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INFORMATION

　
テーマ

水害から命を守るために･･･
警戒レベルと避難情報を知ろう！

水害対策
防災環境課

防災危機管理係
（☎ 54-6601）

　日本では、一般的に６月から 10 月が出水期といわれ、豪雨や台風などの影響で
河川の水位が高くなりやすい時期となります。

警戒レベルと避難情報・防災気象情報について

警戒レベル 避難情報
（幕別町が発令）

防災気象情報
（気象庁などが発表）※４

避難行動など

警戒レベル５※１ 災害発生情報※２
氾濫発生情報
大雨特別警報　　など

すでに災害が発生している状況です。命を
守るための最善の行動をとりましょう。

警戒レベル４※ 1

危険な場所から

全員避難

避難指示 ( 緊急 ) ※３

避難勧告
氾濫危険情報
土砂災害警戒情報　など

速やかに危険な場所から避難先へ全員避
難しましょう。公的な避難場所までの移
動が危険と思われる場合は、近くの安全
な場所や自宅内のより安全な場所に避難
しましょう。

警戒レベル３※１

危険な場所から

高齢者等は避難

避難準備
高齢者等避難開始

氾濫警戒情報
洪水警報　　　　など

避難に時間を要する人（高齢者、障がい
のある方、乳幼児など）とその支援者は
危険な場所から避難しましょう。その他
の人は避難の準備を整えましょう。

警戒レベル２ 洪水注意報
大雨注意報　　　など

避難に備え、ハザードマップなどにより
自らの避難行動を確認しましょう。

警戒レベル１ 早期注意情報 災害への心構えを高めましょう。

＜ポイント＞
　自分が避難するタイミングを知っておこう！
　　警戒レベル４＝危険な場所から全員避難　　　警戒レベル３＝危険な場所から高齢者等は避難

＜注意＞
　気象庁などから警戒レベル４または警戒レベル３相当の防災気象情報が発表されても、必ずしも幕別町が警
戒レベル４または警戒レベル３の避難情報を発令するとは限りません。
⇒避難情報は、防災気象情報のほかに河川の状況などを総合的に判断して発令します。

　水害から身を守るために 1 番効果的なことは『安全な場所へ避難すること』です。そのため、気象庁から防災気象
情報を幕別町からは避難情報が発表・発令されます。
　住民のみなさんは、これらの情報を各日に収集し、早めに避難できるように日頃から準備をしておきましょう。

◆◇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

※１･･･ 防災気象情報は、『警戒レベル５（４，３）相当情報』となります。   ※２･･･ 可能な限りで発令します
※３･･･ 状況に応じて緊急的又は重ねて避難を促す場合などに発令します。　※４･･･ 防災気象情報は、気象庁、国土交通省、都道府県が発表します。

　令和２年７月には西日本を中心に記録的な大雨となり、複数の県で大雨特別警報（警戒レベル５相当情報）が発表
されました。河川の氾濫により、多くの家屋が浸水し、死者や行方不明者などの人的被害も発生するなど、甚大な被
害となりました。

幕別町防災のしおりとハザードマップを更新しました！
　幕別町防災のしおりとハザードマップを更新し、７月中に町内の全世帯へ配布いたし
ました。
　各災害への対処法をはじめ、家庭での備蓄や避難に関することなど、防災についての
大切な情報がまとまっていますので、よく読み、もしものときに備えてください。
　なお、お手元に届いていない方は、役場窓口（幕別町役場、札内支所、忠類総合支所）
でもお渡しできますので、窓口で「防災のしおりが欲しい」とお声掛けください。

　＜ポイント＞
①災害時のルールや必要な備蓄品について家族で話し合いましょう。
　　災害が発生したときの安否確認方法や集合場所について、避難経路や避難先など、家族みんなで

決めておきましょう。
　　また、家庭の状況により必要な備蓄品は異なります。防災のしおり (15 頁 ) を参考にしながら、

家庭での備蓄をすすめましょう。
②ハザードマップで災害リスクを確認しましょう。
　　  ハザードマップでは、洪水や土砂災害、津波について、地図上に危険なエリアを表示しています。

自分が住んでいる場所にどのような危険があるのかを確認し、もしものときに適切な行動が取れる
ように備えましょう。

③「避難行動判定フロー」を確認しましょう。
　　内閣府より示された「避難行動判定フロー」のチラシを同封しています。
　防災の基本である「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、自宅の災害リスクと取るべき行動

