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INFORMATION

ヘルプマーク・ヘルプカードを
知っていますか？

～気づいたあなたは支えになれる～

▶配付場所
　福祉課、保健福祉課（ふれあいセンター福寿）、
　札内支所、糠内出張所

福祉課障がい福祉係（☎ 54-6612）

ヘルプマーク
　援助や配慮を必要としていることが外見からは分か
らない方が、着用することで周囲の方に配慮を必要とし
ていることを知らせ、援助を得やすくするものです。
　ヘルプマークを見かけた方は、列車やバスで席を譲る、
困っていれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお
願いします。
▶配付対象者
　外見からは配慮や援助が必要と分かりにくい方。
　※配付に当たっては、障害者手帳などの提示は不要です。
　※ヘルプマークの配付は１人につき１つです。
　※郵送での配付はできません。
　※ヘルプマークの趣旨に沿った、適切な利用をお願い

します。

ヘルプカード
　障がいのある方などが持ち歩き、災害時や緊急時など、
周囲の人に手助けを求めたい時などに提示することで、
手助けを求めるものです。「手助けが必要な人」と「手助
けできる人」を結ぶカードです。
▶配付対象者
　障がいなどがあり、周囲から手助けが必要な方。

民生児童委員・主任児童委員を紹介します
　民生委員児童委員とは、地域の福祉向上のためのボランティアで、地域の身近な相談相手として活動しています。

「生活や子育てなどを相談したい」「福祉サービスを利用したい」など、福祉に関することは地区担当委員にご相談くださ
い。また、欠員の地域の方におかれましては、住民福祉部福祉課社会福祉係（☎ 54-6612）までお問い合わせください。

こんなときは民生委員・児童委員へ

【在宅生活に関すること】
○毎日の介護で困っていること
○福祉サービスの利用に関すること
○施設利用に関すること　など

【家族関係のこと】
○結婚、離婚に関すること
○親子関係に関すること
○扶養・相続に関すること　など

【暮しのこと】
○住まいに関すること　
○近所付き合いに関すること
○生活費に関すること　など

【育児・教育のこと】
○育児やしつけに関すること
○いじめや不登校に気付いたとき
○児童虐待に関すること　など

氏名 担当公区
宮本　真由美 幸町、本町１・２・３
𠮷田　喜惠子 錦町１･２
坂口　保枝 寿町１･２･３
谷友　美和子 南町２
宇佐美　美知子 南町１､緑町1
松本　紀子 宝町､新町
菅　好弘 緑町３
間鍋　茂美 緑町２
柿崎　登美子 緑町４
大石　洋子 旭町２
山本　榮子 旭町１･４
北𠩤　英康 明野北･南、新川
千葉　十三夫 軍岡、南勢､大豊
西田　金雄 相川･東･南･西･北
森　一 豊岡2、新和、猿別、西猿別
山田　雅子 豊町、中央町１
神山　央 中央町２
髙橋　妙子 中央町３
磯部　敏雄 千住１･2･東､札内区
伊藤　小百合 青葉町１
中寺　雅子 青葉町２
平野　やよい 春日町
　【欠員】 東春日町
山角　博史 あかしや、あかしや中央
村上　典子 あかしや南２
草田　修治 あかしや南１
水野　久予 泉町
矢野　優子 泉東
山口　茂子 若草町１
松井　輝代 若草町２
工藤　栄子 若草町３
横山　宏 桂町１
上田　昭夫 桂町２
寺井　津與治 桂町３

氏名 担当公区
氏間　道子 共栄町１･２･３
　【欠員】 北栄町１
青山　繁則 北栄町２
若山　美子 桜町北･中央
及川　清貴 桜町南
小岩　勉 西町１･2
早坂　ケイコ 新北町東
髙道　昭夫 新北町西
橋本　信幸 北町１・2
伊藤　孝志 北町3
安藤　幸夫 文京町
石森　和夫 暁町東
　【欠員】 暁町西
酒井　明美 暁町北
小倉　佳永子 依田､西和､みずほ町
松田　文子 稲志別､新生､中稲志別､豊岡1
橫山　渡 途別
尾藤　敏之 上稲志別､日新1･2､昭和
井村　利克 古舞

