃金額　時間額７６４円
効力発生年月日　平成27年10月８日
○最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手
　当、臨時に支払われる賃金および時間外等割
　増賃金は算入されません。
■問　北海道労働局労働基準部賃金課（℡ 011-709-2311）
　　帯広労働基準監督署（℡ 0155-22-8100）
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「エコパ蕎麦まつり」 　10月18日㊐ 午前11時～ ／手打ちそば300食を提供

もりそば 400円／かけそば 400円／特選そば500円　 ■問・申  P23下段
十勝エコロジー
パークイベント

エコパ探検隊「木こりになりたい」　 10月31日㊏ 午前９時45分～ ／定員15名
参加料 １人300円 ／持ち物 軍手・汚れても良い服装　■問・申  P23下段

十勝エコロジー
パークイベント
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問　 問い合わせ先　　申　 申し込み先　　提 提出先

　家庭や事業所に備え付けの古くなった消火器

を、北海道消防設備協会帯広支部が幕別消防署札

内支署で回収処分します。

◆回収日時　10月17日◯土土　午前10時～正午

◆回収場所　幕別消防署札内支署庁舎前駐車場

　　　　　　（札内中央町319番地）

◆処分料　１本　1,000円から

　　　　　（大きさにより金額が変わります）

◆主催　北海道消防設備協会帯広支部

※回収日時以外での引き取りは、消防署では対応

できませんのでご了承ください。

問 幕別消防署消防課予防係（℡【幕】 54-2434）

　　幕別消防署札内支署予防係（℡【幕】 56-2419）

　　幕別消防署忠類支署予防係（℡【忠】 ８-2250）

10月15日◯木～31日◯土
無防備な　心に火災が　かくれんぼ

（平成27年度全国統一防火標語）

　自宅で暖房器具を使用する季節が近づいてきま

した。暖房器具の点検、住宅用火災警報器の設置と

維持管理を心がけ、火災を未然に防ぎましょう。

　平成28年６月に住宅用火災警報器の設置義務化

から10年を迎えます。警報器本体が古くなると電

子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しな

くなることがあるため、とても危険です。火災警報

器を設置したときに記入した「設置年月」、または、

本体に記載されている「製造年」を確認し、10年を

目安に交換しましょう。

秋の全道火災予防運動が始まります

古くなった消火器を回収します

秋の火災予防運動強調週間によるサイ
レン吹鳴と消防団巡視が始まります

10月27日◯火～31日◯土
　強調週間の午後８時に全町を対象としたサイレ

ン吹鳴および屋外広報を実施します。その後消防

団員が車両による町内巡視を実施します。火災危

険度が高くなる季節に併せて町内の防火啓蒙を目

的としています。

第20回 忠類どんとこいむら祭り
10月18日◯日  午前10時～午後１時30分 道の駅・忠類特設会場

（雨天の場合は忠類コミュニティセンター）

出店など（10:00 ～ 13:30）

忠類和牛の販売

ゆり根ほか地場産品即売

上尾市物産展

手作り毛糸作品の販売他

ステージ

10：00～ 実行委員長あいさつ

10：05～ 幕別町長あいさつ

10：10～ ナウマン太鼓演奏会

10：30～ バルーンショー（ミリィー）

11：20～ 歌謡ショー（桜祐二）

12：00～ 歌謡ショー（杜このみ）

13：00～ お楽しみ抽選会・餅まき

フリーマーケット
出店希望者（町内在住の方に限る）
は10月９日◯金までに、忠類どんと
こいむら祭り実行委員会（忠類
総合支所地域振興課・℡【忠】 ８
-2111）にお申し込みください。な
お、出店条件等の詳細については、
申込先にお問い合わせください。