について確認しましょう。

 防災環境課防災危機管理係（☎ 54-6601）

令和２年７月豪雨災害義援金の受付について

▶受付期間　令和２年 12 月 28 日㊊まで
▶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　

※郵便窓口での取扱いの場合は振替手数料が免除されます。
※振り込みした際の半券は免税証明書としてご利用いただけます。また受領証を希望する

場合は通信欄に「受領証希望」と記載してください。

福祉課社会福祉係（☎ 54-6612）

口座名義「日赤令和２年７月豪雨災害義援金」
口座番号「00110-8-588189」

　令和２年７月３日からの大雨により、九州地方を中心として広域にわたり甚大な被害が生じています。
　日本赤十字社では、現在、医療救護活動や救援物資の配布などの救護活動を展開しています。
　また、日本赤十字社幕別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。
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令和２年国勢調査を実施します

 総務課情報管理係（☎ 54-6608）

応募先
kokuseichosa@town.makubetsu.lg.jp
※二次元コードで携帯電話・スマートフォンから応募で

きます。

募集期限
令和２年11月20日㊎
当選発表
　国の調査結果（速報値）が発表され次第順
次賞品の発送をもって当選の発表に代えさ
せていただきます。
※令和３年６月ごろを予定しています。新型

コロナウイルスの影響により速報値の発表
が遅れた場合、賞品の発送が遅れる場合が
あります。

賞品
【ピタリ賞】

幕別町商工会商品券30,000円分  …………１名

【ニアピン賞】上位10人
町内温泉日帰り入浴券   ……………………10名

・十勝グランヴィリオホテル（10枚5,700円分)　      ２名
・幕別温泉パークホテル悠湯館（11枚4,500円分）     ２名
・ナウマン温泉アルコ236（10枚4,000円分)　　       ６名
　

【参加賞】
幕別町商工会商品券1,000円分 ……………30名
※応募多数の場合は抽選とさせていただきます

応募できる方
幕別町に在住している方
※応募は１人１回（複数応募は無効）

応募方法
①問題の答え　②氏名（ふりがな）
③住所　④年齢　⑤電話番号
をメールに記入のうえ応募してください。

国勢調査のオンライン回答補助を行うパートタ
イム事務補助員（一般）を募集しています。詳
細は 21 ページをご覧ください。

【会計年度任用職員の募集案内について】

幕別町の人口は何人？＼幕別町人口予想クイズ／
令和２年10月１日の幕別町の

総人口（国の速報値）は何人でしょう？
★下記のデータを参考にしてどんどん応募してね！

国勢調査人口と住民基本台帳人口の推移
国勢調査人口

（確定値）
住民基本
台帳人口

平成17年（2005年） 26,868人 27,481人

平成22年（2010年） 26,547人 27,302人

平成27年（2015年） 26,760人 27,441人

令和２年度住民基本台帳人口
住民基本
台帳人口

令和２年４月末 26,482人

令和２年５月末 26,477人

令和２年６月末 26,469人

●住民票などの届出に関係なく、10月１日現在、町にすでに３カ月以上住んでいる人
●町に住み始めてから10月１日現在で３カ月以上にならないが、３カ月以上にわたって住む予定の人
●２カ所に住居を持っており、町で寝泊まりする日数の多い人
●町に３カ月以上滞在する予定の人、町外の自宅に３カ月以上戻らない人
　 ※他の市町村に住民票があっても町の人口として数えます。ホテル等の宿泊者、定まった住居がない人、外国人含む

●町の病院に３カ月以上入院している人や、福祉施設に３カ月以上入所または入所する予定の人
　 ※入院・入所する期間が３カ月以内の人は自宅での調査となります

●町に自宅があり、10月１日現在町内にいないが、３カ月以内に帰宅する予定の人

幕別町の人口として国勢調査の対象となる人

※国勢調査人口は各年10月１日現在、住民基本台帳人口は各年９月末現在のデータです。
　（平成17年は旧幕別町と旧忠類村の人口を合計しています）

遅らせないで！子どもの予防接種と乳幼児健診
なぜ、予防接種や乳幼児健診を遅らせないほうがいいの？

　予防接種のタイミングは、感染症にかかりやすい年齢な
どをもとに決められています。特に、生後２カ月から予防
接種を受け始めることは、お母さんに貰った免疫が減って
いくときに、赤ちゃんがかかりやすい感染症（百日咳、細
菌性髄膜炎など）から赤ちゃんを守るために、とても大切
です。

