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INFORMATION

　

伝言の録音方法 伝言の再生方法

※被災者の方は、自宅の電話番号または連絡の取りたい被災地の方の電話番号を入力
　被災者以外の方は、連絡を取りたい被災地の方の電話番号を入力

伝言の概要 体験版の利用

・伝言録音時間　３０秒
・伝言保存期間　サービス提供期間終了まで
・伝言蓄積数　　電話番号あたり２０伝言まで

・毎月１日と 15 日（０時～ 24 時）
・１月１日～１月３日（０時～ 24 時）
・防災週間
　（８月 30 日 ９時～９月５日 17 時）

・防災とボランティア週間
　（１月 15 日 ９時～１月 21 日 17 時）

テーマ

災害時の安否確認などは
『災害用伝言ダイヤル（171）』を活用！

災害時の連絡手段
防災環境課

防災危機管理係
（☎ 54-6601）

　災害発生時は、安否確認や問い合わせなどの電話が爆発的に増加し、電話
がつながりにくい状況が続きます。

◆◇防災情報メール◇◆
 携帯電話／スマートフォンでＱＲコードを読み取るか、下記アドレスまで
 空メールを送信し、最新の防災情報を入手しましょう。
touroku.makubetsu-town@raiden.ktaiwork.jp

　そんな時に役立つサービスがＮＴＴの『災害用伝言ダイヤル（１７１）』です。
これは、災害発生後にＮＴＴがシステムを稼動し、家族間の安否確認や集合場所の
連絡などに利用することができるものです。
　日頃から、家族みんなで使い方を確認し、活用できるようにしておきましょう。

災害用伝言板（Web171）／携帯電話各社の災害用伝言板

まずは体験版を
利用してみよう ⇒⇒⇒

▲ ▲ ▲ ▲▲ ▲

１ ７ １ にダイヤル

音声ガイダンスが流れる

録音の場合 １

固定電話※を市外局番から入力

音声ガイダンスが流れる

0 １ 5 5

⇩

⇩

ー ー ▲ ▲ ▲ ▲▲ ▲

１ ７ １ にダイヤル

音声ガイダンスが流れる

再生の場合 ２

固定電話※を市外局番から入力

音声ガイダンスが流れる

0 １ 5 5

⇩

⇩

ー ー

　インターネットを利用して、携帯電話やスマートフォンから安否を登録・確認できるサービス
です。ＮＴＴが開設する災害用伝言板（Ｗｅｂ１７１）は災害用伝言ダイヤルと連携しています。
また、携帯電話各社が開設する災害用伝言板もありますので、確認しておきましょう。

安否不明の家族が

１７１（いない）ように
利用方法を知ろう！

住宅地のキツネ対策とエキノコックス症感染予防について
　住宅地にキツネを近づけない環境づくりや、エキノコックス症の感染を予防するため、地域一体となって取り組む
必要がありますので、次の点についてご協力ください。

●住宅地にキツネを寄り付かせない
　住宅地にキツネが寄り付くと、エキノコックス症の危険や噛み付きなど生活環境が著しく悪化しますので、次の点
にご協力願います。

・ごみの分別や出す曜日などごみステーションを正しく利用されないと、キツネが寄り付いてくる原因となります。
・キツネのエサとなりそうな生ごみや、飼い犬などのエサを外に放置しない。
・コンポストの管理を正しく行う。　・木酢液などキツネの嫌がるものを散布する。　・餌付けは絶対にしない。

●エキノコックスの基礎知識
　北海道には、エキノコックス症という、道外ではあまり見られない病気があります。
　この病気は、エキノコックスという名前の寄生虫が主に肝臓に寄生しておこる病気で、道内では毎年 10 数名の患
者が見つかっています。

