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児童手当現況届の提出をお願いします

　児童手当を受給している方は毎年６月に「児童手当現況届」を提出する必要があり
ます。対象者には案内文書と現況届を郵送しますので期日までに提出してください。
　提出がない場合、６月分以降の手当てが差し止めとなりますのでご注意くだ
さい。なお、公務員は勤務先での手続きとなるため町からの通知はありません。
６月30日㊋まで
こども課、札内支所、忠類総合支所、ふれあいセンター福寿、糠内出張所
こども課こども支援係（☎ 54-6621）

令和2年度「介護予防生活
実態調査」のおしらせ
　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図るため、５
月１日に住所を有し下記の年齢に該
当する方へ調査を実施します。
▶実施期間
　令和２年6月～９月（随時送付）
▶方法・対象者

方法 年齢
（令和３年３月31日時点）

郵送調査 75歳、80歳、82歳、
84歳、86歳、88歳

※要介護・要支援認定を受けている
方を除きます。
幕別町地域包括支援センター

　（保健課高齢者支援係
　　☎ 54-3812）

在宅介護の集いの延期に
ついて

　日頃自宅でご家族を介護されて
いる皆様に気分転換をしていただ
くため、在宅介護者の集いを開催し
ておりますが、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため開催を延期す
ることといたしました。
　新しい日程につきましては、決ま
り次第ご案内いたします。
社会福祉協議会（☎ 54-3800）

幕別町修学支援資金の申請について

　高校生の保護者の経済的負担を軽減するために、町修学支援資金の申請を
受け付けます。
▶対象者　次の、①～④のすべてに該当する方
　①高校生または保護者が町内に在住している方
　②高等学校等に在学しているお子さんがいる方
　③市町村民税所得割課税世帯に属している方
　④前年の世帯収入が、生活保護基準1.3倍未満の方
※②の高等学校等とは、高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校の
１年生～３年生、専修学校の高等学校課程のことをいいます。
▶支給額　年額36,500円～138,000円
　（在学する学校の区分等により異なります。）
▶提出書類　修学支援資金受給申請書、在学証明書等
６月30日㊋まで
教育委員会学校教育課、忠類総合支所生涯学習課、札内支所、糠内出張所

※郵送の場合
　「〒089-0604　幕別町錦町98番地　幕別町教育委員会学校教育課 宛」
※申請書及び修学支援資金概要説明のチラシは、提出先及び管内高等学校に
あります。
教育委員会学校教育係（☎ 54-2006）

日本赤十字社の活動にご協力を

　日本赤十字社では人道と博愛の精神を基調とし、災害救護、献血、救急法等
講習の普及などさまざまな人道的活動を行っています。
　これらの活動は、皆様からの社資〔社費（会費）・寄付金〕によって支えられて
います。
　日赤幕別町分区では、社員や公区の皆様にご協力いただき、社資募集を行っ
ています。
▶社資の使途について
毎年皆様から寄せられた社資は、全額日本赤十字社北海道支部に送金し、こ
の社資をもとに日本赤十字社は各種活動を行っています。
▶平成31年度社資実績額
　総額1,583,448円（令和２年３月末現在）の内訳は次のとおりです。
　・社　費…   346,800円
　・寄付金…1,236,648円
町民の皆様の温かい善意に感謝します。今後ともご支援とご協力をお願い
いたします。
▶受付先　役場福祉課、札内支所、糠内出張所、ふれあいセンター福寿
日赤幕別町分区（福祉課社会福祉係☎ 54-6612）

第23回北海道介護支援
専門員実務研修受講試験
案内配付のおしらせ

　令和２年10月11日㊐に行われる試
験案内を、受験希望者に配付します。
▶配付期間　６月１日㊊～24日㊌
▶配付場所　役場高齢者支援係、
　　　　　　札内支所、忠類ふれあ
　　　　　　いセンター福寿
保健課高齢者支援係

　（☎ 54-3812）
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今まで一度も接種したことのない人に限り
6月1日から高齢者の肺炎球菌感染症の定期予防接種を実施します

