INFORMATION

幕別町地域自主防災訓練を実施します
「幕別町地域自主防災訓練」とは、平成27年度から平成31年
度までの５年間で、市街地を中心とした指定避難所ごとの
対象公区で行う防災訓練です。

今年度は「幕別北コミュニティセンター」、
「農業者トレーニ
ングセンター」、
「札内北小学校」を指定避難所とする公区を
対象に、３カ所同時に避難訓練を行います。

一人ひとりが地域の特性を知り、災害に備えるために何を
しておけばよいか、災害の時はどう行動すればいいかを学
び、いざという時は自分や家族の身は自分たちで守り、近隣

住民や地域の人たちが互いに助け合える地域を目指し、防

【幕別北コミセン】旭町１、旭町２、旭町４
【農業者トレーニングセンター】

本町１、本町２、本町３、幸町、錦町１、錦町２、相川、相川

社会功労

東、相川南、相川西、相川北

【札内北小学校】

共栄町１、共栄町２、共栄町３、新北町東、新北町西、北町
１、北町２、北町３、桜町北、桜町中央、桜町南

◆訓練内容

震度７を想定し、指定緊急避難場所への避難、公区が計画
した避難訓練計画に基づいた安否確認と要支援者対策、町

お が さ

いわお

小笠 巖さん

札内新北町・76歳

と公区の連携による避難所の運営の訓練を行います。

10月23日㊐ 午前９時～午前11時30分（予定）

※悪天候などにより訓練を中止する場合は当日午前７時
に判断し、対象公区を通じて参加者へ連絡します。

各公区の指定避難場所、幕別北コミュニティセンター、
農業者トレーニングセンター、札内北小学校

各公区、防災環境課防災危機管理係（☎

行います。功労者表彰は、自治・社会・産業・文化の発展などの分野で顕
著な功績のあった個人・団体を、町民栄誉賞は、町民に希望と活力を与
える顕著な功績があり、広く町民が敬愛する方を表彰するものです。

◆対象公区

災力を強化しましょう。

◆と き
◆ところ

功績をたたえて

10月１日㊏に平成28年度幕別町功労者と幕別町町民栄誉賞の表彰を

社会功労

54-6601）

さ た け

まさあき

佐竹 正明さん

平成10年に民生委員児童委員、平成
22年からは幕別町民生委員児童委
員協議会会長として、地域住民から
信頼と尊敬を寄せられました。
また、幕別町民生委員推薦会委員、介
護保険運営等協議会委員、幕別町社
会福祉協議会理事、評議員として多
大な貢献をされました。

平成２年に忠類歯科診療所歯科医師
として就任以来、地域住民の歯科医
療の確保に尽力されています。
また、幕別町嘱託医師、国民健康保険
運営協議会委員などの要職を務めら
れ、地域医療・保健福祉の進展に多大
なる貢献をされています。

忠類錦町・60歳

産業功労

台風10号等大雨災害義援金の受け付け
平成28年８月30日の台風10号による大雨等で被災された

幕別町の皆さまの生活支援や再建のための義援金を受け付
けます。お寄せいただいた義援金は、直接被災された皆さま

口座名義人：幕別町災害義援金（マクベツチョウサイガイギエンキン）
銀行名

北洋銀行

科目

普通

本・支店名

事項については町ホームページでお知らせします。

口座番号

◆受付期間

銀行名

11月30日㊌まで（１回目）

◆税法上の措置（控除）について

災害義援金は、所得税法、地方税法、法人税法上の寄附

金控除や損金算入の取扱いを受けることができます。税
の申告をされる場合は、
「 金融機関の振込票（原本）」、町
ホームページ（専用口座掲載部分）の写しが必要です。

◆受領書について

災害義援金受領書をご希望の方は「受領書発行依頼書」が
必要となります。詳細はお問い合わせください。
出納室会計課（☎

54-6607）

http://www.town.makubetsu.lg.jp/

（トップページ＞特別なお知らせ＞台風10号等大雨災害義援金の受け付け）
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ところ
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料金

対象

みつひで

日新・65歳

◆義援金受け付け

にお届けします。

振込口座の増設や口座振込以外での受け付けなどの追加

たかはし

髙橋 光秀さん

本・支店名
科目
口座番号
銀行名
振込元・
振込先
本・支店名
科目
口座番号

幕別支店

帯広信用金庫 十勝信用組合
札内支店

幕別支店

3265524

1271661

1055379

幕別町農業
協同組合
本所
普通
0027455

札内農業
協同組合
本所
普通
0023139

忠類農業
協同組合
本所
普通
0016798

普通

普通

ゆうちょ銀行

ゆうちょ銀行→
ゆうちょ銀行
‐
‐
00180-4-486815

他金融機関→
ゆうちょ銀行
〇一九
当座
0486815

※ゆうちょ銀行、北洋銀行本支店での窓口・ATMは手数料無料。そ
の他金融機関は窓口振込は無料、ATM振込は有料。
※役場会計課、札内支所、忠類総合支所、糠内出張所でも受け付け
ます。現金をお持ちください。

内容

申込期限

持ち物

その他

文化功労

問い合わせ

申し込み

む ら や

しょうじ

村谷 勝司さん
札内桂町・81歳

善行賞

まくべつ・
おもちゃの病院
提出先

Ｅメール

社会功労

ま ち だ

よ し こ

町田 芳子さん
軍岡・71歳

社会功労

み し ま

てつろう

三島 徹朗さん
忠類錦町・60歳

平成７年に札内農業協同組合理事
に就任、平成22年から組合長として、
堅実かつ健全な農協事業の展開、地
域農業の発展と農家組合員経済の向
上に努められました。
また、幕別町農業委員、十勝農業協同
組合連合会理事などを歴任し、地域
農業の発展に大きく寄与されました。