歌謡ステージ　女子かぼちゃ投げ大会　地場野菜即売会　など

▲忠類和牛
の販売

まくべつ産業まつり
10月４日◯日  午前10時から
百年記念ホール前特設会場

主催/ 忠類どんとこいむら祭り実行委員会
主管/ 幕別町観光物産協会
協賛/ 忠類農業協同組合、幕別町商工会
問問 忠類どんとこいむら祭り実行委員会事務局
　　（忠類総合支所地域振興課内・℡【忠】 ８-2111）

【お楽しみ抽選会】
お楽しみ抽選会では特賞として商品券50,000円分（ナ
ウマン温泉アルコ236と道の駅・忠類共通商品券）、和牛
セットや忠類地域のブランド豚「どろぶた」の詰め合わ
せ等50品以上の景品を用意しております。なお、抽選券
を500円（買物利用券500円分付）で前売・当日販売いた
しますので、多くの方の来場をお待ちしております。
【前売券販売所】（当日は会場にて販売しております）
忠類総合支所地域振興課・商工観光課・札内支所・ナウ
マン温泉アルコ236・道の駅忠類 連絡バスを運行します

「幕別町役場～札内支所～道の駅・忠類特設会場」
間の連絡バスを運行します。
【行き】

幕別町役場発 札内支所発 会場着
８：30 ８：50 ９：50

【帰り】
会場発 札内支所発 幕別町役場着
13：40 14：40 15：00

※バスの乗車人数に制限がありますので、事前に
申し込みをお願いいたします。

◆申込期限　10月14日◯水　午後５時30分まで
◆申込先　忠類どんとこいむら祭り実行委員会事務局
　（忠類総合支所地域振興課内・℡【忠】 ８-2111）

パークゴルフ場の閉鎖について

　今シーズンは、11月３日◯火をもって閉鎖しま

す。１年間ご利用ありがとうございました。

問 土土木課公園維持係（℡【幕】 54-6622）

　　忠類総合支所経済建設課（℡【忠】 ８-2111）

　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。
◆日時　10月26日◯月～30日◯金
・役場２階税務課、札内支所
　平日夜間　午後５時30分～８時まで
・忠類総合支所１階地域振興課
　平日夜間　午後５時30分～８時まで
※忠類総合支所の開設は26日◯月、27日◯火のみとな
　ります。
◆持ち物　印鑑
■問　税務課納税係（℡【幕】 54-6603）
　　忠類総合支所地域振興課税務管財係
　　（℡【幕】 ８-2111）

町税の納税相談窓口を開設します

　著しく収入が低い方、病気や失業などの特別な
事情がある方で、住宅料減免を希望される方や公
営住宅料についてご相談のある方は次の日程で夜
間受け付けしますので、ご利用ください。
◆日時　10月14日◯水水、28日◯水水
　　　　午後５時30分～７時まで
◆場所　役場４階都市施設課、忠類総合支所２階
経済建設課、札内支所

◆持ち物　印鑑、直近の収入を証明できるもの（給
与明細書、年金振込通知書など）

問 都市施設課住宅係（℡【幕】 54-6623）
　　忠類総合支所経済建設課建設管理係　
　　（℡【忠】 ８-2111）

公営住宅料に関する夜間相談窓口を開設します

ストレスチェックが義務化されます
　平成27年12月から毎年１回労働者に対し、ス
トレスチェック（自分のストレスがどのような
状態にあるかを調べる検査）が義務付けられま
した。（労働者50人未満の事業場については、当
分の間努力義務）
　詳しくは、北海道労働局のホームページを参
照または労働局、労働基準監督署（支署）へ照会
してください。
■問　 厚生労働省北海道労働局（℡ 011-709-2311） 
　　帯広労働基準監督署（℡ 0155-22-8100）

　町が下水水道処理区域外に設置する浄化槽の受付
を行ないます。　
◆受付期間　10月5日◯月～12月18日◯金
◆受付数　20基
問　 水水道課下水水道事業係（℡【幕】 54-6624）

