お知らせ
町の情報はみんなの財産です

介護予防運動教室を開催します

情報は町民の皆さんと行政の共有財産です。
知りたいときに自由に知りえることと、行政が積極的に公開することは、開かれたまちづくりの基本で
す。
情報公開制度は、
「町民の知る権利」を尊重するとともに、
「情報の公開を請求する権利」を保障し、町と町
民の信頼関係を深め、公正で開かれた町政を推進することを目指して、平成12年度から実施しています。
◆公開請求できる方
▼平成27年度の公開実施件数
情報は町内に住む方に限らず、だれでも請求す
件数
項
目
ることができます。
新庁舎建設工事に関するもの
１
◆公開請求の手続き
釧路地方裁判所の判決文に関するもの
１
公開請求は所定の請求書で請求してください。
郵送による請求はできますが、口頭や電話によ
農作業体験施設整備計画に関するもの
１
る請求はできません。
コンピューター関連維持管理等に関するもの
１
◆公開の決定
一般廃棄物処理業務に関するもの
１
請求書を受理した日から起算して15日以内（や
職員の賃金、手当等に関するもの
１
む得ない理由があるときは45日以内）に、公開す
るかどうか決定し、通知します。平成27年度に請
幕別町字界の区域データに関するもの
１
求された情報は、２週間以内に公開または部分
議会運営委員会会議録に関するもの
１
公開を実施しました。
８
合
計
問 総務課情報管理係
（℡【幕】54-6608）

道東すずらん無料法律相談のお知らせ

５月の人権相談
【札内会場】
水 午後１時～３時
◆日時 ５月18日◯
◆場所 札内福祉センター
◆人権擁護委員 前川満博さん、赤石祐元さん
問 住民生活課住民活動支援係
（℡【幕】54‐6602）

人権擁護委員の日に合わせ
特設人権相談を行います
法務省では６月１日を「人権擁護委員の日」と定
め、全国的な啓発活動を展開しています。
また、釧路地方法務局帯広支局では、常時、人権
相談所を開設されていますが、下記の日程で特設
人権相談所を開設します。
なお、相談は無料で、相談内容についての秘密は
守られます。
水 午後１時～３時
◆日時 ６月１日◯
◆場所 町民会館
◆人権擁護委員 前川満博さん、佐藤恵子さん
問 住民生活課住民活動支援係
（℡【幕】54‐6602））
釧路地方法務局帯広支局（℡ 0155-24‐5823）
帯広市東５条南９丁目１の１

５月の行政相談
水 午後１時～３時
◆日時 ５月25日◯
◆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）
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釧路弁護士会では、道東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。
火 午後１時～４時（１件あたり30分）
◆日時 ５月17日◯
◆予約期間
金 ～13日◯
金（土日を除く開庁時間）
５月６日◯
※受付の際にご相談案件の概要を伺い、担当弁護
士に引継ぎします。
◆場所 幕別町民会館、札内福祉センター
◆相談内容 金銭、交通事故、土地建物、夫婦関
係、相続、債務整理等
◆相談担当者
幕別会場 鈴木茂雄 弁護士
札内会場 長谷川亮 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
お受けでき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）
■

『野焼き』は禁止されています
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、火災の危険
性など、多くの人に迷惑となるため法律で禁止さ
れています。
また、ドラム缶やブロックなど簡易な焼却炉での
焼却も、野焼きとみなされますのでやめましょう。
違反すると、５年以下の懲役、1,000万円以下の
罰金、またはこの両方となります。
問 防災環境課地域環境係
（℡【幕】54-6601）
■
忠類総合支所地域振興課（℡【忠】８-2111）

要介護状態を予防し、丈夫な体づくりを行うた
めに高齢者向けの運動教室を開催します。専門ス
タッフがアドバイスしながら、主にイスに座って
行う運動ですので、体力に自信がない方にお勧め
です。事前の申し込みが必要で、後日保健師が自宅
を訪問し、体の様子をお聞きします。
◆対象
介護認定を受けていない65歳以上の町民で、以
下の５項目の質問のうち３項目以上に該当する
方。
①階段は手すりや壁を伝わなければ歩けない。
②何かにつかまらないとイスから立ち上がれない。
③続けて15分間歩くことができない。
④この１年間に転んだことがある。
⑤転倒に対する不安が大きい。
◆内容
・看護師による問診・血圧測定
・専門スタッフによる個別相談
・イスに座ったストレッチ体操
・棒を使った体操
※手足を上げる運動もありますが、痛みのない範
囲で行います。
◆日時・場所・定員・運動強度
会 場
日 時
定員
水 ～８月31日◯
水水
６月15日
◯
札内福祉
の毎週水曜日（12回）午後１時30分～ 20名
センター
運動強度：かなり弱め
金 ～９月９日◯
金金
６月24日◯
ふらっと札内 の毎週金曜日（12回）午後１時～ 15名
運動強度：弱め
木 ～９月29日◯
木木
忠類ふれあい ６月30日◯
の毎週木曜日（12回）午後１時30分～ 20名
センター福寿 運動強度：かなり弱め
◆参加料 無料
金金
◆申込期日 ５月27日◯
問・申 問 保健課高齢者支援係
（℡【幕】54-3812）
■
保健福祉課保健係（℡【忠】８-2910）
（ふれあいセンター福寿内）