平成９年にまくべつ町民芸術劇場の
会長に就任し、平成18年の特定非営
利活動法人まくべつ町民芸術劇場の
設立にご尽力されました。
通算16年にわたり、理事長として多
くの方に芸術鑑賞、生涯教育等の機
会を提供し、地域の芸術文化の振興
と発展に貢献されました。

産業功労

や ま だ

0155

もりはる

山田 守治さん
猿別・67歳

町民栄誉賞

く わ い

あ

の

桑井 亜乃さん
旭町出身・26歳

平成18年の開院から、
壊れたおも
ちゃを修理することで子どもた
ちの
「ものを大切にする心や科学
する心」
を育ててこられました。
また、電気技術や金属・木材、プ
ラスチックの加工技術者の活躍
の場を作り、地域の会館や福祉
施設などの備品の加工、製作、修
理にも協力をされています。
ホー ムペー ジ ※
【市外局番】☎

平成７年から民生委員児童委員とし
て保護指導にあたり、地域住民から
信頼と尊敬を寄せられました。
更に、幕別町奨学資金選考委員会委
員や、幕別町社会福祉協議会評議員
として社会福祉の増進やまちづく
りに多大な貢献をされました。

01558

昭和57年に消防団員を拝命以来、34
年以上の永きにわたり消防活動に従
事し、その積極果敢な行動力と卓越
した指導力は消防団員の模範であり
ました。
また、平成21年４月からは幕別消防
団忠類分団部長として多大な貢献を
されました。

平成７年に幕別町農業協同組合監事、
平成13年に代表監事に就任。健全な
農協運営のため、的確な指導・助言を
呈し、組合員から信望と尊敬を集め
られました。
平成21年からは十勝地区農協監事
協議会の会長を務めるなど、地域農
業の振興にご尽力されました。

昨年の女子７人制ラグビーアジア予
選で、第１戦の香港大会、第２戦の日
本大会ともに優勝し、日本チームは、
アジア地区の代表としてオリンピッ
ク出場権を獲得しました。桑井さん
は、その主力メンバーとして活躍さ
れました。
今年８月に開催されたリオデジャネ
イロオリンピックでは女子７人制ラ
グビー日本代表として選出され、日
本チーム初トライ、日本の初勝利に
結びつくトライを挙げるなど、目覚
ましい活躍をされました。
日本代表として多くの報道機関に取
り上げられるなど、幕別町の名を全
国に広めるとともに、オリンピック
出場にあたって町民に希望と活力を
与えてくれました。
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イデアなどをいただくためのワークショップを開催します。

◆ワークショップについて

町に対する思いを、郵便、FAX、電子メールのいずれかで

※電子メールで送信する場合は、件名を「まちづくりワー

町内の各施設の見学などを行い、意見交換をした後、アイ

・ 政策推進課（〒089-0692 幕別町本町130番地１・☎

育児の
サポートをして
欲しい方
（おねがい会員）
町 内 在 住 で 、生 後
６カ月から小学校
６年生までの子ど
もがいる保護者

育児の
サポートをして
くれる方
育児のサポート （まかせて会員）

サポートの依頼

子どもを預かること
ができ、自分の急用時
には子どもを預かっ
て欲しいという方は
「どっちも会員」にな
ることもできます。

町内在住の20歳以
上の方
※資格は不要です
が、24時間の講習
の受講が必要です
（受講料は無料）。

※会員登録方法やファミサポの詳細などについてはお問い合わせください
・ 幕別町ファミリーサポートセンター（子育て支援センター内・☎

26-4467）

クショップ参加申し込み」としてください。
54-6610） 0155-54-3727

デア発表を行う予定です。

◆募集人数

調整

提出してください（任意の様式）。

11月～平成29年５月上旬までの土曜日（午後）に月１回
計５回の開催を予定しています。※交通費支給

ファミサポセンター
●会員の登録受付
●講習会等の開催
●おねがい会員からの依頼を
受け、まかせて会員を紹介
●おねがい会員とまかせて会
員のマッチング

10

地域で子育てを支え合おう

住所 ②氏名 ③年齢 ④職業 ⑤性別 ⑥電話番号 ⑦幕別

ファミサポのしくみ

月１日からファミリーサポート
事業がスタート！

善したいところ」などをテーマに、まちづくりの方向性やア

幕別町ファミリーサポート

内支所、糠内出張所に設置）を窓口に直接提出、または①

センター（通称：ファミサポ）は、

応募用紙（役場政策推進課、忠類総合支所地域振興課、札

しいか」
「良いところ、のばしたいところ」
「残念なところ、改

育児のサポートをしてほしい

を進めるため、幕別町について「将来どんなまちになってほ

人（「 お ね が い 会 員 」）に 育 児 の

策定にあたって、町民の皆さんの声を反映したまちづくり

◆参加条件 町内在住の満18歳以上の方
◆募集期限 10月20日㊍まで
◆申し込み方法

サ ポ ー ト を し て く れ る 人（「 ま

画」を平成28年度から平成29年度にかけて策定します。

かせて会員」）を紹介し、子育て

町では、新たなまちの総合指針となる「第６期幕別町総合計

「残業で子どもの保育所の

「まちづくりワークショップ」
参加者募集

を援助し合う会員組織です。

未来の幕別町をいっしょに描いてみませんか？

送 迎 が で き な い 」、「 病 院 に 行

③名前

く 間 、子 ど も を 預 け た い 」な ど

②住所

育児のサポートを受けたいと

※24時間自動音声対応）

①郵便番号

①会員登録
②援助依頼
●おねがい会員→センター
サポートを依頼したいときに
センターへ連絡。
●センター→まかせて会員
まかせて会員にサポートを依頼。
●まかせて会員
サポートの内容を確認し、依
頼を受けるかを判断。
③まかせて会員紹介
センターからおねがい会員に
まかせて会員を紹介。
④事前打合せ
まかせて会員宅でおねがい会
員と子どもを交え、事前に打
ち合わせ（マッチング）を行う。
⑤援助活動→サポート終了
●まかせて会員
サポート終了後、活動報告書
を作成。活動報告書と事前打
合せ書をセンターに提出。
●おねがい会員
活動報告書の内容を確認し、
署名押印。まかせて会員に利
用料金を直接支払う。