　【欠員】 糠内市街､五位､糠内第一､
中糠内､西糠内

六郎田　明正 明倫、美川
片山　民男 中里、駒畠
田子　康子 忠類幸町、忠類白銀町
宮町　悟 忠類栄町
菅野　由紀子 忠類本町、忠類錦町

井田　寿美恵 忠類東宝､忠類元忠類、忠類幌内､
忠類新生､忠類豊成､忠類晩成

下川　暢宏 忠類西当、忠類上忠類、忠類上当
笠松　信一 [主任児童委員]
伊澤　昭宙 [主任児童委員]
庄司　克哉 [主任児童委員]
前川　みや子 [主任児童委員]

北海道知事杯「第33回パークゴルフ国際大会」
６月16日㊐　午前７時30分受付　※雨天決行
つつじコース、サーモンコース
280人（先着順）
シニア、一般、外国人2,500円　　小・中・高校生 無料
小学５年生以上の愛好者（協会、加盟団体等への登録
の有無は問いません。介助が必要な方はお申し出くだ
さい。）
一般の部（満74歳まで）、シニアの部（満75歳以上）、

　外国人の部、小学生の部、中学・高校生の部
※小学生は18ホール、その他は36ホールのストロークプ

レー、組み合わせは各部門の混合。

５月10日㊎～５月17日㊎まで（必着）
下記の申込必要事項を記載の上、実行委員会（公益社
団法人日本パークゴルフ協会）に直接持参するか、郵
便振替で申し込みください。

《郵便振替の方》
　口座番号「０２７７０－５－６６４５４」
　加入者名「公益社団法人日本パークゴルフ協会」
※先着順で締め切るため、振り込む前に実行委員会へご

確認ください。（振り込み前のFAXでの申し込みは受け
付けません）

【申込必要事項】
①参加希望の部門、②氏名（フリガナ）、性別、生年月日、
年齢、③住所、④電話・FAX番号、⑤指導者資格の有無、
⑥保護者名と押印・保護者引率の有無（小・中・高校生
のみ）
パークゴルフ国際大会実行委員会（公益社団法人日本
パークゴルフ協会内・☎ 54-2260）
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▶狂犬病予防注射
犬の飼い主は、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。次の日程で
狂犬病予防注射を行いますので、必ず受けてください。
生後91日以上の犬（室内犬も同じ）
１頭3,110円

　（注射料金2,560円、注射済票交付手数料550円）
※お釣りが出ないようご用意ください。
※動物病院などで注射済みの方は、注射済票交付手数料

のみ負担。
※病気犬などへの注射は、事前に獣医師とご相談ください。

狂犬病予防注射日程表（幕別・札内地区）
とき ところ

５
月
19
日
㊐

13:00～13:15 明野近隣センター
13:25～13:45 幕別北ふれあい交流館
13:55～14:10 南町公園
14:30～14:55 暁町公園
15:05～15:25 働く婦人の家

15:35～16:05 札内コミュニティプラザ
西側駐車場（郵便局側）

５
月
22
日
㊌

９:40～10:05 古舞近隣センター
10:30～10:40 途別コミュニティ消防センター
10:45～10:55 途別第３会館
11:05～11:20 日新近隣センター
11:30～11:35 掛川牧場
11:50～11:55 依田公園（野球場）
13:10～13:20 依田近隣センター
13:45～14:10 稲志別近隣センター
14:25～14:40 千住西ふれあい交流館
14:55～15:10 相川担い手会館
15:20～15:35 相川北近隣センター

５
月
25
日
㊏

９:30～10:00 新北町近隣センター
10:10～10:40 札内北コミュニティセンター
10:50～11:10 北栄町近隣センター
11:20～11:50 桂町公園
12:00～12:30 あかしや近隣センター
14:00～14:25 緑央公園
14:35～15:00 幕別南コミュニティセンター
15:10～15:30 幕別町役場　南側駐車場