平成28年度合併浄化槽の設置を受け付けます

▲杜このみ

▲ゆり根の販売

▲ナウマン太鼓
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エコパ探検隊「美味しいものつくりたい」 　10月11日㊐ 午前９時45分～／定員20人
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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 お知らせ
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日本の伝統楽器おことで、いろんな曲
を弾いてみませんか？
初めてのおこと講座

◆日時・カリキュラム　時間　午前10時～正午

日程 カリキュラム

10月23日◯金 おことの基礎を学ぶ その１

10月30日◯金 おことの基礎を学ぶ その２

11月６日◯金 色んな曲を弾いてみる(きらきら星他)

11月13日◯金 色んな曲を弾いてみる(涙そうそう他)

11月27日◯金 おさらい会を予定

※内容は変更になる場合があります。

◆場所　百年記念ホール 音楽実習室

◆講師　長岡 幸枝さん（帯広三曲協会会長、帯広

邦楽邦舞協会副会長、「文杉の会」主宰）

◆対象　一般 10名（応募者多数の場合抽選）

◆受講料　2,500円

◆持ち物　筆記用具など

※箏・爪等は貸出用をご用意しております。

◆申込期限　10月16日◯金 

第３回 I LOVE まくべつフォトコンテスト
～出展作品募集～

◆募集期間　11月11日◯水水～30日◯月 

◆場所　百年記念ホール　ギャラリー

◆応募作品　

○テーマ　「十勝の秋」 １人１点（フィルムカメ

ラ・デジタルカメラ・携帯カメラで撮影したも

の）応募用紙はホームページからダウンロード

できます。

※ＨＰ：http://m100.jp/

◆応募方法　

　写真(Ａ４サイズ限定)に専用の応募用紙を貼付

し、持込み又は郵送で応募していただきます。

　入賞作品には、記念品を進呈します。

◆展示期間　12月９日◯水水～ 25日◯金
◆発表　

　12月20日◯日に入賞者には直接通知し、審査結果

は当ホームページ上にて発表します。

問・申 百年記念ホール(℡【幕】 56-8600）

11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～ ２、９、16、30日◯月 10、17、24日◯火
Ｅnjoy!イキイキサーキット 19:30～ 10、24日◯火 ５、19、26日◯木 ２、９日◯月 ６、13、20、27日◯金

はじめてエアロビクス
14:00～ 13日◯金 25日◯水水
19:30～ 17日◯火 30日◯月

ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
14:00～ 27日◯金 11日◯水水
19:30～ 12日◯木 16日◯月

みんなでスッキリサーキット 14:00～ ６、20日◯金 ４、18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～ ５、12、19、26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）

からだ読み解き講座　～健診フォロー教室～

　今年の健診結果で、生活習慣に関係する値がやや高めだった貴方へ健診フォロー講座のご案内です。
　せっかく受けた健診結果を何気なく見て置いておくなんてもったいない！
　今回受けた健診結果を保健師・栄養士・運動指導員と一緒に読み解き、生活の中でできる工夫を一緒に
見つけていきましょう。あなたにぴったりの方法がきっと見つかります！

日時 会場 持ち物 内容

１ 10月16日◯金
9:30～11:30

百年記念ホール
和室

最近の健診結果
事前アンケート
筆記用具

『からだ読み解きの秘訣』
保健師と一緒に今回の健診結果を読み解
きます。

２ 10月21日◯水水
9:30～13:00

百年記念ホール
和室・調理室

エプロン、三角巾、手拭
タオル、参加料300円

『貴方のからだに合った食事の秘訣』
管理栄養士の講話と、調理実習を通して
毎日の食事をふりかえります。

３ 10月28日◯水水
9:30～11:30

札内スポーツ
センター研修室

運動しやすい服装、室
内用運動靴、タオル、水水
分補給用の飲み物

『私にも続けられる！運動の秘訣』
運動指導員と一緒に運動の効果を講話と
実演を通して学びます。

◆対象　①②に当てはまる方
①40歳以上75歳未満の町民で今年健診（スマイル検診・職場健診・人間ドックなど）を受けた方
②健診結果のうち以下の検査結果が高めだった方
　ＢＭＩ・腹囲・血圧・糖代謝（血糖、HbA1c）・血中脂質(中性脂肪、LDLコレステロール)
◆参加料　300円（調理実習材料費）
◆定員　15名まで（先着順）
◆申込期日　10月９日◯金まで
問 保健課健康推進係（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