町立わかば幼稚園体験入園
町立わかば幼稚園の「一日体験入園（第１回）」を
実施します。希望される方は、事前にわかば幼稚園
までご連絡ください。
（９月、12月も実施予定）
木 火 午前10時～11時
◆日時 ６月２日◯
◆場所 町立わかば幼稚園（錦町98番地）
◆対象者 満２歳以上の未就学児
◆内容 「園児と一緒に仲良く遊ぼう」
◆その他
・保護者、体験入園児ともに上履きをご用意くだ
さい。
水 を予定しています。
・第２回は９月７日◯
問・申 わかば幼稚園
（℡【幕】54-4223）

ボーイスカウト探検隊「モンキーブリッジ体験会」
（幼児～中３）／５月１日（日）～５日（木）午前10時00分～参加料無料
ボーイスカウト探検隊「春のキャンプ」
（小学生）／５月21日（土）～ 22日（日）土午前10時00分～

問・申
■

P19下段

※市外局番…【幕】0155【忠】01558

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。
木
◆日程 ６月９日◯
◆対象 町内在住の幼児・児童
◆料金 １人500円（通常料金 約1,000円）
◆場所
下記の医療機関で実施されますので、予約の有
無などの詳細は、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。
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
問 保健課健康推進係
（℡【幕】54-3811）
■

平成28年度「介護予防生活実態調査」を実施します
町では介護状態を予防することを目的とした事
業の充実をはかるために、下記の該当年齢の方に
調査を実施します。
◆実施期間
平成28年５月中旬～平成29年３月
（郵送調査は９月まで）
◆方法・対象者
方法

年齢（平成29年3月31日時点）

郵送調査 75歳、80歳、82歳、84歳、86歳、88歳
訪問調査 90歳以上
※要介護・要支援認定を受けている方を除く。
※訪問調査は、幕別町地域包括支援センターまた
は、在宅介護支援センターの職員が自宅を訪問
します。
※訪問日の希望がある方は、下記までお問い合わ
せください。
問・申 幕別町地域包括支援センター
（保健課高齢者支援係（℡【幕】54-3812）

問 …問い合わせ先 ■
申 …申し込み先 ■
提 …提出先
■

2016.5月号
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幕別町畜産祭り

緑町の宅地を分譲しています

町民の畜産に対する理解と、畜産業の振興を目
的として、畜産祭りを開催します。
乳牛・和牛（黒毛和種）の各部門の共進会や子牛と
のふれあいコーナー、お楽しみ抽選会などがありま
す。多くの皆様のご来場をお待ちしております。
木 木 午前９時30分～※小雨決行
◆日時 ６月２日◯
◆場所 町営南勢牧場多目的広場
◆内容 ・乳牛、肉牛の共進会
・ジャッジングコンテスト
問 幕別町畜産祭り実行委員会事務局
■
農林課畜産係（℡【幕】54-6605）
忠類総合支所経済建設課（℡【忠】８-2111）

東日本大震災義援金を受付します
日本赤十字社幕別町分区では、被災者支援のた
め、義援金の受付を行っています。
木 まで
◆受付期間 ６月30日◯
◆受付方法 役場、札内支所、糠内出張所、忠類総
合支所及びふれあいセンター福寿の各窓口にご持
参いただくか次の口座へお振り込みください。
○郵便振替口座
口座名義「日赤平成28年熊本地震災害義援金」
口座番号「００１３０‐４‐２６５０７２」
※郵便窓口の取扱いの場合は振替手数料が免除されます。
※受領証は免税証明として利用できます。
問 福祉課社会福祉係
（℡【幕】54-6612）
■