きや急用ができたときなどに、

NHK帯広放送局（テレホンサービス・☎0155-22-2010

返送先の

ファミサポ利用の流れ

会員同士で育児のサポートを

ます。

返信

行います。

のほか、NHKでは受信料のお願いに使用することがあり

出場希望者の
①郵便番号
②住所
③名前（ふりがな）
④年齢
⑤性別
⑥電話番号
⑦職業（具体的に）
⑧歌う曲目と歌手名
⑨選曲理由（詳しく）

◆利用可能時間

※応募の際にいただいた情報は、選出・抽選結果の連絡

〒

午前７時～午後９時

（総合テレビ・ラジオ第１／全国放送・国際放送）

往信はがき裏面

月曜～金曜

返信はがき表面

◆利用料金（子ども１人）

◆締め切り 10月６日㊍必着
◆放送予定 11月20日㊐ 午後０時15分～午後１時

30

分間２５０円

出場」
係

て返送します。

…

「NHKのど自慢

分間３００円

選出結果を印刷し

土・日曜、祝日

NHK帯広放送局

でください

…

※何も記入しない

◆会員数

みください。

往信

（住所不要）

・応募は１人（１組）１通。
・ 対象は中学生以上、原則として
アマチュアの方（中学生は、予
選会・本選ともに保護者の同伴
が必要です。保護者の名前と電
話番号を記入してください）。
・ グループで申し込む場合は、全
員の名前（ふりがな）、年齢、性
別、職業を記入して代表者がお
申し込みください。
・ 民謡の場合は尺八の長さを記
入してください。
・ キーの指定や応募後の曲目の
変更はできません。
・中学生、高校生、大学生の方は
職業の欄に部活動などを記入
してください。

30

人

です。郵便往復はがきに次の事項を明記し、お申し込

〒080-0015

13 21 19
人

◆と こ ろ 百年記念ホール
◆申込方法 出場は無料ですが、事前の申し込みが必要

返信はがき裏面

●まかせて会員…

【予選会】11月19日㊏ 午前11時45分（受付：午前11時）

往信はがき表面

人

午前11時45分～午後１時30分（予定）
（開場：午前11時）

23

◆申し込み方法

日現在）

き 11月20日㊐

年９月

◆と

●おねがい会員…

「NHKのど自慢」出場者募集

28

●どっちも会員…

（平成

幕別町120年・合併10周年、NHK帯広放送局開局80周年

会員募集中

makubetsu.lg.jp

15人

seisakutanto@town.

平成28年10月１日から
北海道の最低賃金は

786

１時間
円
（22円引き上げ）

北海道内で事業を営む使用者、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）に適用されます。
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提出先