　

まくべつ芸術祭

【百年記念ホール会場】
☆菊花展・作品展（陶芸・絵画・木工他）
　10月31日◯土土～11月３日◯火　 午前９時～午後５時
☆バレエ＆バトン発表会
　11月１日◯日　開場：午後０時30分　開演：午後１時
☆薄茶席　
　11月１日◯日、３日◯火　 午前10時30分～午後３時30分
※両日とも100名に達した時点で終了します。
☆一般舞台　　
　11月３日◯火　 開場：午前11時　開演：正午

【札内東コミュニティセンター会場】
☆ダンスの夕べ
　11月３日◯火　午後５時30分～８時

◆バスの運行について
　一般舞台の会場に連絡バスを運行します。
　（事前申し込み不要）

<11 月３日◯火　一般舞台 >
　（本町方面⇒百年記念ホール）

10：30 保健福祉センター
10：40 町民会館
10：44 幕別北ふれあい交流館
10：52 まなびや相川（旧相川小学校）

※帰りのバスは、一般舞台終了15分後に百年記念
ホールを出発します。

【お願い】　百年記念ホール前の駐車については、原
則駐車禁止です。車椅子、歩行困難な方のみ駐車可
となっておりますのでご協力をお願いいたします。

問　まくべつ芸術祭実行委員会事務局　
　　平塚（℡【幕】 56-2551）

健康づくり冬講座＝初心者向けピラティス＝

認知症サポーター養成講座受講生募集

　認知症に対する正しい知識を持ち、認知症の方
やその家族を温かい目で見守るために、認知症サ
ポーター養成講座を開催します。事前の申し込み
が必要です。
　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。こ
の「オレンジリング」が連繋の「印」になるようなま
ちを目指します。
◆日時

日時 会場 定員
10月18日◯日
午前10時30分～正午
(受付は午前10時～)

介護老人保健施設
あかしや 50名

　ピラティスは、体の深層部の筋肉をしなやかで
丈夫に鍛えることにより、引きしめ効果や美しい
姿勢を維持する効果等が期待できる運動です。基
礎から無理なく始められますよ。
◆日時

日　程
11月４日◯水水、11月11日◯水水、11月18日◯水水、
11月25日◯水水

時　間 午前10時～ 11時30分
場　所 札内スポーツセンター２階　研修室
申込期限 10月30日◯金

◆対象　20歳以上の町民の方（初めての方優先）
◆参加費用　無料
◆定員　25名
◆服装・持ち物　バスタオル、水水分補給用の飲み

物、運動しやすい服装、上靴
◆講師　トータルケア代表　吉田景子さん
問・申 保健課健康推進係
　　　 (保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

◆講師　介護老人保健施設あかしや
　　　　課長　濱　功之　氏
◆対象　20歳以上の方
◆参加費用　無料
◆申込期限　10月13日◯火
申　介護老人保健施設あかしや（℡【幕】 55-4165）
問 保健課介護支援係
　  (保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

　幕別町の高齢者学級「しらかば大学」では、日ご
ろから学んできた成果を作品として展示します。
また、芸能発表・バザーもありますので、ご家族お
揃いでおいでください。
◆日時
　10月24日◯土土　午前10時～午後５時　作品展・バザー
　10月25日◯日　 午前10時15分～午後２時
　　　　　　　芸能発表・作品展・バザー
◆場所　百年記念ホール
問　教育委員会社会教育係（℡【幕】 54-2006）
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