札内東コミュニティセンター
改修工事について
次のとおり、札内東コミュニティセンターの改
修工事を予定しています。利用者の皆様にはご不
便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をお願い
いたします。
月 ～平成29年３月20日◯
月
◆工事期間 ６月20日◯
※工事期間は、工事の進捗状況により、延長するこ
とがあります。
◆利用制限 和室、調理室、ロビー、玄関は利用で
きません。
※出入りは、仮設玄関をご利用ください。
問 住民生活課住民活動支援係
（℡【幕】54-6602）
■
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緑町
分譲価格を値下げしました。
新田通
◆区画面積
555.93㎡（168.16坪）
◆販売価格
●新緑公園
6,009,000円
◆所在地
幕別町緑町１番地18
平和通
※詳細は、お問い合わせください。
問 幕別町土地開発公社
（商工観光課内・℡【幕】54-6606）

幕別町役場新庁舎に
売店「ぴよすく」が開店します
幕別町役場新庁舎１階に喫茶コーナー・売店「ぴ
よすく」が開店します。町内三つの障がい者就労支
援事業所で作る幕別町ワーカーズ利用組合が運営
するこの店では、障がいのある方たちが働き、コー
ヒーやお茶、ジュースなどを提供するほか、事業所
の製品やパン、お弁当なども販売します。
役場の用事で来庁された方やパークゴルフに来
た方、コミバスの待ち時間の間などにどうぞお立
ち寄りください。
問 福祉課障がい福祉係
（℡【幕】54-6612

介護保険料などの収納業務を
税務課で行います
機構改革により税務課収納係では、町税と介護
保険料等の収納業務を一元化します。
新たに収納業 務を行う公金は、次のとおりで
す。なお、制度に関するお問い合わせは、従来どお
り担当課となります。
◆公金の種類
介護保険料、後期高齢者医療保険料、常設保育所保育料
◆制度のお問い合わせ
保健課介護保険係
介護保険料
℡【幕】54-3812
住民生活課国保医療係
後期高齢者医療保険料
℡【幕】54-6602
こども課保育係
常設保育所保育料
℡【幕】54-6621
※上記の公金に ついて、未納の場合は財産の調
査、差押え等の滞納処分を行うことがあります。
問 税務課収納係
（℡【幕】54-6603）
忠類総合支所税務管財係（℡【幕】８-2111）

エコパ探検隊「サケの子供みおくりたい」 （幼児～大人）／５月５日（木） 午後13時00分～
問・申 P19下段
エコパ探検隊「ザリガニと遊びたい」（幼児～大人）／５月14日（土）土午前９時45分～ ■

後期高齢者医療制度のお知らせ

～保険料率の見直しについて～

◆

保険料率が変わりました
被保険者の皆さまにお支払いいただく保険料は、２年ごとに定める保険料率をもとに決めることになっ
ています。平成28・29年度の新しい保険料率は、次のとおりです。
●

均

等

平成26・27年度

割

（被保険者が等しく負担）
●

所

得

（年間）

割

（被保険者の所得に応じて負担）

● 賦課限度額
（１年間の保険料の上限）
◆

平成28・29年度

51,472円

（年間）49,809円（1,663円減）

平成26・27年度

平成28・29年度

10.52％

10.51％（0.01ポイント減）

平成26・27年度

平成28・29年度

57万円

57万円（変更なし）

均等割２割・５割軽減の範囲が拡大しました
平成27年度まで
軽減割合

所得が次の金額以下の世帯

５割軽減

33万円＋（26万円×世帯の被保険者数）

２割軽減

33万円＋（47万円×世帯の被保険者数）

平成28年度より
軽減割合

所得が次の金額以下の世帯

５割軽減

33万円＋（26万５千円×世帯の被保険者数）

２割軽減

33万円＋（48万円×世帯の被保険者数）

◆

保険料の計算方法（平成28年度）
保険料額は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計で計算
します。

均

等

割

【１人当たりの額】

49,809 円

＋

所

得

割

【被保険者本人の所得に応じた額】
（平成27年中の所得ー33万円）×10.51％

＝

１年間の保険料
【限度額 57 万円】
（100円未満切り捨て）

※年度途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

平成28年度の保険料額は、６月に個別にお知らせします
問 北海道後期高齢者医療広域連合
（℡011-290-5601）
■

住民生活課国保医療係（℡【幕】54-6602）

※市外局番…【幕】0155【忠】01558

問 …問い合わせ先 ■
申 …申し込み先 ■
提 …提出先
■

2016.5月号
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緑町団地【単身者住宅】入居者募集

公営住宅入居者募集

◆募集する住宅
募集する住宅
緑町

緑町22－５

耐火３階建て

階数 間取り 建設年 浴槽
1-301

３ １ＤＫ

Ｈ６

3-208

２ １ＤＫ

Ｈ９

有

給湯設備
オール電化
・蓄熱式電気暖房
・電気温水器
・電気調理器

◆随時募集する住宅（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
オール電化
有 ・蓄熱式電気暖房
緑町 緑町22－５ 耐火３階建て 1-304 ３ １ＤＫ Ｈ６
・電気温水器
・電気調理器

