
新型コロナワクチン接種のお知らせ

予約先・接種会場・接種日

　個別接種・集団接種ともに、１回目接種の予約をすると、２回目の予約が自動的にされます。2 回目接種は、

1回目の３週後で、同じ会場、同じ時間となります。忘れず予定に入れておいてください。

予約先

接種会場・接種日（個別接種）

　現在、12 歳以上の方はワクチン接種の予約ができます。

　転入などで幕別町の接種券（クーポン券）がない方、手元の接種券（クー

ポン券）に記載されている氏名・住所を変更された方はお問い合わせください。

65 歳以上のワクチン接種状況

 7/20 時点　
１回目接種済み　8,063 人（88.65％）
２回目接種済み　4,559 人（50.13％）

接種券番号と生年月日でログインすると、新規予約・

予約確認・キャンセルができます。

新型コロナワクチンWEB 予約

新規予約・キャンセル・問い合わせ・相談ができます。

フリーダイヤル　0120-672-366

　午前８時～午後８時（土日、祝日も実施）

新型コロナワクチン幕別コールセンター

WEB予約はこちら

会　　場 所在地 接種日
幕別町保健福祉センター 新町 122-1 8/21（午後）8/22（午前午後）8/25（午前）9/10（午後）
幕別北コミュニティセンター 旭町 18-7 8/18（午前）9/4（午後）9/5（午前午後）
札内コミュニティプラザ 札内青葉町 311-11 8/21（午後）8/22（午前午後）9/4（午後）9/5（午前午後）
フクハラ若草店特設会場 札内若草町 557-1 8/3　8/10　8/17　9/14　9/21　（夜間）
忠類ふれあいセンター福寿 忠類白銀町 384-10 8/10　8/12　8/28　（午後）

接種会場・接種日（集団接種）

※おおむねの予約時間…（午前）9：00-11：30、（午後）14：00-16：30、（夜間）19：00-20：30

　ただし、会場ごとに時間が異なります。予約の際にご確認ください。

海外渡航時の接種証明書を交付します

　海外渡航時の入国時検査や隔離の免除などを受けるため、パスポート情報などを記載した接種証明書を交付

します。渡航先の国・地域が決まってから、申請書と添付書類を提出してください。申請書は幕別町ホームペー

ジからダウンロードできます。詳細は、ホームページをご参照ください。

※海外渡航をする方のための接種証明書です。それ以外の場面では、接種時にお渡しする「接種済証」、医療従事者等は「接

種記録書」をご利用ください。

https://makubetsu-vc.com/

幕別町新型コロナウイルス感染症
お問い合わせ専用ダイヤル

0155-54-6615　平日　午前９時から午後５時

○幕別町役場１階
本町 130番地 1

○札内支所
札内青葉町 311番地 11

○忠類ふれあいセンター福寿
忠類白銀町 384番地 10

平日　午前 9時～午後 5時

新型コロナワクチン
相談コーナー

医療機関名 所在地 接種日
おち小児科医院 札内新北町 4-1 月・火・水・金（午前午後）　木・土（午前）
さつない耳鼻咽喉科 札内北栄町 2-15 火・木・金（午後）
十勝の杜病院 字千住 193-4 月～金（午前午後）　土（午前）
緑町クリニック 緑町 21-55 月～金（午前午後）　土（午前）
忠類診療所 忠類幸町 11-1 月・水・金（午前午後）　火・木（午前）
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　昨年 10 月に実施した国勢調査にご協力いただき、ありがとうございました。６月 25 日に公表された速報値では、
幕別町の総人口は「25,778 人」で、前回の平成 27 年調査と比べ、982 人の減少となりました。
　国勢調査の確定値や詳細な結果は、令和４年 12 月ごろまでに公表される予定です。

◆道内の人口（抜粋）

◆幕別町人口予想クイズ
　令和２年８月～ 10 月号の広報にて募集した、幕別町の総人口（速報値）を当てる「幕別町人
口予想クイズ」の正解は「25,778 人」となりました。
　応募総数は 77 人で、残念ながらピタリ賞はいませんでしたが、正解から近い順に 10 名の方を
ニアピン賞当選とします。