　私たち人間は、エキノコックスの卵に汚染された山菜や沢水などを直接口にしたり、卵が付着した手指を介して感
染して、野ネズミと同様にエキノコックスの幼虫が肝臓に寄生します。
　人から人に感染したり、野ネズミから人に感染することはありません。
　エキノコックスの卵は、直径０．０３ｍｍの球体で肉眼では見えませんが、十分な加熱や水洗い（手洗い）で、感
染を予防することができます。

▶感染経路

　人にエキノコックスが感染しても、すぐには自覚症状が現れず、数年から 10 数年の潜伏期を経て、上腹部の不快
感や膨満感が現れ、しだいに肝機能障害に伴うだるさや黄疸等の症状が現れ、放っておくと肺や脳に病巣が転移した
り、命にかかわることもあります。

▶症状

　エキノコックスは、自然界においては、主にキツネと野ネズミ
に寄生しています。
①成虫は、キツネの腸に寄生して卵をうみ、その卵が糞と一緒に

排泄され、野ネズミが木の芽等と一緒にこの卵を食べると、野
ネズミの体の中で卵がかえって幼虫となり、肝臓に寄生しま
す。

②この幼虫が寄生している野ネズミをキツネが食べると、キツネ
の腸の中で幼虫が成虫になります。

　このように、エキノコックスは、通常、キツネと野ネズミの間
の「食べる」と「食べられる」という関係の中で生きています。

　また、犬もキツネと同様に、エキノコックスに感染した野ネズ
ミを食べることにより、エキノコックスの成虫が寄生しますの
で、犬を飼っている方は、その飼い方に注意が必要です。

▶エキノコックスの寄生サイクル

野ネズミを食べて感染します。
○放し飼いをやめましょう。
○散歩中に公園・キャンプ場等で犬を放さないよう

にしましょう。
○散歩中に拾い食いをさせないようにしましょう。
○散歩のときは便を持ち帰りましょう。
○野ネズミを食べたと思われる場合には動物病院に

相談してみましょう。

○キツネに餌付けをしたり触れるのはやめましょう。
○沢水等の生水は飲まないようにしましょう。飲む

場合は煮沸しましょう。
○山菜は十分に加熱もしくはよく洗ってから食べま

しょう。
○外から帰ったら必ず手を洗いましょう。

犬の飼い主の方へ
（愛犬がエキノコックスに感染しないために）

エキノコックス感染予防について
キツネや犬の糞と一緒に排泄された虫卵から人へ感
染します。

防災環境課地域環境係（☎ 54-6601）
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INFORMATION

幕別町の介護保険を補完する施策などの見直しについて
ふるさと寄附の運用状況等を公表します
令和元年度（平成31年４月1日～令和２年３月31日）

　幕別町に思いを寄せる方々の気持ちをまちづくりに反映し、個性豊かで魅力あるふるさとづくりを進めるため、「幕別
町ふるさと寄附」を募集しています。
　町では、平成27年12月から、幕別町外の方からの寄附に対して、町の特産品などを贈呈しています。
　全国に「幕別町の魅力」を発信している「幕別町ふるさと寄附」を町に縁のある方や町外にお住いのご親戚、ご友人にぜ
ひご紹介ください。

◆指定された事業と寄附件数、寄附金額
指定された事業 寄附件数 寄附金額

パークゴルフの振興に関する事業 332件 4,720,000円
ナウマン象記念館の整備に関する事業 359件 4,690,000円
頑張る農業を応援する事業 3,720件 49,572,590円
未来を担う子どもたちを守り育てる事業 4,193件 56,839,000円
地域で支え合う健康・福祉に関する事業 541件 7,101,000円
地球にやさしい行動を推進する事業 348件 4,431,000円
定住・移住を促進する事業 156件 2,340,000円
未来のオリンピック選手を育てる事業 626件 9,908,103円
使途の指定なし 4,067件 57,457,000円