Ｅメール

ホー ムペー ジ ※
【市外局番】☎

0155

01558
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冬季プレミアム付き商品券を
販売します

ひとりで悩まないで！秘密は厳守、無料で相談ができます

ご存知ですか？まちの身近な相談窓口
法テラス
無料法律相談

行政相談
10月17日㊊～10月23日㊐は行政相

談週間です。国では、行政相談制度に
ついて広く理解され、利用していた

▶幕別・札内地域担当

行政相談制度とは、行政相談員が役

・ ☎

政相談週間」と定めています。

う、関係行政機関と調整し、解決を
図っていく制度です。

町では毎月、町民会館や札内福祉セ

ンターで無料で行政相談を行ってい

よる無料の法律相談を利用すること

10月19日㊌

午後１時～午後３時

などを受け、それらが改善されるよ

の悩みについて、弁護士、司法書士に

松本 茂敏さん（新町）

だけるよう毎年10月の一週間を「行

所の仕事に関する相談や意見、要望

借金、家庭、職場の問題など、生活上

しげとし

ができます。

町民会館

11月９日㊌

（帯広市西５条南７丁目１）

いのきち

澤口 猪吉さん
（忠類栄町）
10月20日㊍

24人

午後１時～午後４時

忠類総合支所２階小会議室

・ ☎

ハラ、パワハラ、名誉毀損、プライバ
シー侵害などで困ったり悩んだりし
ていることをご相談ください。
住民生活課住民活動支援係

（☎

54-6602）

10月19日㊌ 午後１時～午後３時
町民会館

▶忠類会場 人権擁護相談員：
三島まゆみさん、前川満博さん
10月19日㊌ 午前10時～正午
ふれあいセンター福寿

ひとり親家庭巡回相談会

「趣味・特技を生かして起業したい」、な

ひとり親家庭のお母さん・お父さん

ど、女性の結婚、子育て、仕事や起業など

に関する相談に専門家がお答えします。
11月１日㊋

午後１時50分～午後３時30分

町民会館

保健福祉センター研修室

長谷川亮弁護士

鈴木茂雄弁護士
札内福祉センター

夫婦関係、相続、債務整理など
11月４日㊎～11月11日㊎

予約が必要です。予約時にご相談

の概要を伺い、担当弁護士に引き
継ぎします。相談案件によっては
相手方と担当弁護士に関わりがあ

る場合（利害相反の場合）、相談を
受けられない場合がありますので
ご了承ください。

・ 総務課総務係（☎

54-6608）

相談員：伊藤順子さん（㈱ワタラク

４人

シア代表取締役、行政書士）

料金

対象

内容

申込期限

①本事業に加盟登録している事業所のみ利用できます。
（昨年利用可能だった大型店では利用できません）
入ができないなど利用制限があります。

・ 幕別町商工会（☎

×支給対象外の世帯 → 書類は何も送付しません。

54-2703）

○支給対象の可能性がある世帯
→９月上旬から順次申請関係書類を送付しています。
お近くの窓口で給付申請をしてください。
②給付金の振り込みを希望する通帳の写し

54-6612）

http://www.town.makubetsu.lg.jp

持ち物

その他

問い合わせ

申し込み

給付金を装った「振り込め詐欺」や
「個人情報の詐取」が発生しています

※平成28年１月２日以降に本町に転入した方で、平成28年度分の住民税が
課税されていない方は給付金の対象となる場合があります。平成28年１月
１日時点で住民登録をしていた市町村にお問い合わせください。

・ 福祉課社会福祉係（☎

（☎0155-20-7751）
定員

◆商品券の利用について

給付金の支給対象の可能性のある世帯に９月上旬から順次申請関係書類を送付しています。
同封の案内文書をよくお読みいただき、お近くの窓口で給付申請をしてください。
制度の概要、給付対象者などの詳細は広報９月号、町ホームページに掲載しています。

役場福祉課、札内支所、糠内出張所、ふれあいセンター福寿

母子家庭等就業・自立支援センター

水・土曜 午前10時～午後１時）

午前10時～午後５時

平成28年度臨時福祉給付金
障害・遺族年金受給者向け給付金

◆申請受付期間 12月12日㊊まで

・ 帯広市社会福祉協議会

木・金曜 午前10時～午後４時／

11月４日㊎～11月５日㊏

給付金の申請はお済みですか？申請受け付けは12月12日㊊まで

③本人が確認できる書類の写し（給付対象者全員分）

事前申し込みが必要。

（☎011-204-5711 ※受付：月・火・

午前10時～午後５時

②つり銭は出ません。また、店舗の特定商品、金券等の購

①予約申し込みは１人１回。

①申請書

※先着順

11月４日㊎まで

・ 北海道女性の活躍支援センター

町ホームページ、新聞折込チラシ等でお知らせします。

◆申請に必要な書類

ひとり親家庭の父母

10月28日㊎まで

ところ

午後１時～午後４時

▶札内会場

相談時間は１人30分程度

※先着順

とき

▶幕別会場

11月８日㊋

５人程度

15 広報まくべつ No.777

11月15日㊋

※相談時間は１人30分程度

や求人情報の提供などを行います。

（帯広市東３条南３丁目）

11月４日㊎～11月５日㊏

幕別町商工会札内事務所（札内中央町336）

②販売予定セット以上の申し込みがあった場合は抽選

料法律相談を実施します。

るよう、離婚、生活、就業などの相談

午後１時30分～午後３時30分

午前10時～午後５時

幕別町商工会忠類事務所（忠類白銀町201）

11月１日㊋～平成29年２月28日㊋

◆商品券販売セット総数 4,300セット
◆注意事項

11月１日㊋～11月８日㊋

釧路弁護士会による秋のすずらん無

が安心して子育てと仕事を両立でき

十勝総合振興局３階研修室

幕別町商工会本所（幕別パークプラザ内・錦町141-19）

◆商品券利用期限

し込みください。

【相談内容】金銭、交通事故、土地建物、

北海道女性の活躍支援
センター出張相談会

を行ってください。

備え付けの申込書を提出するか新聞折込チラシで配布す

◆商品券取扱加盟店（事業所）

秋のすずらん
無料法律相談

▶札内会場 人権擁護相談員：
齊藤彰彦さん、佐藤恵子さん

を持参のうえ、予約申込書で希望した会場で引き換え

幕別町商工会事務所（札内事務所、忠類事務所を含む）に

10月24日㊊～11月４日㊎

・ 法テラス釧路（☎0503383-5567）

人権相談
差別、いじめ、体罰、暴行、虐待、セク

※先着順

※事前申し込みが必要。電話でお申

８-2370

１セット5,000円（1,000円券６枚入／6,000円分）
◆販売額
◆購入限度 １人６セットまで
◆予約申込期限 10月15日㊏まで（当日消印有効）
◆申し込み方法

