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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。※広報７月号からお知らせしている内容の再周知です。すでに給付金を受給している場合は、申請できません。

◆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、随時振
り込みます。

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）

再周知

新たな給付金のお知らせ

令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金
　令和３年 11 月 19 日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、子どもたちを力強
く支援し、その未来を拓く観点から、一定以上の所得がある世帯を除き、０歳から高校３年生（高校在学の有無は問
いません）までの児童１人当たり 10 万円相当の給付を行うこととなりました。
　幕別町では、現金により一括支給することとしましたので、支給対象となるみなさんに次のとおりご案内します。
　なお、詳細について現時点で未確定の部分がありますので、確定次第随時、町ホームページでもご案内します。

福祉灯油等支給事業を実施します
　町では、灯油価格高騰に対する低所得世帯等の福祉支援として、福祉灯油等支給事業を実施します。燃料の購入な
ど冬期間の生活支援のため、次の要件に該当する世帯に幕別町商工会商品券１万円分を支給します。
◆支給の要件
　令和３年 12 月１日現在幕別町に住所があり、申請日まで引き続き居住している、次の１または２の要件を満たす
世帯。（同一住居において複数の世帯が存在する場合は、いずれの世帯も１または２の要件に該当する場合に限り助成
の対象となります。ただし、助成の対象となる世帯は当該世帯のうち一世帯のみとなります。）
１．令和３年度市町村民税非課税世帯で次のいずれかに該当している世帯

①昭和 31 年 12 月２日以前に生まれた方のみで構成する世帯（世帯全員が満 65 歳以上の世帯）
②身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ判定または精神障害者保健福祉手帳１級の方が属する世帯
③児童扶養手当受給者が属する世帯　　④特別児童扶養手当受給者が属する世帯
⑤北海道が発行する特定医療費（指定難病）受給者証もしくは特定疾患医療受給者証の交付を受けた方または小児

慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた方が属する世帯
⑥幕別町重度心身障害者及びひとり親家庭の医療費の助成に関する条例に定める重度心身障害者またはひとり親家

庭等の母もしくは父である方
２．生活保護世帯
　１に該当する方で、令和３年１月２日以降に幕別町に転入した方は、令和３年度市町村民税の非課税を証明する書
類を持参してください。また、⑤に該当する方は、北海道が発行する受給者証を持参してください。
　なお、上記条件に該当しているにもかかわらずご案内文書が送付されない方はお問い合わせください。
　１の①～④と⑥、２に該当する方には、文書でご案内しています。⑤に該当する方は次の窓口まで印鑑と受給者証
を持参の上、申請をお願いします。
◆申請期間　１月 31 日㊊まで　※申請受付は役場開庁日、開庁時間とさせていただきます。
◆申請場所　福祉課、ふれあいセンター福寿、札内コミュニティプラザ、糠内出張所

※札内コミュニティプラザでの受付は１月７日㊎まで特設窓口を開設します。１月 11 日㊋からは札内支所で受付します。
福祉課社会福祉係（☎ 54-6612）

　現在、大型ごみの金額はごみの重さによって金額が決まるようになっていますが、家庭で重さを量ることが難しい
という意見が多いため、令和４年４月から大型ごみの金額を 1 点あたり 200 円に統一します。
　新しい大型ごみの申し込み基準の詳細は、後日配布予定のごみ分別冊子をご確認ください。
　なお、忠類地域についても、令和４年４月から同様の扱いとなります。

令和４年３月まで
10kg まで 100 円
30kg まで 200 円
50kg まで 400 円

100kg まで 600 円
　　　　　　　　  （１品目あたり）

令和４年４月から

50kg　　200 円まで
（１点あたり）

令和４年４月から大型ごみの金額が変わります

防災環境課地域環境係（☎ 54-6601）

◆対象者
　次の①、②の両方に該当する方
①平成 15 年４月２日から令和４年３月 31 日までに生ま

れた児童の保護者
②保護者の令和２年中の所得額が、児童手当（本則給付）

支給限度額以内であること
※特例給付（児童１人当たり月額５千円）の場合は対象外です。
◆支給額
　児童１人当たり一律 10 万円
◆申請方法
○申請が不要な方
　次の①、②それぞれに該当する保護者は、申請不要で
受給できます。
①幕別町から令和３年９月分の児童手当が支給された方
②令和３年９月１日以降に生まれた児童の保護者で、そ

の児童分の児童手当が幕別町で認定された方
※令和３年度の児童手当現況届を未提出の方は、提出後に児童手当

（本則給付）受給者と認定した場合に、申請不要で対象となります。

○申請が必要な方
・所属庁から児童手当が支給されている公務員の方
※公務員ではない方でも、所属庁から児童手当が支給されている

場合は、申請が必要です。
・高校生の児童（平成 15 年４月２日から平成 18 年４

月１日生まれ）の保護者
※申請不要で受給できる方も、高校生分については申請が必要です。
　申請方法は、詳細が決まり次第町ホームページでお
知らせします。
◆支給時期
○申請が不要な方
　令和３年 12 月下旬から随時支給します。
　対象者には事前に文書を送付します。
○申請が必要な方
　申請内容を確認後、令和４年１月以降随時支給予定です。