▶対象　幕別町民で下記の①②いずれかに該当する方
※これまで肺炎球菌ワクチンを接種したことのない方
に限ります。

①以下の生年月日の方

生年月日 年齢
昭和30年４月２日～昭和31年４月１日 65歳
昭和25年４月２日～昭和26年４月１日 70歳
昭和20年４月２日～昭和21年４月１日 75歳
昭和15年４月２日～昭和16年４月１日 80歳
昭和10年４月２日～昭和11年４月１日 85歳
昭和５年４月２日～昭和６年４月１日 90歳
大正14年４月２日～大正15年４月１日 95歳
大正９年４月２日～大正10年４月１日 100歳

町内指定医療機関名 電話番号
景山医院（錦町） 54-2350
緑町クリニック（緑町） 54-6900
忠類診療所（忠類幸町） ８-2053
十勝の杜病院（千住） 56-8811
おち小児科医院（札内新北町） 56-5522
柏木内科医院（札内青葉町） 56-5151
札内北クリニック（札内共栄町） 20-7750
さつない耳鼻咽喉科（札内北栄町） 21-4187

※予診票を紛失した方は再発行しますのでお問い合わ
せください。予診票がないと接種できません。
▶接種期間　令和２年６月１日～令和３年３月31日
▶償還払い申請
主治医の指示等で指定医療機関での受診が難しい場合
は、接種1週間前までにご連絡ください。償還払いの申
請書等、必要書類を送付いたします。必要書類を提出す
ることで、後日助成金額を払い戻すことができます。償
還払いの申請の受付は令和３年４月30日までです。
▶転入された方
令和２年５月20日以降に幕別町に転入した方で対象
に該当する方は、幕別町の予診票等を発行しますの
で、お問い合わせください。
保健課健康推進係（☎ 54-3811）

※平成27年度に定期予防接種を受けていない方に案内
を送付します。

②接種日に60歳から64歳で心臓、腎臓、または呼吸器の
機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限され
る程度の障がいを有する方、ヒト免疫不全ウイルスに
より免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度
の障がいを有する方
▶自己負担　3,000円（生活保護世帯は無料）

▶接種方法
対象者に町から通知文と予診票を郵送します。内容を
よくお読みいただいたうえで接種を希望する方は、下
記の町内指定医療機関に予約し接種を受けてください。

お知らせ

６月23日～29日は男女共同参画週間です
「そっか。いい人生は、いい時間の使い方なんだ。』
「ワクワクライフバランス｣
　男性と女性が職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞ
れの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実
現するためには政府や地方公共団体だけでなく、国民の
みなさん一人ひとりの取組が必要です。私たちのまわり
の男女のパートナーシップについて、この機会に考えて
みませんか？
▶男女共同参画に関するパネル展を行います
６月22日㊊～６月30日㊋　
　午前８時45分～午後５時30分　
幕別町役場　1階ロビー
住民生活課住民活動支援係（☎ 54-6602）

献血にご協力ください

福祉課社会福祉係（☎ 54-6612）

６月29日㊊
午前９時30分～
午前11時20分 幕別町農業協同組合

午前11時50分～
午後０時50分

株式会社
ニッタクス

午後２時10分～
午後４時30分 幕別町役場

６月は外国人労働者問題啓発月間です

　国内で就労している外国人は多数おりますが、一部
では適正な雇用・労働条件の確保がされていない等の
問題が散見されています。
　このような状況を踏まえ、外国人を雇入れる際は、
次の３点をご確認ください。
①就労が認められる在留資格があること
②雇入れ・離職の際には、それぞれハローワークに届
　出を行うこと
③労働保険・社会保険等の加入をはじめ適正な雇用管
　理を行う。
ハローワーク帯広（☎ 23-8296）

　帯広労働基準監督署（☎ 22-8100）

　幕別町では、町内で働く場を探している方に対して
求人広告を出している企業の情報を提供しています。
▶取扱地域　幕別町内
▶求職者　幕別町居住者及び幕別町への移住・定住希
　　　　　 望者及び幕別町内への就業を希望する方
▶求人者　幕別町内に事業所を有する企業
商工観光課商工労政係（☎ 54-6606）