合　計 14,342件 197,058,693円

◆寄附をいただいた方の名前と寄附金額
　（記念品贈呈事業の対象外の方のみ）

お名前 寄附金額
特定非営利活動法人　
幕別札内スポーツクラブ　 様 13,103円

有限会社　大坂林業　 様 700,000円

匿名希望　７件 4,740,000円
※上記内、１件100万円分は、年度末寄附のため、基金への積み立

ては令和２年度となります。
※名前及び寄附金額は、同意をいただいた方のみ公表しております。

◆まちづくり基金の主な使い道
　　平成30年度までに積み立てた基金を活用し、以下の事業を行いました。

◆寄附の運用状況
　令和元年度の寄附はまちづくり基金へ
令 和 ２ 年 ３ 月 3 1 日 に 積 み 立 て ら れ 、指 定
さ れ た 事 業 ご と に 管 理 を し て お り ま す 。

○マイホーム応援事業･･･45,500,000円
　町内全域を対象に、新築住宅の建設または中古住宅の購入に要する費用の一部に

対して、補助を行いました。
○忠類ナウマン象化石骨発見50周年記念事業･･･2,103,000円
　ナウマン象化石骨発見50周年記念事業として、記念特別展の開催や発掘跡地の再

発掘などを行いました。
○オリンピアン展示スペース設営事業･･･6,500,000円
　子どもたちが将来への夢や希望を抱く機会を与えるとともに、交流人口の拡大や

地域のＰＲなどを行うため、オリンピアンの功績やメダルなどを紹介・展示する
スペースを設営しました。

【寄附金全般に関すること】総務課総務係（☎ 54-6608）
　【記念品贈呈事業に関すること】商工観光課観光係（☎ 54-6606）

　令和２年 10 月から、日常生活における衛生面や生活環境などの総合的なサービスの向上を図るため、下記の「幕
別町の介護保険を補完する施策」等の見直しを行います。
　見直しの詳細については、保健課高齢者支援係までお問い合わせください。

▶布団洗濯乾燥サービス
　対象者を重度の要介護者とし、布団洗濯乾燥の回数等の見直しを行います。

～令和２年９月 30 日

対象者

町内に住所を有する 65 歳以上の
ひとり暮らしまたは 65 歳以上の
高齢者のみの世帯に属する方で、
虚弱等の理由により布団乾燥が困
難な方

洗濯乾燥の
枚数と回数

・1 回の洗濯乾燥サービスにつき、
４枚まで

・乾燥サービスは３カ月に１回

令和２年 10 月１日～

対象者

町内に住所を有する 65 歳以上のひとり暮
らし高齢者または 65 歳以上の高齢者のみ
の世帯に属する方で、次のいずれにも該
当する方
①虚弱等の理由により布団乾燥が困難な方
②世帯に属する方全員が介護保険の要介

護認定において、要介護４または５の
認定を受けている方

洗濯乾燥の
枚数と回数

・1 回の洗濯乾燥サービスにつき、２枚まで
・乾燥サービスは６カ月に１回

▶介護用品等給付事業
　対象品目に防水シーツを追加し、支給額を月額 6,000 円とします。
　対象者については、在宅で介護を受けている要介護者で、要介護認定において要介護４または５の認定と判定された方
で常時介護用品等の使用が必要と認められる方、または認知症等により常時介護用品等の使用が必要と認められる方です。

～令和２年９月 30 日

対象品目
紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、
清拭剤、ドライシャンプー

支給額 月額 5,000 円

令和２年 10 月１日～

対象品目
紙おむつ、尿取りパット、使い捨て
手袋、清拭剤、ドライシャンプー、
防水シーツ

支給額 月額 6,000 円

▶老人日常生活用具給付等事業
　給付の対象に布団乾燥機を追加します。

～令和２年９月 30 日
給付対象品 電磁調理器

～令和２年 10 月１日
給付対象品 電磁調理器、布団乾燥機

事業対象者

65 歳以上のひとり暮らしの高齢者または、65 歳以上の高齢者のみの世帯に属する方で次のいずれ
にも該当する方
①身体が虚弱等の理由で布団乾燥が困難な方
②世帯に属する者全員が介護予防・日常生活支援総合事業の事業対象者、または要支援１以上の認