します。個別の当落選確認、到達確認はできません。

③商品券との引き換えは、商品券購入引換券と購入代金

る予約申し込みはがきを郵送してください。

帯広市役所10階会議室

▶忠類地域担当

ます。お気軽にご相談ください。

午後１時～午後４時

相談時間は１人30分程度

54-5267

で当選者を決定し、当選者に商品券購入引換券を郵送

幕別町商工会では、消費拡大による地域経済の活性化を目
的に
「プレミアム付き商品券」
を販売します。

見 本

提出先

Ｅメール

ホー ムペー ジ ※
【市外局番】☎

0155

市町村や厚生労働省などがATM（銀行・コンビニなど
の現金自動支払機）の操作をお願いす
ることは絶対にありません。

市町村や厚生労働省などが給付金支
給のために手数料の振り込みを求め
ることは絶対にありません。

ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもら
うことは絶対にできません。

自宅や職場などに不審な電話がかかってきたり、
郵便が届いたら、役場や警察にすぐ連絡を！

01558
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健康・保健

お知らせ

▶インフルエンザワクチン接種費用の助成

▶スマイル検診（今年度最後の検診です）

◆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月中に案内文書を郵送します。

◆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の方は無料（接種と助成申

早いうちから予防・改善を図る

ため、１年に１度検診を受け、ご

北海道消防設備協会帯広支部が家庭

う。スマイル検診は、短時間・低

処分します。

や事業所の古くなった消火器を回収

自身の健康をチェックしましょ

10月22日㊏

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。今

※雨天決行

お早めにお申し込みください。

1本1,000円～

◆助成対象期間

検診内容

10月17日㊊～12月30日㊎接種分まで

◆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。

（大きさにより金額が変わります）

【町内指定医療機関以外で受ける場合】

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29年２月28日㊋まで。

◆提出書類

①申請書（振込先口座を記入） ②印鑑

③インフルエンザワクチン領収書（医療機関発行のもの）
④インフルエンザ予防接種済証（医療機関発行のもの）
指定医療機関名

※必ず予約をしてください
住所

電話番号

景山医院

錦町117

☎

54-2350

緑町クリニック

緑町21-55

☎

54-6900

おち小児科

札内新北町４-１

☎

56-5522

柏木内科医院

札内青葉町311-１

☎

56-5151

札内北クリニック

札内共栄町19-５

☎

20-7750

さつない耳鼻咽喉科

札内北栄町２-15

☎

21-4187

十勝の杜病院

千住193-４

☎

56-8811

忠類診療所

忠類幸町11-１

☎

８-2053

・ 保健課健康推進係（☎

17 広報まくべつ No.777

とき

54-3811）／保健福祉課保健係（☎

ところ

定員

料金

対象

対象

肺がん検診
（胸部レントゲン検査）

町内在住
の40歳以
上

40歳以上
69歳以下

70歳
以上

400円

100円

1,200円

幕別町国保特定健診
（血液検査ほか）

国民健康
保険加入者

100円

後期高齢
者医療制
度加入者

札内福祉センター

受付時間
7：00
8：00
9：00
10：00

持ち物

その他

その火その時

（平成28年度全国統一防火標語）

暖房器具を使用する季節が近づい

問い合わせ

申し込み

平成29年度合併浄化槽
設置を受け付けします
町の下水道処理区域外の浄化槽設置

町教育委員会では、効果的な教育行

の受け付けを開始します。

教育委員会の事務事業について点

10月３日㊊～12月９日㊎

政の推進を図るため、平成27年度の

▶受付期間

検、評価を行い、公表しています。

▶受付数 20基
※設置数に上限がありますので上記

▶公表期間

10月１日㊏～31日㊊

▶公表場所

町教育委員会、忠類総合支所生涯

期間内にお申し込みください。詳
細はお問い合わせください。

・ 水道課水道係（☎

54-6624）

学習係、役場１階ロビー、札内支

所、糠内出張所、図書館（本館、札内
※閉庁日、休館日を除く。

※報告書は町ホームページでも公開

します（教育・文化・スポーツ＞教
育委員会＞点検・評価報告書）。

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。
10月26日㊌

教育委員会学校教育課

午後１時30分～午後４時

http://www.town.makubetsu.lg.jp

福祉課社会福祉係（☎

（☎

54-2006）

忠類農業協同組合

54-6612）

てきました。暖房器具の点検、住宅

10月24日㊊人気投票終了！上位入賞のラストチャンス！

パオくんに１日１票の投票をお願いします！

タンを押す、ひもを引くなどをし

全国のゆるキャラ

う。作動確認や電池交換は高所で

るキャラグランプ

てください。

すいめい

▶サイレン吹 鳴と消防団巡視を
行います

秋の火災予防運動に伴い、町内の
防火を目的とした啓蒙活動として

サイレンを吹鳴し、消防団員が車
両による町内巡視を行います。

10月15日㊏～10月19日㊌

午後８時

幕別消防署（☎

8-2910・ふれあいセンター福寿内）

申込期限

秋の全道火災予防運動
が始まります

の作業となりますので十分注意し

※エキノコックス症検査のみの方は午前７時30分受け付け。

内容

10月15日㊏～10月31日㊊

て音が鳴るか作動確認をしましょ

無料

町教育委員会
活動状況に関する点検・
評価報告書の公開

分館、忠類分館）

住宅用火災警報器は、定期的にボ

保健福祉センター

11月９日㊌～12日㊏

54-2434）

行い、火災を防ぎましょう。

ところ

11月８日㊋

幕別消防署（☎

用火災警報器の設置と維持管理を

300円

※年齢は平成29年３月31日時点の年齢。
※エキノコックス症検査は小学３年生・中学２年生は無料。
とき

き取りはできません。

▶「消しましょう
その場所で」

500円
８歳以上

後期高齢者健診
（血液検査ほか）

400円

300円

肝炎ウイルス検査
（血液検査）
エキノコックス症検査
（血液検査）

幕別消防署では上記日時以外の引

料金

大腸がん検診
（便潜血検査）
胃がん検診
（胃バリウム検査）

午前10時～正午

幕別消防署駐車場（錦町90）

年度最後の検診となりますので

請時に生活保護手帳を提示してください）。