家賃
30,200円
33,300円
家賃
30,200円

月 ～13日◯
金 月月
◆定期募集期間 ５月９日◯
月 午前10時 幕別町役場
◆定期募集住宅の抽選会 ５月23日◯
※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。
木 午前10時 幕別町役場
◆入居説明会 ６月２日◯
金
木
※６月３日◯～16日◯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 都市計画課住宅係、
忠類総合支所経済建設課建設管理係、札内支所
問 都市計画課住宅係
（℡【幕】54-6623）

幕別町南勢地区では、農作業体験や自然とのふれあい、地元農業者との交流を通じて、食糧・農業に対する
理解を深めてもらうことを目的に、今年も農業体験会を開催します。

第１回
第２回
第３回

時

内

土土土
５月 28 日◯
９:00 ～ 12:00
８月下旬の土曜日
９:00 ～ 12:00
１月中旬の土曜日
９:00 ～ 12:00

容

★じゃがいもとにんじんの植えつけ！！
★じゃがいもとにんじんの収穫！！
（とれたて野菜の試食やおみやげつき）
★とん汁とおとうふづくり！！

音声による119番通報が困難な方には、メール・
ＦＡＸで消防車、救急車の要請が可能となります。
◆メール要請 事前に利用登録が必要です。
※申請書および利用案内は、各消防署にあります。
◆ＦＡＸ要請 119番へＦＡＸにより送信
※ＦＡＸ送信用紙は、各消防署にあります。また、
幕別消防署ホームページからダウンロードでき
ます。
◆提出先 幕別消防署、札内支署、忠類支署
問 幕別消防署警防課救急係
（℡【幕】54-2434）
15
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十勝エコロジー
パークイベント

１

１LDK

H11

②旭町東（1-102）

１

２LDK

H17

フラワーガーデンの花植えボランティア募集
花と緑に包まれた潤いのあるまちづくりを目指
し、フラワーガーデンの花植えを行います。参加は
自由。道具は町が用意します。
土
５月21日◯

午前９時～

※小雨決行、雨天の場合は中止
◆場所

スマイルパーク内フラワーガーデン

問 土木課管理係
（℡【幕】54-6622）
■

エコパ探検隊「小川で遊びたい」 （小学生～大人）／５月21日（土）午前９時45分～
問・申 P19下段
エコパ探検隊「春だ畑をつくりたい」（幼児～大人）／５月22日（日）土午前９時45分～ ■

有

リース

家賃
18,700円～36,800円
19,100円～37,400円

◆一般公募の住宅（⑥、⑨の住宅は、今回の募集で応募がない場合は、随時募集します）
募集する住宅
③新緑町東（2-34）

階数 間取り 建設年 浴槽 給湯設備
１

④旭町西（2-201）

⑦旭町東（1-201）

3LDK
2LDK

⑥旭町西（2-207）
２

⑧旭町東（2-206）

S57

⑩泉町（3-202）

入居者負担

家賃
12,200円～23,000円
24,000円～47,100円

H14
H17

3LDK

⑨泉町（1-4）

20,100円～39,400円
有

リース

23,900円～46,900円

H18

24,000円～47,100円

H5

22,700円～44,600円

H8

22,900円～44,900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
新緑町西（1-14）

階数 間取り 建設年 浴槽 給湯設備
１

新緑町南（1-5）

S57

12,200円～23,000円

3DK

S53

10,100円～19,900円

寿町（2-102）

S59

２

寿町（1-204）

3LDK
１

家賃

3LDK

新緑町南（1-4）

寿町（3-101）

◆日時

階数 間取り 建設年 浴槽 給湯設備

①新緑町２（10）

新緑町東（2-31）

◆対象者 町内に住む小学生親子20名程度（応募多数の場合は、抽選となります）
◆参加料 １家族3,000円
月 水水
◆申込期限 ５月23日◯
◆その他 詳細は申込時にお伝えします
問・申 あぐりオープンＤａｙ実行委員会事務局
（十勝農業改良普及センター十勝東部支所）
℡ 015-572-3128(担当小西)

メール・FAX119番の利用について

募集する住宅

⑤旭町西（2-203）

農業体験会「あぐり★オープンＤａy」の参加者募集

日

◆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、お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
①～②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。①の住宅は１人
世帯向けの住宅です。