定を受けている方
給付基準額 10,000 円

支給額
①生活保護世帯……購入費用の全額（給付基準額を上限）
②住民税非課税世帯……購入費用の全額（給付基準額を上限）
③住民税課税世帯……購入費用の２分の１以内（給付基準額の２分の１を上限）

【布団乾燥機について】

保健課高齢者支援係（☎ 54-3812）
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ロタウイルス感染症予防接種の定期接種が始まります！

　ロタウイルスによって引き起こされる急性の胃腸炎で、乳幼児期（０歳から６歳ころ）にかかりやすい病気です。
主な症状は、水のような下痢、嘔吐、発熱、腹痛です。ロタウイルスは感染力が強く、ふつう５歳までにほぼすべて
の子どもが感染するといわれています。多くは特に治療を行わなくても自然に回復しますが、脱水症状が強い場合や、
合併症を併発した場合は点滴などの輸液や入院治療を要する場合があります。予防接種を受けることで、感染予防・
重症化予防となります。

ロタウイルス感染症とは…

令和２年 10 月１日より

生年月日 接種日
９月 30 日以前 10 月１日以降

令和２年７月 31 日
生まれ以前

対象外（任意接種） 対象外（任意接種）

令和２年８月１日
生まれ以降

対象外（任意接種） 定期接種対象

▶対象者　下記のいずれにも該当する方
①接種日に幕別町に住民登録のある
　令和２年８月 1 日以降に生まれた方
②令和２年 10 月１日以降に接種をした方

▶標準的な期間・回数・間隔　
初回 生後８週目（接種できる期間：生後６週 0 日後～生後 14 週６日後）

２回目 初回から 27 日後（接種できる期間：初回から 27 日後～生後 24 週 0 日後）

▶接種方法　下記の指定医療機関に予約して接種してください。

指定医療機関名 電話番号
おち小児科医院（札内新北町） ☎ 56-5522
緑町クリニック（緑町） ☎ 54-6900
忠類診療所（忠類幸町） ☎ ８-2053

※特別な理由（体質・先天性疾患など）で、指定
医療機関以外の主治医のもとでの接種が必要な
方は事前にお問い合わせください。

対象となる乳児には、
新生児訪問などで

詳しくお知らせいたします。

 保健課保健係（☎ 67-1566）
　 保健福祉課保健係（☎ ８-2910）

◆農業委員（継続15人、新任９人）
氏　名 新任・継続 担当地区

森　　勤子 継続 幕別市街地

棚　　範貴 継続 明野・新川

松本　　誠 継続 相川

小林　信也 新任 大豊・南勢・軍岡

鯖戸　英明 継続 新和・猿別・幕別豊岡

橋本　浩弥 継続 五位・糠内

𠮷田　正宏 継続 明倫・美川

佐藤　悦啓 新任 中里

佐藤　雅典 新任 駒畠・弘和

帰山　茂義 継続 千住・札内市街地

西田　利幸 継続 途別・依田（低台）

中村富士男 継続 日新・依田（高台）・札内豊岡

澤邊　佳範 継続 古舞・栄

佐久間博孝 新任 忠類幌内・忠類明和・忠類元忠類

渡邊ひろ子 継続 忠類西当・忠類日和・忠類朝日

山下　浩昭 新任 忠類協徳・忠類共栄・忠類公親

井田　留吉 継続 忠類市街地・忠類東宝

多田　　篤 新任 忠類新生・忠類中当・忠類古里・忠類晩成

田村　信夫 新任 幕別町農協管轄区域全般

髙橋　孝二 継続 札内農協管轄区域全般

黒田　龍司 新任 帯広大正農協管轄区域全般

髙野　英一 継続 忠類農協管轄区域全般

湯佐　茂雄 新任 全町区域（中立委員）

農業委員会委員が改選されました
　７月20日に新たな農業委員24名が任命され、同日に開催した第１回農業委員会総会で委員の担当地区が決定しまし
た。農地に関するお問い合わせは、下記の農業委員もしくは事務局にご連絡ください。