狂犬病予防注射日程表（幕別・札内地区）
とき ところ

５
月
29
日
㊌

９:40～10:00 駒畠公民館
10:15～10:25 中里近隣センター
10:45～11:00 美川近隣センター
11:20～11:30 明倫近隣センター
13:00～13:15 糠内コミュニティセンター
13:40～14:00 新和近隣センター
14:15～14:30 大豊近隣センター
14:40～14:50 新川近隣センター
15:20～15:40 猿別近隣センター

忠類地区

５
月
22
日
㊌

９:10～９:20 上忠類寿の家
９:40～10:00 西当寿の家
10:20～10:30 上当寿の家
10:35～11:00 予備（集団注射）
12:00～13:00 十勝農業協同組合南部事業所忠類分室跡
13:30～13:45 東宝会館
14:00～14:10 旧古里会館跡
14:30～14:40 晩成　和田利男さん宅前
15:10～15:25 新生会館
15:45～15:55 幌内へき地保健福祉館
16:10～16:20 元忠類寿の家
16:30～16:40 元忠類　東口政秋さん宅前
17:00～18:00 忠類コミュニティセンター

５
月
23
日
㊍

９:10～９:30 本町せせらぎ団地空地
９:45～10:00 忠類体育館
10:10～10:30 ふれあいセンター福寿
10:40～10:50 商工会忠類支所
11:00～12:00 予備（集団注射）

▶飼い犬の登録
新たに犬を飼われた方は、犬の登録が必要です。狂犬
病予防注射会場で登録できますが、当日は混雑が予想
されるため、事前に役場防災環境課、忠類総合支所、札
内支所での登録をお勧めします。
登録料１頭3,000円

※登録は１頭につき一度です。
※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は届け出をしてください。
・ 防災環境課地域環境係（☎ 54-6601）

　　  忠類総合支所地域振興課（☎ ８-2111）

狂犬病予防注射・飼い犬の登録をお願いします

　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」を保護し、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実施しています。

▶情報公開請求できる方
情報は町内に住む方に限らず、誰でも請求することができます。

▶情報公開請求の手続き方法
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、口頭や電話による請求はできません。詳細はお問い合わせください。

▶情報公開の決定
　請求書を受理した日から起算して15日以内（やむを得ない理由があると

きは45日以内）に、公開するかどうかを決定し、通知します。平成30年度に
請求された情報は、２週間以内に公開または部分公開を実施しました。
・ 総務課情報管理係（☎ 54-6608）

▶平成30年度の実施状況
項目 件数

幕別町職員の給与等に関するもの １

土地区画整理事業に関するもの １

合計 ２

情報公開制度のご案内 ～町の情報はみんなの財産です～

幕別町がもっと身近になる機能が盛りだくさん！

※アプリの使用は無料ですが、通信費は各回線ごとのご負担となります。

※アプリの使用は無料ですが、通信費は各回線ごとのご負担となります。 

※広告が表示されますが、各自治体とは何ら関係ありません。

※マチイロは株式会社ホープが運営するアプリです。

幕別町がもっと身近になる機能が盛りだくさん！

※アプリの使用は無料ですが、通信費は各回線ごとのご負担となります。

※アプリの使用は無料ですが、通信費は各回線ごとのご負担となります。 

※広告が表示されますが、各自治体とは何ら関係ありません。

※マチイロは株式会社ホープが運営するアプリです。

広報まくべつをスマホで町公式SNSやってます

交通規制（通行止め）
のお知らせ 迂回路①道道糠内明倫線

迂回路②町道美川３号線

通行止め区間

糠内コミュニ
ティセンター

至
忠
類
↓

↑
至
幕
別
市
街

　道道豊頃糠内芽室線の横断排水管更新工事を行います。
　工事期間中は交通規制によりご迷惑をおかけしますが、ご協力
をお願いします。

工事期間：６月上旬～７月下旬のうち約１か月間
工事場所：道道豊頃糠内芽室の一部区間（右図のとおり）
規制方法：全面通行止め

十勝総合振興局帯広開発建設部事業課道路第２係
　（☎ 26-9228）

地理院地図

通行止
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