入居者負担

15,000円～29,600円

S61

16,100円～31,600円

S62

16,300円～32,100円

◆定期募集期間
月 ～13日◯
金 月月
優先公募の住宅 ５月９日◯
月 ～20日◯
金
一般公募の住宅 ５月16日◯
火
◆定期募集住宅の抽選会 ５月31日◯ 午後２時（午後１時30分より受付） 幕別町役場
※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。
金 午後２時 幕別町役場
◆入居説明会 ６月10日◯
土 ～17日◯
金 までに入居願います。
※６月11日◯
◆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 都市計画課住宅係、
忠類総合支所経済建設課建設管理係、札内支所
問 都市計画課住宅係
（℡【幕】54-6623）
※市外局番…【幕】0155【忠】01558

問 …問い合わせ先 ■
申 …申し込み先 ■
提 …提出先
■
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狂犬病予防注射日程表 （幕別・札内地区）

狂犬病予防注射と犬の登録

５月
火
日◯

火

５月
日 日
日◯

22

５月
火
日◯

N

火

春日近隣
センター

札内東中学校グラウンド

春日
東団地

実施日

火

５月
水
日◯

18
水

十勝エコロジー
パークイベント

17

火
日◯

総務省および経済産業省では、６月１日を基準
日として、平成28年経済センサス活動調査を実施
します。すべての事業所および企業が対象になり
ますので、調査へのご協力をお願いします。
◆調査方法 訪問による調査員調査
郵送による直轄調査
水 から
◆提出期間 ６月１日◯
※インターネットによる回答もできます。
問 総務課情報管理係
（℡【幕】54-6608）

５月

平成28年経済センサス活動調査を実施します

時間
13:00～13:15
13:25～13:45
13:55～14:10
14:30～14:55
15:05～15:25
15:35～16:05
９:40～10:05
10:30～10:40
10:45～10:55
11:05～11:20
11:30～11:35
11:50～11:55
13:10～13:20
13:45～14:10
14:25～14:40
14:55～15:10
15:20～15:35
９:30～10:00
10:10～10:40
10:50～11:10
11:20～11:50
12:00～12:30
14:00～14:25
14:35～15:00
15:10～15:30
９:40～10:00
10:15～10:25
10:45～11:00
11:20～11:30
13:00～13:15
13:40～14:00
14:15～14:30
14:40～14:50
15:20～15:40

実施場所
明野近隣センター
幕別北ふれあい交流館
南町公園
暁町公園
働く婦人の家
札内支所
古舞近隣センター
途別コミュニティ消防センター
途別第３会館
日新近隣センター
掛川牧場
依田公園（野球場）
依田近隣センター
稲志別近隣センター
千住西ふれあい交流館
相川担い手会館
相川北近隣センター
新北町近隣センター
札内北コミュニティセンター
北栄町近隣センター
桂町公園
あかしや近隣センター
緑央公園
幕別南コミュニティセンター
役場
駒畠公民館
中里近隣センター
美川近隣センター
明倫近隣センター
糠内コミュニティセンター
新和近隣センター
大豊近隣センター
新川近隣センター
猿別近隣センター

狂犬病予防注射日程表 （忠類地区）

春日
東団地

廃止区間

17

17

24

町道春日東団地道路１号を３月10日付で廃止しま
した。５月10日以降は通り抜けができなくなります。
◆廃止区間 町道春日東団地道路１号の全区間
問 土木課管理係
（℡【幕】54‐6622）

広報まくべつ No.772
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日 日
日◯

町道廃止のお知らせ

５月

◆狂犬病予防注射
犬の飼い主は、飼い犬に狂犬病の予防注射を年
１回受けさせることが法律により義務付けられ
ています。右の日程で狂犬病予防注射を行いま
すので、必ず受けてください。
○該当犬 生後91日以上の犬（室内犬も同じ）
○ 予 防 注 射 の 費 用 １ 頭 3,110 円（ 注 射 料 金
2,560円、注射済票交付手数料550円）
※お釣りのないようにご用意願います。
※動物病院などで実施済みの方は、注射済票交付
手数料のみがかかります。
※病気犬などの注射の有無は、事前に獣医師とご
相談してください。
◆犬の登録
新たに犬を飼われた方は、犬の登録が必要です。
○登録料 １頭 3,000円
※登録は、１頭につき一度です。
※狂犬病予防注射の会場でも登録できますが、当
日は混雑が予想されるため、事前に防災環境課
地域環境係、忠類総合支所地域振興課、札内支所
で登録されることをお勧めします。
◆こんなときは届け出をしてください
・飼い主が変わったとき
・飼い主の住所が変わったとき
・飼い犬が死亡したとき
問 防災環境課地域環境係
（℡【幕】54-6601）
■
忠類総合支所地域振興課（℡【忠】８-2111）