農業委員会事務局（☎ 54-6625）
    農業委員会忠類支局（☎ ８-2111）

会長 谷内　雅貴

会長職務代理者 鯖戸　英明

さいわい町整体施療院
肩こり・膝の痛み・腰痛・骨盤矯正等

●全身 60 分  3,500 円　●営業時間 AM9：00 ～ PM8：00
●予約制（予約受付 PM7：00 迄）　●定休日　水曜日　　

※洋服の仕立て・お直し・洋裁教室も同時営業

幕別町幸町 41携帯 090-8633-9063
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明野ヶ丘公園の再整備を考えるワークショップの参加者を公募します
　明野ヶ丘公園の良いところ、課題を共有し公園の未来について話し合い、将来像を実現させるための具体策をみんなで考
えましょう！
▶公募の条件
○十勝管内にお住まいの方
○原則として、開催予定のワークショップすべてに

出席できる方
○参加者の氏名やワークショップの模様（写真等）、

ワークショップで出されたご意見について公開す
ることをご承諾いただける方

▶募集定員　　５人
▶ワークショップの開催期間
　令和２年 10 月～令和３年３月（全５回開催予定）

▶申し込み方法
　ワークショップ参加申込書を持参するか、郵送・FAX で提
出してください。申込書は、町ホームページからダウンロー
ドできるほか、提出先にも備え付けてあります。

▶公募受付期間　９月 23 日㊌まで
▶申込書提出先
　建設部土木課（〒 089-0692 幕別町本町 130 番地１、FAX 54-3611）、
　札内支所窓口、忠類総合支所地域振興課

 建設部土木課公園整備係（☎ 54-6622）
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INFORMATION

消火器の使用方法をご存知ですか？
　消火器は、初期消火にとても有効であり、目にする機会も多いためなじみ深いものだと思います。しかし、実際に
消火器を使用したことがある人は少ないのではないでしょうか。また、火災発生時には気が動転してしまい簡単な使
用方法なのに使えないということもあります。万が一のときのために消火器の使用方法を確認しておきましょう。

○　消火器の使用方法
１．消火器の安全ピンを抜く！
※近くにある消火器を手に取り、火元の２ｍから４

ｍ手前で安全ピンを抜くようにしましょう。

２．ホースを外し、ノズルを火元へ向ける！
※ホースを外す際にレバーを握らないよう気をつけ

ましょう。また、操作しやすいようにノズルの先
端を持ち、腰を落としてしっかりと構えましょう。

３．レバーを強く握り消火する！
※消火するときは、火の上部にかけるのではなく火

の根元をほうきで掃くようにかけましょう。消火
器が重たくて持てない場合は、消火器を地面に置
き、上からレバーに体重をかけて押すと出やすく
なります。

▶屋内で消火器を使用して有効に消火できるのは火
が天井まで達していない場合です。天井まで達し
ている場合は速やかに避難しましょう。

▶消火器を使用する場合は避難するときのことを考
え、必ず自分の後方に避難口（玄関ドアや窓など）
を確保しましょう。また、屋外で使用する場合は
必ず風上から使用しましょう。

消火器を使用するときの注意事項！

幕別消防署消防課予防係（☎ 54-2434）

冷やして食べて
もおいしいぞ。
ピーマン・コーン
など、色々な野菜
を入れて、楽しん
でほしいなぁ～

幕別の野菜をおいしく食べる
「かんたん野菜レシピ」

9 月の旬
かぼちゃ
＆夏野菜

まずはプラスひとくち

つぎはプラス１皿 かぼちゃの果肉の黄色はカロテンによるもので、
肌や粘膜を強化し、風邪予防の効果があります。
油と一緒に食べるとカロテンの吸収が良くなります！

お好みの野菜でアレンジ O.K ！
かぼちゃ入りラタトゥイユ

　かぼちゃは、日当たりの良い広大な農地と
冷涼で乾燥した気候を好むため、幕別はおい
しいかぼちゃがたくさん育ちます。５月中旬
に種をまき、９月頃から収穫されています。