まくべつお仕事紹介所の開設

有
料
広
告

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

有
料
広
告

がん検診無料クーポン券をご活用ください

　町では子宮頸がん検診、乳がん検診、大腸がん検診について、対象年齢の方に「がん検診無料クーポン券（以下無料クー
ポン券）」を郵送しています。無料クーポン券を活用して、今年度がん検診を受けるきっかけにしてください。
▶対象　幕別町に住民登録がある方で、以下の生年月日の方

無料クーポンの種類 年齢 生年月日

子宮頸がん検診（女性のみ）
20歳 平成12年４月1日～平成13年３月31日
24歳 平成８年４月１日～平成９年３月31日

乳がん検診（女性のみ）
40歳 昭和55年４月１日～昭和56年３月31日

大腸がん検診（男女）

※受診方法などは、送付内容をご確認ください。
▶転入された方
　令和２年５月15日以降に町内に転入された方には無料クーポン券を発行しますので、下記までご連絡ください。
保健課健康推進係（☎ 54-3811）  　 kenkou@town.makubetsu.lg.jp 

小・中学校教科書を展示します
　国の検定に合格し、採択の対象となる令和３年度から
中学校で使用する教科書見本の展示を行います。あわせ
て、現在小学校で使用している教科書の展示も行います
ので、ご覧ください。
※十勝教育研修センター（札内暁町290-2）でも展示されます。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、展示日程
に変更が生じる場合があります。その際は、町ホーム
ページにてお知らせします。

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。

▶展示場所・日程
【図書館本館・百年記念ホールギャラリー】（休館日は除く）
　６月12日㊎～27日㊏　午前10時～午後６時
【ふれあいセンター福寿】
　６月12日㊎～25日㊍　午前８時45分～午後９時30分
【糠内出張所】（役場閉庁日は除く）
　６月12日㊎～29日㊊　午前８時45分～午後５時30分
教育委員会学校教育課（☎ 54-2006）
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町議会定例会のおしらせ

　6月に開かれる町議会定例会
の予定は以下のとおりです。議会
ホームページからライブ中継を
ご覧いただけます。
▶本会議日程

と　き 内　容

６月10日㊌ 午前10時 行政報告
議案審議

６月22日㊊ 午前10時 一般質問
議案審議

６月23日㊋ 午前10時 一般質問
議案審議

６月24日㊌ 午前10時 一般質問
議案審議

６月26日㊎ 午前10時 議案審議

※新型コロナウイルス感染症の状況
により日程や一般質問等が変更
になる場合があります。日程等が
変更になった場合は、議会ホーム
ページにてお知らせいたします。

※傍聴される方にマスクの着用等
をお願いしています。また、人数
制限をさせていただく場合があ
ります。
役場３階議場
議会事務局（☎ 54-6626）

有
料
広
告

６月１日は人権擁護委員の日です

　人権は、人種や民族、性別を超えてすべての人に備わった権利です。
　人権の擁護を推進していく上で、「子ども」「高齢者」「障害者」「性的指向」「性自
認」などいくつかの重要な課題がありますが、互いの違いを認め、個人の尊厳を
守り、差別や偏見のない社会をめざすことが必要です。
　人権擁護委員は、地域の皆さんの人権相談を受け、問題解決や被害救済のお
手伝いをします。お気軽にご相談ください。
住民生活課住民活動支援係（☎ 54-6602）

とかち生活あんしんセンター相談会（※要事前予約）

【生活・仕事相談会】
生活や仕事などでお困りの方を対象に相談会を行います。
６月30日㊋　①午後３時00分～午後３時50分
　　　　　　　②午後４時00分～午後４時50分
札内コミュニティプラザ　会議室１
生活や仕事などについてお悩みの方

【就職相談会】
なかなか内定がもらえない、転職を考えているなど、仕事に関する相談会を
行います。
６月12日㊎　①午前10時～午前11時　②午前11時10分～午後０時10分
保健福祉センター　研修室
就職、転職についてお悩みの方
Ａ応募書類作成・面接コース　Ｂ就職・転職相談コース