実施日

時間

実施場所

９:10～９:20
９:40～10:00
10:20～10:30
10:35～11:00
12:00～13:00
13:30～13:45
14:00～14:10
14:30～14:40
15:00～15:15
15:30～15:40
15:50～16:00
16:10～16:20
17:00～18:00
９:10～９:30
９:45～10:00
10:10～10:30
10:40～10:50
11:00～12:00

上忠類寿の家
西当寿の家
上当寿の家
予備（集団注射）
十勝 NOSAI 南部事業所忠類分室跡
東宝会館
旧古里会館跡
晩成 和田利男宅
新生会館
幌内へき地保健福祉館
元忠類寿の家
元忠類 東口政秋宅前
忠類コミュニティセンター
本町せせらぎ団地空地 川瀬宅前
忠類体育館
ふれあいセンター福寿
商工会忠類支所
予備（集団注射）

エコパ探検隊「木のトンネル作りたい」（小学生～大人）／５月28日（土）午前９時45分～
問・申 P19下段
クニさん歌広場の開催（幼児～大人）／５月22日（日）土 午後３時00分～ ■

臨時介護認定調査員募集

臨時的任用職員募集

募集内容 介護認定調査業務
募集人数 １人
介護支援専門員資格取得者、看護職・介
護職の資格取得者
応募資格 認定調査員研修修了の方（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取得者
勤 務 日 月曜日～金曜日

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。
業務内容

一般事務補助

募集人数

３人（６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25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

勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
賃

通通 ◯
社社 ◯
雇雇
金 日額8,960円 ◯

雇用期間 平成28年６月１日～平成29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
月 必着
◆提出期限 ５月23日◯
◆面接日時 ５月下旬（詳細は後日連絡します）
◆提出先提 保健課高齢者支援係、札内支所、保健福
祉課保健係(ふれあいセンター福寿内)問
問 保健課高齢者支援係
（℡【幕】54-3812）
■

農業体験塾参加者募集
農業と食料の関わりに興味を持ち、理解を深め
ていただくことを目的に、｢農業体験塾｣を開催し
ます。
◆日程・内容
土 金 午前９時～ ３時間程度
５月21日◯
・乳搾りなどの酪農体験
・枝豆、とうもろこし等種まき体験
（ミニトマトの鉢植えをプレゼント）
土 土 午前９時～ ４時間程度
９月10日◯
・枝豆、人参、じゃがいも等の収穫体験
・収穫した作物等を使用した昼食づくり
※各日程の内容は変更になることがあります。
◆対象者 町内の小・中学生（小学１、２年生の
参加者は保護者同伴）
◆場所 農業試験ほ場、ふるさと味覚工房(新
和)、白木牧場(札内稔町)
◆参加料 １回500円
水 （先着20人）
◆申込期間 ５月11日◯
◆その他
・詳しくは、参加者に別途お知らせします。
・現地への送迎は、保護者にお願いします。
問・申 農林課農政係(℡
【幕】54-6605)

新庁舎の駐車場のご案内
金 から新庁舎での開庁となりますが、
５月６日 ◯
木 まで旧庁舎駐車場をそのま
駐車場は、６月30日 ◯
ま使用することとなります。
金 以降は、
７月１日 ◯
旧庁舎解体のため、新庁舎
北側が駐車場となる予定です。後日広報にて詳細
をお知らせします。
問 総務課契約管財係
（℡【幕】54-6608）
■

※市外局番…【幕】0155【忠】01558

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）
勤務日及 ※勤務場所によって曜日や時間が
び時間
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。
賃

金

任用期間

通通 ◯
社社 ◯
雇雇
◯

日額5,980円

平成28年６月１日～ 11月30日

◆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。
金 木 郵送の場合は当日必着
◆提出期限 ５月13日◯
月 水 午前９時
◆面接日時 ５月23日◯
◆提出先 商工観光課商工労政係、忠類総合支所、
札内支所、糠内出張所
問
■ 商工観光課商工労政係（℡【幕】54-6606）

臨時保健師募集
募集職種 保健師
募集人数 １人
保健師資格
応募資格
普通自動車運転免許取得者
業務内容 保健師業務全般
勤 務 日 月曜日～金曜日
勤務場所 保健課健康推進係
勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
賃

金 日額8,960円

通通 ◯
社社 ◯
雇雇雇
◯

雇用期間 平成28年７月１日～平成29年３月31日
◆提出書類 履歴書（写真添付）
保健師免許の写し
金 必着
◆提出期限 ５月20日◯
◆面接日時 詳細は後日連絡します。
◆提出先提 保健課健康推進係、札内支所、保健福祉
課保健係(ふれあいセンター福寿内)問
問
■ 保健課健康推進係（℡【幕】54-3811）
通 ～通勤手当、
社 ～社会保険料、
雇 ～雇用保険料
※◯
◯
◯