幕別町の特産物「かぼちゃ」
作り方

①下準備する
　　野菜はすべて２㎝角に切る。にんにくはつぶす。

②野菜を炒めて、弱火でコトコト煮る
　鍋に、オリーブ油・にんにく・玉葱を入れ、中火にかけ、玉葱がしんなりす
るまで炒める。パプリカ・ナス・ズッキーニ・トマトを加え軽く炒め、フタを
して弱火で３０分ほど煮る。調味料 A とかぼちゃを加えて混ぜ、かぼちゃがや
わらかくなるまで 10 分ほど煮る。煮るときは、時々上下を返すようにやさし
く混ぜ、こげないよう注意 !

材料（４人分）
・かぼちゃ（100 ｇ）　  ・トマト ( 中２コ ) 
・玉葱（１/ ２コ）　　   ・赤パプリカ ( １/2 コ）
・ナス（１本）　　　　・ズッキーニ（1/2 本）
・にんにく（１かけ）　・オリーブ油（大さじ１）

・A
・みそ（小さじ２）
・塩（ひとつまみ）
・こしょう ( 少々）

1 人分
144

キロカロリー

野菜料理
2.5 皿分

調理時間
50 分

もろこしじーちゃん

有
料
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活 動 日 記 Vol. ３

日高山脈からの贈り物
　忠類地域には、ゾウの肌を表現したものがあります。
　忠類ナウマン象記念館、十勝ナウマン温泉ホテルアルコ、道の駅忠類です。これら隣接する
施設の壁は、丸石を貼り付けてザラザラとしたゾウの肌を表現しています。ただ、記念館とホ
テルアルコに使われている石は天然のもので、道の駅忠類は人工的なものという違いはありま
す。使われている天然の丸石の大きさは、２０～３０cm ほどあります。日高山系から流れ出
ている紋別川と歴舟川の河原から採集されたものだそうで、ほとんどが花崗岩（かこうがん：
マグマが地下深くで固まってできた深成岩の一種。みかげ石とも呼ばれる。）です。この花崗
岩は日高山脈の隆起によって地表に出てきたもので、少なくとも 1600 万年～ 4000 万年前の
ものと言われています。途方もなく長い時間を経て、私たちが目にしたり、手にしたりするこ
とができることは、驚き以外の何物でもありません。
　そして、この花崗岩の一部には、麦飯のような粒状の結晶があるものがあります。古来、こ
れらは「麦飯石」（ばくはんせき）と呼ばれ、薬石とされてきました。風化等により多孔質のため、
水の中で有害物質を吸着したり、ミネラルを溶出したりします。そして、遠赤外線やα線を放
出することも判っています。なんと、ゾウの肌を表現した丸石の中には、麦飯石がたくさん含
まれているのです。
　私たちに有益な麦飯石は、日高山脈からの贈り物と言えます。

地域おこし協力隊

ゆりんちゃん

…図書館とコラボ企画…
「野菜アップ展示」 開催中！

９月の展示会場は、
図書館忠類分館

　（ふれあいセンター福寿）です。
　１日の野菜量の目安や簡単レシピ等、
　野菜アップのヒントが満載です！　

　ぜひお越しください。　　

「ゾウの肌を表現した施設」（忠類白銀町にて）

忠類ナウマン象記念館 十勝ナウマン温泉ホテルアルコ 道の駅　忠類

保健課健康推進係（☎ 54-3811）
　保健福祉課保健係（☎ ８-2910）