総務課情報管理係（☎ 54-6608   54-3727）

ニアピン賞 回答（正解との差）

十勝幕別温泉グランヴィリオホテル
日帰り入浴券

25,775 人（－３）
25,775 人（－３）

幕別温泉パークホテル悠湯館
日帰り入浴券

25,772 人（－６）
25,771 人（－７）

十勝ナウマン温泉 ホテルアルコ
日帰り入浴券

25,787 人（＋９）
25,797 人（＋ 19）
25,798 人（＋ 20）
25,800 人（＋ 22）
25,745 人（－ 33）
25,816 人（＋ 38）

※ニアピン賞と参加賞に当選した方には賞品を送付させていただきました。

順　位 市町村 速報人口 前回人口 増　減 備　考
１位 札幌市 1,975,065 人 1,952,356 人 22,709 人

２位 旭川市 329,513 人 339,605 人 － 10,092 人

3 位 函館市 251,271 人 265,979 人 － 14,708 人

4 位 苫小牧市 170,234 人 172,737 人 － 2,503 人

5 位 帯広市（十勝） 166,690 人 169,327 人 － 2,637 人

6 位 釧路市 165,230 人 174,742 人 － 9,512 人

7 位 江別市 121,145 人 120,636 人 509 人

8 位 北見市 115,608 人 121,226 人 － 5,618 人

9 位 小樽市 111,422 人 121,924 人 － 10,502 人

10 位 千歳市 98,019 人 95,648 人 2,371 人

18 位 音更町（十勝） 43,613 人 44,807 人 － 1,194 人 町では１位

23 位 七飯町（渡島） 27,707 人 28,120 人 － 413 人 町では２位

25 位 幕別町（十勝） 25,778 人 26,760 人 － 982 人 町では３位

北海道全体 5,228,885 人は ※平成 27 年調査（5,381,733 人）と比べ、152,848 人の減少

令和２年国勢調査速報
幕別町　総人口 25,778人!!（速報値）はの
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　７月５日から11日にかけて、戸別受信機の受信状況の確認のため、試験放送を実施しました。
　放送が入らない、または音声が途切れるなど受信状況が良くない場合には、必要に応じて屋外アンテナの設置工事
を行います。受信状況が気になる方は、電波状況の確認に伺いますので、８月12日㊍までに防災環境課防災危機管理係
までご連絡ください。屋外アンテナの設置工事に要する費用負担はありません。（標準工事のみ）
　これから北海道に接近する台風が多くなる時期となり、風水害が発生する危険が高まります。情報を確実に受信で
きる環境をつくり、危険が迫った際は速やかに避難できるように準備をお願いします。
　防災行政無線で放送する防災情報は、防災公式LINEと防災情報メールでも確認ができますので、併せてご利用くだ
さい。

防災環境課防災危機管理係（☎ 54-6601）

防災行政無線 
屋外アンテナ工事の施工について

電気機器　　      火災　 防　　  からの　　　      を　      ぎましょう！

　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、過電流により発熱して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！

▶過電流

　電気コードの劣化や傷がついて剥き出しになった導線同士の接触により、短絡（ショート）を起こして出火する恐
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！

幕別消防署（☎ 54-2434）

▶短絡（ショート）

　私たちの生活に欠かせない電気は、使用方法を誤ると火災につながってしまいます。昨年に全国で発生した住宅火
災のうち、約11％が電気機器・配線器具からの出火です。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。

　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ってトラッキング現象が起こり、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！
　※トラッキング現象：プラグとコンセントとの間に溜まったほこりなどが湿気を帯びて微小なスパークを繰り返し、やがて差し刃間に
　　電気回路が形成されて出火する現象。

▶トラッキング現象 

主な電気火災の原因
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テーマ

災害が起こったときの
家族の約束事を決めておこう！

家族で備える
防災環境課

防災危機管理係
（☎ 54-6601）

ＱＲコードを読み込み、
「友だちに追加」でご登

録ください。

◆◇幕別町防災公式ＬＩＮＥアカウント◇◆

ＩＤ検索はコチラ⇒⇒⇒＠makubetsu

ＱＲコードから、または
下記アドレスへ空メー
ルを送信し、ご登録くだ
さい。

◆◇防災情報メール◇◆

touroku.makubetsu-town@raiden.ktaiwork.jp

　災害はいつ起こるかわかりません。外出時など、家族が離れ離れのときに災害が起きた場合、安否
確認をしようにも携帯電話が繋がりにくい状況となります。
　いざというときにはどのような行動をとるのか、家族で約束事を決めておくことが大切です。