問 …問い合わせ先 ■
申 …申し込み先 ■
提 …提出先
■
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百年記念ホール講座
革の小銭入れをお父さんにプレゼントをしよう！
父の日企画「革細工で小銭入れ作り」
日 午後１時～４時
◆日時 ６月12日◯
◆場所 百年記念ホール 木工芸室
◆講師 松川 利雄さん（町内在住）
◆定員 小学生12名（一般も可、応募者多数の場合抽選)
◆受講料 小学生200円、一般500円
◆材料費 300円（革・金具・染料代等）
◆持ち物 特になし（汚れてもいい服装）
日 金金金金金金金金金金金
◆申込期限 ６月５日◯

ハーブを使って楽しくCooking！
ハーブ活用講座（お料理編）
◆日時・カリキュラム

午前10時～午後１時

日程

カリキュラム

水水
６月15日◯

お菓子作りに使うハーブ＆スパイス
ハーブクッキーを作ろう！

キッチンハーブとスパイスの活用法
水水 ハーブスープとドレッシング作り！
７月20日◯
※内容が変更になる場合もあります。
◆場所 百年記念ホール 調理実習室
◆講師 増岡 麻水さん（町内在住、ハーブ学習指導員）
◆定員 一般15名（単発受講も可、応募者多数の場合抽選)
◆受講料 一般1,000円（単発受講の場合１回500円）
◆材料費 1,000円（単発受講の場合１回500円）
◆持ち物 エプロン、バンダナ、筆記用具等
水 金金金金金金金金金金金
◆申込期限 ６月８日◯

いつか来るその日に向けて…備えあれば憂いなし！
終活セミナー
◆日時・カリキュラム 午前10時～ 11時30分（全８回）
日程
カリキュラム
講師
木木 エンディングノートの作成１ 山崎 増美さん（ファイ
６月16日◯
木木 エンディングノートの作成２ ナルシャルプランナー）
６月23日◯
菅 好弘さん（市民後見

木木 成年後見制度について
７月７日◯
の会「まくべつ」会長）
木木 介護について
幕別町役場 保健師
７月21日◯
木木
８月４日◯ 相続と遺言書について１ 中野 尊仁さん（太陽総
木木 相続と遺言書について２ 合法律事務所 弁護士）
８月18日◯
整理収納アドバイザーによ 兼子 久実さん（整理収
木木
９月１日◯
るお話（生前整理について） 納アドバイザー）
田中 隆浩さん（株式会社
葬儀会社によるお話
木木
９月15日◯
帯広公益社 営業次長）
（葬儀について）

◆場所 百年記念ホール 学習室２
◆定員 一般20名（単発受講も可、応募者多数の場合抽選)
◆受講料 3,000円（単発受講の場合１回500円）
◆材料費 500円（エンディングノート代）
◆持ち物 筆記用具等
木 金金金金金金金金金金金
◆申込期限 ６月９日◯
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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）

自分の思い出を曲にしてみませんか？
作曲入門講座
◆日時・カリキュラム

午後７時～９時（全10回）

日程
カリキュラム
金金
５月20日◯ 作曲ってなに？～いろいろな作曲の形
金金 モチーフとその発展～メロディーの誕生
５月27日◯
金金 音階とメロディー
６月10日◯
金金 リズムバリエーションとメロディー
６月17日◯
金金 鼻歌作曲法
６月24日◯
金金 コードからメロディーを作ってみよう
７月８日◯
金金 メロディーにコードの服を着せよう
７月15日◯
金金 いろいろな曲構成
７月22日◯
金金 作った曲を録音してみよう
７月29日◯
金金 演奏やCDによる発表会
８月19日◯
※内容等が変更となる場合があります。
◆場所 百年記念ホール 視聴覚室
◆講師 村田 博之 さん（音楽プロデューサー、
「むー音楽工房」代表）
◆定員 一般10名（応募者多数の場合抽選)
◆受講料 5,000円
◆材料費 1,300円（テキスト、ＣＤ制作代等）
◆持ち物 お持ちの楽器、筆記用具等
金 金金金金金金金金金金金
◆申込期限 ５月13日◯