※希望するコースを選んでください。

相談料　無料
申込方法　前日までに電話・メール・ＦＡＸで予約してください。
・ 自立相談支援事業所とかち生活あんしんセンター

（☎ 66-7112　FAX 0155-66-7113）（ anshin@tokachi18.hokkaido.jp）

幕別町会計年度任用職員（緊急雇用）
募集職種 一般事務補助 募集人数 ４人

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）
・令和２年３月以降に学校（専門学校を
含む）を卒業した方

・ 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 日
勤務時間

月曜～木曜（週４日）
午前８時45分～午後５時
※金曜日は求職活動や自己研修などを行
う日とします。

※勤務場所によって曜日や時間が変わる
場合があります。

勤務場所 幕別町役場、忠類総合支所、図書館のいずれか
賃 金 日額6,753円

待 遇 通勤手当、社会保険、雇用保険

任用期間 令和２年７月１日～令和２年12月28日

提出書類
幕別町会計年度任用職員 申込書兼履歴書
※ハローワークを通じて求職中の方は紹
介状も添付

提出方法 郵送または直接提出 提出期限 ６月12日㊎
面 接 日 ６月 下旬
商工観光課（〒089-0692 幕別町本町130番地１）、

　忠類総合支所、札内支所、糠内出張所
商工観光課商工労政係（☎ 54-6606）

会計年度任用職員（緊急雇用）の募集

農地の賃貸借・売買・転用等を予定の方へ
令和２年７月の申請締切日のお知らせ

　今年は幕別町農業委員の改選期にあたり、現在の農業
委員の任期は令和２年７月19日までです。
　７月は農地に関する申請書の提出締切日が早くなり
ますので、７月の総会に農地の賃貸借、売買、転用等の申
請を予定している方は、早めの手続きをお願いします。
　また、農家住宅や農機具格納庫等の建設には、転用の
手続きと併せて幕別町農業振興地域整備計画の変更が
必要となる場合があります。転用の予定がある方は、一
度、農業委員会と併せて農林課農政係、忠類総合支所経
済建設課にご相談ください。
▶農地の賃貸借、売買、転用等の申請に関する日程

6月 7月
申請提出締切日 10 日㊌ ６日㊊

現地調査 22 日㊊ 10 日㊎

総　　会 29 日㊊ 14 日㊋

農業委員会（☎ 54-6625）　農林課（☎ 54-6605）
　農業委員会忠類支局（☎ 8-2111）
　忠類総合支所経済建設課（☎ 8-2111）

▶応募資格
・町内在住で満20歳以上の健康な方
・税務、警察、選挙に直接関係のない方
・責任をもって調査事務を行い、調査で知り得た情報を
守れる方
・暴力団員ではない者及び暴力団若しくは暴力団員と密
接な関係を 有しない者であること
・自家用車を所有し、運転が可能な方
▶調査期間　９月上旬から10月下旬
▶主な仕事内容
・調査員説明会への出席   　・調査地域の確認
・定められた地域内にある全ての世帯を訪問し、調査票な
どを配布、回収
・調査書類の点検、提出
※前回からオンライン回答方式が導入され、９月中旬に配
布されるオンライン回答利用案内によりパソコンまたは
スマートフォンで回答いただけます。
▶報酬（予定）
・１調査区（約60～70世帯）で38,810円、２調査区（約120
～140世帯）で72,200円です。
▶提出書類
・申込書（申込書様式は提出先または町ホームページか
らダウン ロードができます。）
▶提出先
企画総務部総務課、忠類総合支所地域振興課、札内支所、
糠内出張所
▶提出期限　６月12日㊎
企画総務部総務課情報管理係　（☎ 54-6608）

　国勢調査は、５年に一度、日本国内に住むすべての人
と世帯を対象とする大切な統計調査で全国一斉に10月
１日を調査基準日として実施しています。少子高齢化が
進行し人口減少社会に突入した昨今では、日本の将来推
計人口の基礎となるなど国勢調査の重要性がさらに増
しています。調査員は、指定された調査区内での依頼や
回収を行いますので、希望される方は申込書に必要事項
を記入し提出してください。