予防接種や乳幼児健診に赤ちゃんを
　　　　　　　　　　　　連れて行っても大丈夫？
　医療機関は接種を行う時間や場所に配慮し、換気や消毒
を行うなど、感染予防に努めています。医療機関によって
は一般の受診患者と別の時間を設けています。

　乳幼児健診は、子どもの健康状態を定期的に確認し、相談す
る大切な機会です。適切な時期に乳幼児健診を受けましょう。

　乳幼児健診は、時間ごとに細かく受付時間を区切り、ス
タッフの手指や測定用具などの消毒を対象者１名ごとに
行っています。

　受診前には、保護者含め来所者全員の体温を測定し、発熱や風邪症状など体調に問題がな
いことを確認してください。体調が悪いときは、感染症を周りの人に感染させる恐れがある
ので、受診をやめましょう。元気になったら、あらためて予定を立ててください。
　家に帰ったら、赤ちゃん、保護者ともに手洗いなどの感染対策をしっかり行いましょう。

予防接種を受けそびれてしまいました。どうすればいい？

　受けそびれてしまった場合は、できるだけ早く受けましょう。子どもの予防接種は、けし
て「不要不急」ではありません。まだ接種対象期間内の方は早めに接種をお済ませください。

ご不明な点は、かかりつけ医や健康相談窓口にご相談ください。

健康相談室 電話番号 受付時間

幕別町役場健康相談室 ☎ 54-3811 月曜～金曜（祝日のぞく）
午前８時 45 分～午後５時 30 分

（札内支所住民相談室では、水曜のみ午後７
時まで延長します。）
※業務により不在の場合があります。

札内支所住民相談室 ☎ 67-1566

ふれあいセンター福寿
健康相談室 ☎ ８-2910

 保健課保健係（☎ 67-1566）
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活 動 日 記 Vol.2

新規就農への取り組み
ゆり根農家を目指して

　日に日に、草木の葉の緑色が濃くなり、「緑さす」季節となっ
てきました。「緑さす」は夏の季語です。
　この「緑さす」風景を町内外のみなさんにお届けしたいと思
い、忠類地域のいろいろな場所を歩き、写真に収めました。

緑さす季節

地域おこし協力隊
　新規就農された井上洋平さんと高橋直久さんと赤坂勇介さんから、お話を
うかがいました。
　お三方は、公益財団法人幕別町農業振興公社の「まくべつ農村アカデミー」
で研修を積まれました。研修中には、受け入れ農家さんで実践研修として農
作業をされたり、約 60 回の座学で農業全般の知識を学ばれたりと、就農に
向けて専門的な内容を習得されました。
　このように、新規就農に向けて、幕別町が中心となって、農業の担い手育
成に尽力されています。この素晴らしい取り組みを背景に、井上さんも高橋
さんも赤坂さんも、着実にゆり根農家への道を歩まれています。
　今後のお三方のご活躍についても、この場でご報告できたらと思っています。

（写真：左から赤坂さん、高橋さん、井上さん）

小川のせせらぎと岸辺の草木
真っ直ぐな畝とそこに育つ作物
雲間から光が差し込む農地

　地域のいたる所に「緑さす」景色があり、その景色は刻々と
変化していました。その素晴らしさは “ 心さす ” 印象深いもの
でした。

▼ 「カミチュウルイ川の景色」
　（忠類公親にて）

霧にかすむ青い山
木漏れ日の差す小径
青々と茂る雑木林

幕別の野菜をおいしく食べる
「かんたん野菜レシピ」 1 人分

52
キロカロリー

８月の旬
だいこん

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

野菜料理
1 皿分

調理時間
20 分

大根は焼いてもおいしい！
大根ステーキ

　幕別の大根は、皮が白く、青首で形
良いのが特徴。肥沃な土地で育つ大根
は、水々しく旨味が凝縮し、どんな料
理でもおいしく食べられます。5 月頃
から種まきし、7 月上旬から 10 月中
旬まで収穫されます。