◆町内指定医療機関

古くなった消火器を
回収します

症状が出る前に変化に気づき、

提出先

54-2434）

Ｅメール

▶投票方法

の 人 気 を 競 う「 ゆ

①「ゆるキャラグランプリ2016」の
ホームページからアクセス

リ2016」に、町のマ

②「投票はこちらから」をクリック

スコットキャラク

③画面中央部の検索窓から「パオ

タ ー・パ オ く ん が

くん」と検索

エントリーしてい

④ページ内から「投票」をクリック

ます！パオくんの

※初めて投票する場合は、ＩＤの

順位は９月23日現

在1,418キャラ中736位です。皆さん
の熱いご声援と１日１票
の応援をお願いします。

▶投票期間

10月24日㊊まで

ホー ムペー ジ ※
【市外局番】☎

0155

登録が必要です（２回目の投票か
らは登録不要）。

※左記QRコードから直接パオくん

の投票ページにアクセスできます。
商工観光課観光係（☎

http://www.yurugp.jp

01558

54-6606）
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募集

募集

農家のみなさんへ

町内の農業者が農用地の排水性改善
を図る事業を実施した場合に補助が

受けられる制度です。台風10号や大
雨による被害を受けた農用地の湿害
対策としてご活用ください。

認知症に対する正しい知識を持ち、認知症の方や家族を温かく見守り、支援する
認知症サポーター養成講座を開催します。

受講終了後、認知症サポーターの目印として「オレンジリング」というブレスレッ
トを差し上げています。町では、このリングが連係の印になり、認知症になっても
安心して暮らせるまちを目指しています。
とき

▶対象事業
めいきょ

10月13日㊍

あんきょ

①明渠・暗渠整備事業

（明渠の清掃、暗渠の新設）

機械運搬経費の一部補助

無料

1ha未満）

・ JA幕別町・JAさつない・JA忠類・

・ 保健課高齢者支援係（☎

54-6605）

白銀台スキー場
管理員募集

８-2910）

▶「子ども110番の家」とは

子どもが誘拐や暴力、痴漢など、身

▶協力していただけるご家庭や
事業所を募集しています

護を求めることができる緊急の避

に安心感を与え、犯罪への大きな

②４人

の危険を感じたときに、保護や救

午前８時30分～午後９時
15分のうち７時間45分

難所です。現在、町内では地域の皆

「子ども110番の家」は、子どもたち

抑止力になります。子どもたちの

さんのご協力により約220カ所登

安全のため、協力してくださるご

録されており、町内全域での登録

勤務場所 白銀台スキー場

家庭や企業を随時募集しています。

増加を目指しています。

①リフト管理棟での補
助業務など（外勤）
業務内容
②リフト券の販売など
（内勤）

54-6601

緑町の住宅用地を分譲しています

忠類総合支所地域振興課（ 〒089-

※詳細はお問い合わせください。

所、糠内出張所

1707 幕別町忠類錦町439-１／☎
８-2910）

19 広報まくべつ No.777

とき

ところ

☎

56-2049

５歳児

忠類白銀町402番地１

☎

８-2658

札内南保育園

札内あかしや町56番地73

☎

56-4131
56-3326

▶対象 ０歳児（生後６カ月）～５歳児（平成23年４月２日～平成28年10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。

※忠類保育所の３歳以上児童には入所要件はありません。

平成23年4月2日～
30人
平成24年4月1日

※通常入園のほか、平成29年４月２

日以降に３歳になる幼児の「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)

▶申込書配布 11月１日㊋～
▶受付期間 11月１日㊋～11月30日㊌
▶提出先 第１希望の保育所
▶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

※手続きは入園する前々月の末日ま

▶入所決定通知 ２月中旬に文書で通知します。

▶休園日

【学童保育所】

学童保育所

で
（第１期は５月31日まで）
。

▶保育時間

午前８時45分～午後１時45分

※水曜は午前11時30分まで

土・日曜、
祝日、
春・夏・冬休みなど

住所

電話番号

はぐるま

新町139番地３

☎

54-2028

あすなろ

札内青葉町185番地12

☎

56-6650

つくし

札内文京町28番地８

☎

56-3917

やまびこ

札内桜町132番地１

☎

25-5223

ちゅうるい

忠類白銀町384番地10

☎

８-2910

こども課保育係（☎

54-6621）
・保健福祉課福祉係（ふれあいセンター福寿内・

提出先

ホー ムペー ジ ※
【市外局番】☎

☎

地域振興課、商工観光課、札内支

面接日時は後日連絡します

札内新北町75番地１

☎

平成24年4月2日～
30人
平成25年4月1日

▶諸経費

保育料………月額 7,000円

給食費………月額1,500円程度

（１食194円×週２回×４週）
延長保育料…１時間 200円
その他………450円

※保育料は世帯の所得等で減額とな
る場合があります。

※面接日時の詳細は別途通知します。

54-

▶区画面積 555.93㎡（168.16坪）
▶販売価格 600万9,000円
幕別町緑町１-18
▶所在地

10月24日㊊（※当日消印有効）

４歳児

児童と保護者のみ）。日時等の詳細は文書で通知します。

▶提出書類

▶応募方法 郵送、下記に直接提出

25-9011

平成25年4月2日～
20人
平成26年4月1日

▶入所決定通知 ２月下旬に文書で通知します。

教育委員会社会教育係（☎

※申込書は提出先にあります。

☎

定員

2006）／防災環境課交通防犯係（☎

旗と交換します。

で・何があったか」を伝えられるよ

臨時職員申込書（自筆・写真添付）

54-2552

札内北栄町23番地１

札内青葉町310番地36

忠類保育所

☎

３歳児

生年月日

う子どもへの指導をお願いします。

化・破損した場合は、新しい

時はすぐに駆け込み、
「 いつ・どこ

平成28年12月20日～
平成29年３月15日

寿町２番地５

札内青葉保育所
札内北保育所

電話番号

町内在住の心身ともに健康な幼児

年齢

※わかば幼稚園で配布しています。

目印の旗やステッカーが劣

「子ども110番の家」の確認と、緊急

※通勤手当（片道2km以上）、時
間外手当支給、社会保険・労
災保険加入

住所

▶募集対象者・定員

▶対象 保護者の就労などにより、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１日㊋～
▶受付期間 11月１日㊋～11月30日㊌
▶提出先 各学童保育所、役場１階こども課保育係、札内支所
▶面接日 １月下旬ごろに入所を希望する学童保育所で面接を行います（新入所