国勢調査員を募集します

幕別町給水装置工事事業者の
指定停止処分について
　町の指定給水装置工事事業者に関する規程に基づき、下
記の事業者に対し、指定停止処分を行いました。
▶指定工事業者　
幕別町札内春日町93-14　（有）錦産業
▶指定停止期間　
令和２年５月２０日～令和２年６月１９日
▶処分の原因となる事実　
道路法第３２条および道路交通法第７７条に基づく許
可を得ずに給水装置工事を行った。
水道課水道係　（☎ 54-6624）
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健康講座 募集

講座名 時間 農業者トレセン 札内スポセン
転倒しない体づくり 13：30 ６日・20日・27日㊊ ７日・14日・28日㊋
パークゴルフ体操 13：30 13日㊊ 21日㊋

Enjoy！イキイキサーキット 19：30 10日・17日・31日㊎ １日・８日・15日・29日㊌

みんなでスッキリサーキット 14：00 10日・17日・31日㊎ １日・８日・15日・29日㊌

ストレッチポールDE体スッキリ 14：00 22日㊌
19：30 14日㊋

講座名 時間 忠類体育館
ゆったり リフレッシュ運動 14：30 ２日・９日・16日・30日㊍

講座名 時間 幕別町民プール
＜期間限定講座＞
水中エクササイズ

15：30 ３日㊎・15日㊌
19：00 16日㊍・28日㊋

※有料講座 時間 スポセン（札内）

やさしいヨガ
10：30 6日・20日㊊
19：30 16日㊍　31日㊎

1回1000円（保険代込）町内に在住もしくは勤務されている方は、証明できるもの持参で100円引
はじめてエアロビクス 14：00 10日㊎

ZUMBA 19：30 3日・17日㊎
幕別在住の方１回500円（保険代込）町外の方700円（保険代込）

農業者トレーニングセンター（☎ 54-2106）　札内スポーツセンター（☎ 56-4083）

「まくべつ健康ポイントラリー」対象事業
７月の健康講座  ※参加申し込み不要。お気軽にご参加ください。

◆ポイント◆
加熱時間は
短めに！
シャキッと感
が残り、緑色
がキレイです。

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
122

キキロカロリー

6 月の旬

レタス
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
５分

レタスをたっぷり食べる！
レタスの卵炒め

　レタスは冷涼な気候を好み病害虫に弱いため、十勝で栽
培している農家さんは少ないのですが、幕別町の生産量は
十勝一！５月から 10 月までの長い期間、収穫されています。
　葉先までハリと光沢があり、シャキシャキッとした歯ご
たえが特徴です。

材料（2人分）

・レタス……1/2 玉（150g）
・バター……10g
・卵…………２個
・塩…ひとつまみ（小さじ 1/4）
・こしょう…お好みで

作り方
①下準備する
　レタスは、さっと水洗いして手で大きくちぎる。
　器に卵を溶いておく。

②大きな炒り卵をつくり、レタスと炒め合わせる
　フライパンにバター（半量）を入れ、やや強火に
　して溶かし、溶き卵を加え、へらで大きくふんわ
　り混ぜ、大きな炒り卵になったら、フライパンの
　隅に寄せる。フライパンの空スペースに残りのバ
　ターを加えて、レタス・塩・こしょうを入れサッ
　と炒め、炒り卵を全体に混ぜて、火を止める。

スターレおくさん幕別町の特産物「レタス」

　レタスの 95％は水分ですが、
ビタミン・ミネラル・食物繊維
をバランスよく含みます。茎を
切ると出る白い液は、食欲増進
や肝臓・腎臓の機能を高める良
い働きがあるので残さず食べま
しょう。

会計年度任用職員の募集

幕別町会計年度任用職員
募集職種 一般事務補助 募集人数 １人

応募資格
・高卒程度の学力を有すること
・ 簡単なパソコン操作（ワード・エクセ
ル）ができること

勤 務 日
勤務時間

月曜～金曜（週５日）
午前８時45分～午後５時

勤務場所 忠類総合支所
賃 金 日額6,753円

待 遇 社会保険、雇用保険

任用期間 令和２年７月１日～令和３年３月31日
提出書類 幕別町会計年度任用職員 申込書兼履歴書
提出方法 郵送または直接提出 提出期限 ６月12日㊎必着
面 接 日 未定（応募書類確認後連絡します）
忠類総合支所（〒089-1707 幕別町忠類錦町439番地１）
忠類総合支所地域振興課地域振興係（☎ 8-2111）