材料（2 人分）
・大根　…………… 　6 ｃｍ
・にんにく…………　１かけ
　（おろしにんにくの場合、A に混ぜて使う）

・青しそ　…………　 3 枚
・かつお節 …………    適量
・バター　…………　 5 ～ 10 ｇ

・A

作り方
①下準備する
　・大根は皮をむき、1.5cm 厚さの輪切りにして、
　　表裏に格子状に切り目（※右図）を入れる。
　　ラップに包み、レンジ加熱（500 ｗで 6 ～７分）で
　　やわらかくなるまで加熱する。
　・にんにくはみじん切り、青しそは１枚をせん切りにする。

②フライパンで焼く
　フライパンにバターを入れて中火にかけ、溶け始めたら大根を入れ、
両面こんがり焼く。にんにくを加え香りが立ったら、混ぜ合わせた A を
加えて煮からめる。器に盛り、かつお節・青しそをのせる。　

ワネンじょう

幕別町の特産物「大根」

まずはプラスひとくち

つぎはプラス１皿

葉にはカロテン・カルシウムなどの栄養が豊富、
根には消化酵素を含み胃の消化を助けます。

夏バテ気味の
疲れた胃にやさし
い大根。あっさり
食べられ、とって
もヘルシーよ♪

・しょうゆ………　小さじ 1 ～ 2
・みりん、砂糖…　各小さじ 1

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 
８月の展示会場予定は、

▶役場本庁舎１階（3 ～ 11 日）　
▶札内コミュニティプラザ（12 ～ 20 日）
▶忠類コミニュティセンター（21 ～ 9/1 日）

１日の野菜量の目安や簡単レシピなど野
菜アップのヒントが満載です！

ぜひお越しください。

INFORMATION

電気機器などからの火災を防ぎましょう！
　私たちの生活に欠かせない電気も使用方法を誤ると火災につながってしまいます。昨年の全国で発生した住宅火
災の約 10％が電気機器・配線器具からの出火となっております。
　電気や電気機器などの使用方法を十分に理解し、未然に火災を防ぎましょう。

主な電気火災の原因 ･･･
▶過電流によるもの
　たこ足配線などにより定格容量を超えて電気機器を使用

し続けると、過電流が流れ発熱し発火する恐れがありま
す。

　電気機器の消費電力などを確認し、定格容量内で使用す
るようにしましょう！

▶トラッキング現象によるもの
　プラグをコンセントに差し込んだままにしておくと、ほ

こりや湿気が溜まりトラッキング現象がおこり出火する
恐れがあります。プラグは定期的に掃除しましょう！　

▶短絡（ショート）によるもの
　電気コードが劣化したり、傷がつくことにより剥き出しになった導線同士が接触すること

で短絡（ショート）をおこして出火する恐れがあります。
　長年使用している電気コードなどは交換するようにしましょう。また、電気コードの上に

物を置かないなど、電気コードを傷つけないように使用しましょう！

飛沫防止シートを設置する場合の注意点について
　新型コロナウイルス感染症の飛沫感染の予防のために、ビニール製やナイロン製の飛沫防止シートを設置する店
舗や事業所が増えています。ビニール製やナイロン製の飛沫防止シートは燃えやすい性質があり、国内では、たば
こ売り場でライターを試しに点火したところ、飛沫防止シートに着火したという火災事例が報告されています。飛
沫防止シートの付近では絶対に火気を使用しないでください。

また、以下の場所には飛沫防止シートを設置しないようにしましょう。
▶火災の発生危険がある場所

・コンロなど火気を使用する場所　　
・電球など発熱する付近

▶避難の支障となる場所
・避難口の誘導灯が見えにくくなる場所

▶消防用設備等に影響のある場所
・スプリンクラーや自動火災報知設備の感知器な

どの近くに設置すると、火災が発生した際に消
防用設備などが有効に作動しない恐れがありま
す。

　飛沫防止シート付近を日頃から整理整頓する
よう心掛けましょう。感染予防とともに火災予防
をお願いします。   幕別消防署（☎ 54-2434）

※トラッキング現象とは・・・
　プラグとコンセントとの間に溜まったほこりに湿気や水分がかかると火花

が発生し、プラグ等のプラスチック部分が炭化することでそこに電流が
流れ出火する現象。