● 地震や大雨など、災害の種類ごとにどのような危険性があるのか、どのように危険を回避するのかなど、
家族一人一人が災害に対する知識を身に付けましょう。

●テレビ、ラジオ、防災行政無線、防災情報メール、幕別町防災公式 LINE、幕別町ホームページなど、情報
収集の手段を確認するとともに、各種防災情報がどのような情報なのかを知っておきましょう。

家族で防災の知識を身に付けよう

●地震発生時の身の安全の確保、避難口の確保、出火防止や初期消火など、とるべき行動を確認するとともに、
家族の役割分担を決めましょう。

●外出中に家族が帰宅困難になったり、離れ離れになった場合の安否確認の方法や集合場所を決めておきま
しょう。

● 水害時には、どのタイミングで避難するのか（警戒レベル３「高齢者等避難」の発令で避難するなど）、
どこに避難するのか（指定避難所に避難、安全な親戚や友人宅へ避難など）を事前に家族で話し合い、決
めておきましょう。

● 災害伝言ダイヤルや携帯電話各社の災害用伝言板など、普段利用し
ないサービスについて、使い方を確認しておきましょう。

● 隣近所との普段の付き合いを大切にするなど、災害が起こった際の
地域の協力体制を家族みんなで作りましょう。

● 備蓄品について、家族で必要なものを話し合い、事前に用意してお
きましょう。

家族で約束事を決めよう

●自分の住んでいる地域の危険箇所をハザードマップで確認
しましょう。

●避難経路や避難場所などを確認しましょう。
●コロナ禍の避難方法として「分散避難」を検討しましょう。

（広報７月号防災ナビ参照）
●「防災のしおり」は誰でも、いつでも、すぐに見ることが

できるように保管場所を決めておきましょう。

家族で「防災のしおり」を確認しよう

常駐女性インストラクターと一緒に楽しくウォーキング

やストレッチしませんか？

～一日でも長く自分の脚で歩きましょう～

札内若草町 フクハラ若草店内

施設見学体験は無料です。

☎

利用方法などお気軽に

お問合せ下さい。
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大量消費＆使い切り
「かんたん

　　　野菜レシピ」
まずはプラスひとくち

つぎはプラス１皿
１人分
363

キロカロリー

調理時間
10 分

+ 炊飯時間

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

１人あたりの

野菜目標量
１日350g 以上

丸ごとトマトとタコのご飯
・米　　 　…………２合
・トマト 　…………中１個（約 170 ｇ）
・生タコ　 …………150 ｇ　《下味》酒…大さじ１　
・ベーコン …………１枚（20 ｇ）

【調味料】　
・オリーブオイル …大さじ１
・おろしにんにく …小さじ１
・コンソメ …………１個
・しょうゆ …………小さじ１

【仕上げ】　
・小ねぎ…1 本　・こしょう…少々

材料（４人分）

ゆりんちゃん

トマト１個を
消費する！

トマトの酸味と
旨味が食欲を
誘います。

①下準備をする
　 ・ 米をといで炊飯器に入れ、規定の分量より大さじ２を
　　減らした水に浸しておく。
　・トマトはヘタを取り除き、
　　十字に深く切り込みを入れる。
　・タコは薄切りにして、下味の酒に浸す。　
　・ベーコンは１cm 角に切る。
　・小ねぎは小口切りにする。

作り方

②といだ米の上に材料をのせて、【調味料】を加えて炊く
・①の炊飯器にタコ、ベーコン、【調味料】を入れて、
　中央にトマトを埋めて炊く。
・炊き上がったら、素早くトマトを
　崩しながら混ぜ合わせて、
　フタをして少し蒸らす。 
・茶碗に盛りつけ、小ねぎをのせ、
　こしょうをふる。

　大阪から幕別町に移り住んで、早いもので３カ月が経ちました。幕別町に来た時にはまだ雪が残っていて寒さを感じていま
したが、気が付けば蝉の声が夏の訪れを告げ、季節の移り変わりの早さを感じます。秋の季語に使われる「ヒグラシ」のよう
な蝉の声、大阪では夏の終わりを告げる風物詩が、さらに季節の移り変わりの早さを感じさせているのかもしれません。
　町内にある 3 つの養豚場でお話を伺いました。養豚場ごとに種類の違う豚を飼育し、「どろぶた」「遊ぶた」「ロイヤルマンガリッ
ツァ豚」とそれぞれブランド名が付いています。豚は種類や飼育環境によって肉質や風味が大きく異なるなど、さまざまな特
色があることを教えていただきました。牧場で豚に直接触れさせていただいた時は、出産後で子豚がたくさんおり、人懐っこ
く非常にかわいく思いました。各養豚場のこだわりを持って育てられた豚たちに直接触れ、牧場主の方からいろいろなことを
伺えたことは、本当に貴重な経験をさせていただいていると感じています。まだまだ知らないことばかりで戸惑っていますが、
これからも好奇心を持って幕別町の特産品について学ばせていただきます。