ご家庭でも、通学路や近所にある

①時給990円
②時給840円

保育所（園）

実施します。日時等の詳細は文書で通知します。

「子ども110番の家」の登録にご協力を！

勤 務 日 シフト制（週休２日）

雇用期間

54-3812）／保健福祉課保健係（☎

地域の力で守る子どもの安全

①管理員（リフト担当）
②管理員（事務所担当）

募集人数 ①５人

金

20歳以上の方

各会場、開催日の１週間前までにお申し込みください。

JA帯広大正／農林課土地改良係（☎

【保育所】

※忠類保育所は１歳児～５歳児（平成23年４月２日～平成28年４月１日生まれ）

気持ちの理解などについて学びます。

※詳細はお問い合わせください。

賃

忠類／ふれあいセンター福寿

認知症の症状や治療、認知症予防、認知症の人に接するときの心構え、介護者の

…暗渠整備の一部補助

の詳細は、11月号でお知らせします。

札内さかえ保育所

札内／札内福祉センター

10月27日㊍

②小規模暗渠整備事業（対象面積

勤務時間

午後２時～

午後３時30分

平成29年度
わかば幼稚園園児募集

平成29年度の保育所（園）
・学童保育所の入所申し込みを行います。保育時間など

幕別中央保育所

ところ
幕別／幕別町保健福祉センター

10月20日㊍

…農業用掘削機械借上料、

募集職種

保育所（園）
・学童保育所の入所申し込みを
11月１日㊋から受け付けします

認知症サポーター養成講座

農用地排水改善対策
事業補助金のご案内

８-2910）

▶願書の配布期間

10月17日㊊～10月31日㊊

▶願書の受付期間

11月１日㊋～11月11日㊎

▶面接日 12月５日㊊～12月９日㊎
▶入園決定通知 12月16日㊎
・ わかば幼稚園（☎

54-4223）

新田通

●新緑公園

※幕別町マイホーム応援事業補助金対象
平和通

幕別町土地開発公社

（商工観光課内・☎

定員

料金

対象

54-6606）

内容

申込期限

持ち物

その他

問い合わせ

申し込み

Ｅメール

0155

01558
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INFORMATION
催し・イベント

催し・スポーツ

作品展示やダンス、カラオケ、一般舞
台、バレエ、バトンなど、多彩なジャ

月

11月３日㊍㊗～11月６日㊐

11月３日㊍㊗

午後５時30分～午後８時

▶送迎バス

11月３日㊍㊗のみ一般舞台の会場

まで送迎バスを運行します（事前申

日㊊「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。

午前９時～午後５時

【バレエ＆バトン発表会】

し込み不要）。

●行き：本町方面→百年記念ホール

11月６日㊐ 午後１時

（開場：午後０時30分）

午前10時30分 保健福祉センター

【薄茶席】 ※先着100人限定

※送迎バスの運行があります。詳

午前10時52分 まなびや相川（旧相川小学校）
午前11時

百年記念ホール到着

●帰り：百年記念ホール→本町方面

混声合唱組曲「心の四季」全曲

【第２ステージ】

混声合唱とピアノのための「終わり
のない海」全曲

【第３ステージ】
10月30日㊐

午後３時

一般800円、高校生以下300円

・ まくべつ混声合唱団団長・沖田
56-6812）

平塚（☎

しらかば大学
創立40周年記念大学祭

加いただき、約600kgのごみが集めら

10月23日㊐

午前10時～午後２時

芸能発表、作品展、バザー

合同公売会を開催します。

り売りに参加することができます

（物件によっては陳列されず、別の場
所での事前の下見、事後の引き渡し
となる場合があります）。
10月30日㊐

①入札：午前11時／開札：午後１時

百年記念ホール

②せり売り開始：正午

教育委員会生涯学習課

（☎

（受付：午前11時55分まで）

54-2006）
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リーン作戦」では、205人の方にご参
れました。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
き秋のクリーン作戦を行います。
10月30日㊐

※雨天時は11月６日㊐に延期
稲士別、途別、西和地区など

ど）、印鑑、買受代金（現金のみ）

詳細は釧路総合振興局のホーム

54-6603）／釧路

総合振興局納税課（☎0154-43-9171）
http://www.kushiro.pref.hokkaido.