やわらかくって素敵な絵を描きましょう！
パステル和(NAGOMI)アート講座
◆日時・カリキュラム
日程

午前10時～正午（全14回）
カリキュラム

パステルに慣れる
日日
５月22日◯
（道具の使い方１、基本の絵の作成）
日日 風景の絵作成
（道具の使い方２）
５月29日◯
メッセージアートの作成（アートを
日日 プレゼント）
６月12日◯
混色・グラデーション・表現技法の練習
日日 感情表現・立体表現
（パステル絵練習）
６月26日◯
日日 工夫した描き方１
（花火の絵）
７月３日◯
日日 工夫した描き方２
７月10日◯
※内容等が変更となる場合があります。

◆場所
◆講師

百年記念ホール 学習室２
髙橋 優美さん（パステル和(NAGOMI)アー
トインストラクター）
◆定員 小学生以上12名（応募者多数の場合抽選)
◆受講料 小中高生1,200円、一般3,000円(単発受
講の場合１回、小中高生200円、一般500円)
◆材料費 1,800円（単発受講の場合１回300円）
※額代１枚100円（希望者のみ）
◆持ち物 特になし
日 金金金金金金金金金金金
◆申込期限 ５月15日◯

十勝エコロジーパークのイベントは事前に申し込みが必要です。詳細はお問い合わせください。
問・申
■

十勝エコロジーパーク（℡ 0155-32-6780・Fax 0155-32-6785）http://www.netbeet.jp/~ecopark/index.html

６月の健康講座
講座名

時間

幕別トレセン

転倒しない体づくり

月月
13:30～ ６、13、20、27日◯

Ｅnjoy!イキイキサーキット

火火
19:30～ 14、28日◯

はじめてエアロビクス
ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
みんなでスッキリサーキット

札内スポセン
火火
７、14、21、28日◯

木木 ６、
月月
２、16、23、30日◯
20日◯

金金
３、10、17、24日◯

金金
14:00～ 10日◯

水水
29日◯

火火
19:30～ ７、21日◯

月月
27日◯

金金
14:00～ 24日◯

水水
８日◯

木木
19:30～ ９日◯

月月
13日◯

金金
14:00～ ３、17日◯

水水
１、15、22日◯

講座名

時間

忠類体育館

木木
ゆったりストレッチ＆快適運動 14:30～ ２、９、16、23,30日◯

講座名
水中エクササイズ

時間

幕別町民プール

水、
金、
月月
15:30～ １日◯
10日◯
27日◯
火、
木木
19:00～ 14日◯
23日◯

上記講座については、事前申し込みはありません。当日、気軽にご参加ください。
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）・幕別町民プール（℡【幕】54-6373）

合併10周年・開町120年記念

第５回町長杯幕別町民パークゴルフ大会

日 土 午前８時受付
◆日時 ５月22日◯
（小雨決行、雨天の場合は現地で判断）
◆場所 ちろっとの森（東・西）コース
◆参加対象 幕別町民
◆参加料 １人500円（申し込み時に納入）
◆競技方法 個人戦（男・女）
金 ～５月16日◯
月日
◆申込期限 ５月６日◯
申 クマゲラハウス
（℡【幕】54-2289）
札内スポーツセンター（℡【幕】56-4083）

第30回町民ナイターソフトボール大会
月 ～７月22日◯
金
６月20日◯
午後７時30分から試合開始 ※１日２試合
◆場所 運動公園ソフトボール球場
◆対象 公区または近隣公区で編成するチーム。
※20代３人、30代４人、40代２人が常時出場。上位
の年齢が多くなる編成は認める。
※女性は年齢・人数に制限なし
※小・中・高校生は除く。
※年齢は５月１日現在の満年齢
◆参加料 １チーム7,000円
金 の午後７時から、
町民会
◆申込方法 ６月３日 ◯
館で行う監督会議で受け付けます。
※選手名簿と参加料を持参してください。
問 町ソフトボール協会事務局・関根
■
（℡【幕】54-3064）

◆日時

※市外局番…【幕】0155【忠】01558

問 町パークゴルフ協会事務局・甲地
■

(℡【幕】56-7761)

第26回公区混成ソフトボール大会
月 ～10日◯
金
６月６日◯
午後７時30分から試合開始
◆場所 運動公園ソフトボール球場
◆対象 公区または近隣公区で編成するチーム。
※男性は５月１日現在で満40歳以上であること。
※女性２人以上が常時出場ですること。
※小・中・高校生は除く。
◆参加料 １チーム7,000円
◆申込方法
金 の午後７時から、
５月13日 ◯
町民会館で行う監
督会議で受け付けます。
※選手名簿と参加料を持参してください。
問 町ソフトボール協会事務局・関根
■
（℡【幕】54-3064）

◆日時

問 …問い合わせ先 ■
申 …申し込み先 ■
提 …提出先
■
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