著：田邊 通（たなべ とおる）
令和３年４月１日より地域おこし協力隊として活動。大阪府出身。

活 動 日 記
地域おこし協力隊幕別町のブランド豚

\\\ SNS で情報発信中！///
▶幕別町地域おこし協力隊

Twitter InstagramFacebook
▶幕別町ふるさと納税

Twitter InstagramFacebook

月 火 水 木 金 土

９：３０
～１３：００ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
１４：３０
～１９：００ 〇 〇 〇 〇 〇 午後休診

当院は保険内診療を前提に治療いたします
新患・急患等即日、予約外受付対応しています

お口の中のお困りごとがありましたら、
お気軽にお電話下さい

診療科目: 歯科・小児歯科・口腔外科・矯正歯科
他診療内容：予防歯科（クリーニング等）

・インプラント（自費診療1６万～2３万）・訪問・高齢者歯科、審美歯科

お問い合わせ：幕別町本町７９番地３
TEL：０１５５－６６－８８８８

まくべつ本町歯科の特徴２：急な痛みなどに対し早い対応を心がけています

「痛いのに数週間待ちといわれた」という話をよく患者様から聞きます
歯の痛みはとてもつらいものです
当院では東十勝の歯科地域拠点病院として

①診療台（椅子）を多くそろえている
②診療スタッフを多くそろえている
③技術的に急な痛みに早く対応できる

など、皆さんのお口のお悩みにできるだけ早期に対応できる医療体制を整えています
お口の中のお悩みはどんな些細なことでも構いません
お気軽にご相談ください
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低所得の世帯対象

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活支
援を行うため、給付金が支給されます。

◆対象者　次の①から③のいずれかに該当する方
ひとり親世帯以外の子育て世帯分の給付金がすで
に支給されている場合は、対象外です。
①令和３年４月分の児童扶養手当受給者
　※対象者にはすでに支給済みです。
②公的年金等を受給していることにより、令和３年

４月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計

が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給し
ている方と同じ水準となっている方

◆支給額　児童１人当たり一律５万円
◆申請方法　

申請者の世帯の状況によって、必要な申請書およ
び添付書類が異なりますので、申請前にこども課
こども支援係までご連絡ください。

◆支給時期　
申請内容を確認後、北海道から指定口座に可能な
限り速やかに振り込まれます。

ひとり親世帯
◆対象者　次の①、②の両方に該当する方

ひとり親世帯分の給付金がすでに支給されている
場合は、対象外です。
①令和３年３月 31 日時点で 18 歳未満（障害児の

場合は 20 歳未満）の児童を養育する父母等
　※令和４年２月末までに生まれた新生児も対象

になります。
②令和３年度住民税（均等割）が非課税の世帯ま

たは令和３年１月１日以降の収入が新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受けて急変し、住民税
非課税相当の収入となった世帯

◆支給額　児童１人当たり一律５万円
◆申請方法　

申請者の世帯の状況によって、必要な申請書およ
び添付書類が異なりますので、申請前にこども課
こども支援係までご連絡ください。
※対象者のうち、令和３年４月分以降の児童手当

（公務員を除く）または特別児童扶養手当を受給
していて、令和３年度の住民税（均等割）が非
課税の方は、申請不要で受給できます。

◆支給時期　
申請内容を確認後、幕別町から指定口座に可能な
限り速やかに振り込みます。申請不要の対象者に
は、令和３年７月下旬以降、随時振り込みます。

ひとり親世帯以外の子育て世帯

子育て世帯生活支援特別給付金

町ホームページから申請書をダウンロー
ドできます。
https://www.town.makubetsu.lg.jp/
kenkou/news/2021-0628-1356-47.html
こども課こども支援係（☎ 54-6621）

▲遊ぶた：全身が黒く、耳が立っていま
す。体重が200kg以上になるまで大き
く育てられます。

▲ロイヤルマンガリッツァ豚（子豚）：　
毛色はブロンド、レッド、スワローベ
リーの３色３品種います。

▲どろぶた（子豚）：パンダのような白黒のツートーンカラーの豚もた
くさんいます。