lg.jp/ts/nzi/index_nzi.htm
ところ

定員

料金

対象

内容

申込期限

コグニサイズ
Enjoy！
イキイキサーキット
はじめてエアロビクス

ます。

小学生以上の方。事業所などの団

体での参加も歓迎します。
道路、公園等のごみ拾い

※状況により街頭啓発になる場合が
あります。

ページで確認するか、電話でお問
い合わせください。

転倒しない体づくり

※集合場所などの詳細は後日連絡し

釧路市観光国際交流センター大

身分証明書（免許証、健康保険証な

講座名

午前８時30分～午前10時（予定）

ホール（釧路市幸町３-３）

とき

１回300円

54-3812）

10月25日㊋まで

・ 保健福祉課保健係

（☎

８-2910）

効果が上がる！

ウオーキング講座
靴の履き方から正しいフォームまで、
運動効果を高める歩き方を学びます。
10月19日㊌

午前９時30分～午前11時30分
忠類体育館
無料

15人

町内在住の方

10月14日㊎まで

軍手、ゴム手袋、長靴など

※ごみ袋は町で用意します

・ 防災環境課地域環境係

（☎

持ち物

問い合わせ

みんなでスッキリ
サーキット

※参加申し込み不要。お気軽にご参加ください。
時間

幕別トレセン

札内スポセン

13：30 ７日・14日・28日㊊

１日・８日・
15日・29日㊋

13：30 21日㊊

22日㊋

19：30

８日・22日・29日㊋
17日・24日㊍

７日・21日㊊
４日・11日・18日・25日㊎

申し込み

靴(外用・室内用)、タオル、飲み物

講師：小林鈴菜さん

（町トレーニング指導員）
・ 保健福祉課保健係（☎

８-2910）

第52回全町卓球大会
10月16日㊐

19：30 １日・15日㊋

28日㊊

14：00 25日㊎

９日㊌

受付：午後０時30分～午後０時45分

19：30 10日㊍

14日㊊

シングルス１人500円

14：00 ４日・18日㊎

２日・16日㊌

【小・中学生】

受付：午前９時～午前９時15分

【一般】

札内スポーツセンター

ダブルス１人300円

時間

忠類体育館

ゆったりストレッチ＆
快適運動

14：30

10日・17日・24日㊍

Ｅメール

運動しやすい服装、ひも付き運動

30日㊌

講座名

提出先

10月17日㊊まで

14：00 11日㊎

ホー ムペー ジ ※
【市外局番】☎

0155

個人戦シングルス

※当日納入

（小・中学生は男女別）

・小学生低学年（４年生以下）

教育委員会社会体育係（☎ 54-2006）／札内スポーツセンター・トレーニング
室（☎ 56-1044）／農業者トレーニングセンター（☎ 54-2106）／忠類体育館
（☎ ８-2201 忠類コミセン内・生涯学習係）

54-6601）

その他

ZUMBA（ズンバ）

ング実践

防災環境課地域環境係
（ ☎ ５ ４ ‐６ ６ ０ １ ）

十勝環境複合事務組合くりりんセンター
（ ☎０ １５ ５ ‐３７ ‐３５ ５ ０ ）

※受付後、せり売りに参加できます。

税務課収納係（☎

12人

エプロン、三角巾、手ふきタオル

①階段は手すりや壁を伝わなけれ

11月の健康講座

秋の全町一斉
クリーン作戦

地方税合同公売会

会場に展示された物件の入札や、せ

作品展、バザー

ふれあいセンター福寿

後日、保健師が体の様子を伺いに

事前に申し込みが必要。

（☎

うち３項目以上に該当する方。

10月28日㊎、１月24日㊋、

３月23日㊍ 午前10時～午後１時

おおむね60歳以上の男性

ご自宅を訪問します。

い65歳以上の方で、次の５項目の

庭料理を作ります。

10月11日㊋まで

・ 保健課高齢者支援係

町内在住の介護認定を受けていな

旬の食材を使い、美味しく簡単な家

皮下脂肪率･筋肉率測定、ウオーキ

どの展示や、民謡、ダンス、カラオケ
午前10時～午後５時

痛みのない範囲で行います。

10月13日㊍～平成29年１月12日㊍

（毎週木曜日／全12回）

⑤転倒に対する不安が大きい。

56-2551）

５月15日㊐に実施した「全町一斉ク

10月22日㊏

※手足を上げる運動もありますが、

④この１年間で転んだことがある。

道と市町村等が差し押さえた財産の

などの芸能発表、バザーを行います。

を予防しましょう。

・棒を使った体操

③続けて15分間歩くことができない。

町の高齢者学級「しらかば大学」の生
徒が制作した手芸、陶芸、ちぎり絵な

丈夫な体づくりを行い、要介護状態

立ち上がれない。

まくべつ芸術祭実行委員会事務局・

午後０時30分

・イスに座ったストレッチ体操

②何かにつかまらないとイスから

椅子、歩行困難な方のみ駐車可能です。

（開場：午前11時30分）

のない方におすすめの運動教室です。

・専門スタッフによる個別相談

ば歩けない。

百年記念ホール前駐車スペースは車

【カラオケ発表会】

・看護師による問診・血圧測定

主にイスに座って行う、体力に自信

無料

ホールを出発します。

▶町民会館会場

専門スタッフのアドバイスのもと、

20人

百年記念ホール

（☎

男の料理教室

幕別北コミュニティセンター（旭町）

「上を向いて歩こう」ほか

一般舞台終了15分後に百年記念

細は右記をご覧ください。

11月５日㊏

【第１ステージ】

午前10時44分 幕別北ふれあい交流館

11月３日㊍㊗、11月６日㊐

11月３日㊍㊗ 正午（開場：午前11時）

発表会です。ぜひご来場ください。

午前10時40分 町民会館

午前10時30分～午後３時

【一般舞台】

子どもから大人まで楽しめる内容の

60歳から楽しめる！

介護予防運動教室

不 法 投 棄 は５ 年 以 下 の 懲 役 、１ ０ ０ ０ 万 円 以 下 の 罰 金 が 科 せ ら れ る 犯 罪 で す 。町 で は 不 法 投 棄 撲 滅 を 目 指 し 、パ ト ロ ー ル や 看 板 の 設 置 な ど を
行っています。ごみ収集所や道路、個人の所有地などへの不法投棄を発見したら下記までご連絡ください。

【菊花展・作品展（陶芸、絵画、木工他）】

10

【ダンスの夕べ】

ンルの芸術、芸能を発表します。

▶百年記念ホール会場
10

▶札内南コミュニティセンター会場

不法投棄は犯罪です

くりりんセンター
休館日のお知らせ

まくべつ混声合唱団
第25回定期演奏会

まくべつ芸術祭

01558

・小学生高学年（５・６年生）
中学生

一般・ダブルス

（どちらもクラス分けあり）

・ 町卓球協会事務局・山田（☎
54-5254）※午後６時～午後８時
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