保育士（公立保育所）

募集人数 若干名 勤務日 月曜～土曜
（シフト制）

応募資格 保育士資格

勤務時間
①午前７時30分から午後６時35分の間で7
時間45分

②午前８時45分午後５時30分

勤務場所 幕別中央保育所、札内さかえ保育所、札内北
保育所、忠類へき地保育所のいずれか

業務内容 保育士業務全般
給 与
（ 予 定 ）

月額160,400円～186,600円
※幕別町での直近の勤務経験等により決定

待 遇 社会保険、雇用保険

雇用期間 令和２年７月１日～令和３年３月31日

提出書類 幕別町会計年度任用職員 申込書兼履歴書、
保育士資格証の写し

提出方法 郵送または直接提出 提出期限 ６月19日㊎必着
面 接 日 ６月下旬
こども課（〒089-0692 幕別町本町130番地１）、

　札内支所、保健福祉課
こども課保育係（☎ 54-6621）
　保健福祉課福祉係（☎ 8-2910）

代替保育士（①公立保育所②へき地保育所）

募集人数 若干名 勤務日 月曜～土曜
（シフト制）

応募資格 なし

勤務時間

①午前７時30分から午後６時35分の間で7
時間45分

②【月曜～金曜】午前８時45分午後５時30分
　の間で7時間
　【土曜】午前８時～午後１時45分の間で
　３時間45分

勤務場所
①幕別中央保育所、札内さかえ保育所、札内
北保育所、忠類へき地保育所のいずれか
②駒畠保育所、明倫保育所、古舞保育所、途
別保育所、糠内保育所のいずれか

業務内容 保育士業務全般

給 与
（ 予 定 ）

①日額6,753～7,773円
②時間額960円～1,113円
※幕別町での直近の勤務経験等により決定

待 遇 社会保険、雇用保険

雇用期間 令和２年７月１日～令和３年３月31日
提出書類 幕別町会計年度任用職員 申込書兼履歴書
提出方法 郵送または直接提出 提出期限 ６月19日㊎必着
面 接 日 ６月下旬
こども課（〒089-0692 幕別町本町130番地１）、

　札内支所、保健福祉課
こども課保育係（☎ 54-6621）
　保健福祉課福祉係（☎ 8-2910）

放課後児童支援員（①一般②補助）

募集人数 若干名 勤務日 月曜～土曜
（シフト制）

応募資格
①教員免許、保育士、放課後児童支援員の
いずれかの資格を有する方
②なし

勤務時間
【半日】午後０時30分～午後６時30分の間
　　　で４時間30分
【全日】午前８時30分～午後６時30分の間
　　　で７時間30分

勤務場所 町内各学童保育所

業務内容 放課後や学校休業日の児童の見守りなど

給 与
（ 予 定 ）

①【半日】日額4,774~5,449円
　【全日】日額7,957円～9,082円
②【半日】日額4,432円～5,157円
　【全日】日額7,387円～8,595円
※幕別町での直近の勤務経験等により決定

待 遇 社会保険、雇用保険

雇用期間 令和２年７月１日～令和３年３月31日

提出書類 幕別町会計年度任用職員 申込書兼履歴書、
資格証の写し

提出方法 郵送または直接提出 提出期限 ６月19日㊎必着
面 接 日 ６月下旬
こども課（〒089-0692 幕別町本町130番地１）、

　札内支所、保健福祉課
こども課保育係（☎ 54-6621）
　保健福祉課福祉係（☎ 8-2910）

幕別町会計年度任用職員 申込書兼履歴書は
町ホームページからダウンロードして使用してください。

また提出先でも用意しております。

まずはプ
ラスひと

くち

つぎはプ
ラス１皿
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