こども課こども支援係（☎ 54-6621）

ひとり親世帯以外の子育て世帯

地区 当番日 会社名 当番日 会社名

幕別
・

札内

12月29日㊌ ㈲菅設備（☎ 56-3026） １月２日㊐ ㈱笹原商産（☎ 54-2610）

12月30日㊍ ㈲錦産業（☎ 56-4410） １月３日㊊ 大東工業㈱（☎ 56-2469）

12月31日㊎ ㈲幕別設備工業（☎ 54-2909） １月４日㊋ 一成技建㈱（☎ 56-7881）

１月１日㊏ ㈲原工業（☎ 54-2235）

※１月５日以降は町指定の業者にご連絡ください。
水道課水道係（☎ 54-6624）

忠類 12月29日㊌～
１月４日㊋ ㈲森本商会（☎ ８-2039）

水道凍結などの修理業者当番表年末年始（12月29日㊌～１月４日㊋）
　12月29日㊌～１月４日㊋の間に自宅内で「水道管が凍った」「トイレの水が流れない」などの水道トラブルが起きた場
合は、当番日の業者にご相談ください。
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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・急患等即日対応、予約外受付も対応
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1７万～2３万）・訪問・高齢者歯科、審美歯科

あなたの歯は大丈夫ですか？？

お問い合わせ：幕別町本町７９番地３
TEL：０１５５－６６－８８８８

ホームページ：http://makubetsumotomachi.com/

有
料
広
告

　急病時や災害が起きたとき、本人や家族から詳しい情報が聞けない状況
でも救急隊員に医療情報を伝え、迅速な救急医療活動に役立つ「救急医療
情報キット」を配布対象の方に無料でお渡ししています。　
　救急医療情報キットに緊急連絡先や持病の有無、かかりつけ医などの情
報を記入して自宅の冷蔵庫に保管しておき、もしもの場合に備えましょう。
▶配布対象

65歳以上の方のみの世帯（１人暮らしを含む）、障がいのある方、健康上不
安のある方

▶申請・配布場所
福祉課、札内支所、糠内出張所、ふれあいセンター福寿
福祉課社会福祉係（☎ 54-6612）

救急医療情報を記載する用紙

救急医療情報を入れる
円筒型プラスチック容器

保管場所を示す冷蔵庫貼り
付け用マグネットシール

キットを設置していること
を示す玄関ドア用シール

【救急医療情報キットの内容】

「救急医療情報キット」で緊急時に備えましょう

「単独大腸がん検診」
と電話またはメール
でお伝えください。

当日の持ち物
・問診票などの送付書類
・便の検体

１カ月後…
自宅に結果が届く

　提出窓口・時間が幅広く、待ち時間なく提出できるので、簡単・気軽に検査が受けられます。
▶実施期間　１月31日㊊～２月２日㊌、２月14日㊊～16日㊌
▶提出窓口　保健課、札内支所、ふれあいセンター福寿
▶受付時間　午前９時～午後５時（札内支所は、水曜日のみ午後７時まで受け付けます。）
▶対象者　　40歳以上の町民
▶自己負担　40歳：無料　41歳～69歳：400円　70歳以上：100円

提出するだけ！「単独大腸がん検診」

提出日から５日以内
の便を２日分採取し
てください。

予約する 物品が届く 窓口に持参

保健課健康推進係

メールはこちら！

・ 保健課健康推進係（☎ 54-3811  kenkou@town.makubetsu.lg.jp）活 動 日 記
地域おこし協力隊 相談者の満足度を高めることで

町のＰＲにつなげる
　明けましておめでとうございます。私たち地域おこし協力隊員３名、地域のお役に立てるように、これまで以上に努
力していく所存です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
　これまで新型コロナウイルス感染症拡大のため、地域の諸活動が中止を余儀なくされたり、地域を越えた移動が制限
されたりしてきました。人と人とのつながりが少しずつ疎遠になってしまうのではないかと危惧したのは、私だけでしょ
うか。そんな折、緊急事態宣言がやっと解除されました。この機会に、前々からやりたいと考えていた観光案内所を行

いたいと申し出ました。道の駅忠類の一角を貸していただき、10 月から土曜日と日曜日に開設しました。
　全 12 日間で、１日平均 11 件の対応をしました。最初は、幕別町や忠類地域のＰＲをと意気込んでいましたが、それだけに
留まることはありませんでした。ある商品がどこの店舗で販売しているか、ガソリンスタンドの営業日とそこまでの距離、道
の駅の商品についての説明、十勝管内・管外の観光地や市町村への行き方…。そんな中で、思い出深い３組のご夫妻を紹介し
ます。ツアーで愛知からいらっしゃったご夫妻、私が愛知出身と申し上げると、愛知の話で大盛り上がりし、その後に襟裳岬
への道順を提案して気持ちよく送り出せたこと。閉設寸前の夕方「宿泊するところはありませんか。」と飛び込んでいらっしゃっ
た名寄からのご夫妻、ホテルアルコに連絡すると運よく空きがあり、部屋が確保
できた時のお二人の笑顔。土曜日に晩成温泉への道順を提案した札幌からのご夫
妻、翌日にわざわざいらっしゃって「昨日は助かりました。今度は必ずナウマン
温泉に泊まります。」と声をかけていただいたこと。
　コンシェルジュとは、フランス語でアパートのメンテナンスなどを行う人が由
来となり、現在では、顧客の要望を聞いたり、相談に乗ったりする職業として使
われています。つまり、コンシェルジュは、さまざまな困りごとに臨機応変に対
応できなければいけません。今回は試験的な取り組みでしたが、来るべき時には、
相談者の満足度を高めることで、幕別町のＰＲとなるように、あらゆる相談に親
身になって対応できるように研さんを積んでいきたいと決意を新たにしています。
　最後になりましたが、観光案内所の開設にあたり、ご理解とご支援をいただき
ました町当局には深く感謝申し上げます。

著：小林 秋良（こばやし あきよし）
令和２年４月１日より地域おこし協力隊として活動。
愛知県出身。
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保健課健康推進係（☎ 54-3811）
保健福祉課保健係  （☎   ８-2910）

やさいのミルクスープ

 かんたん！
野菜と牛乳たっぷりレシピ

まずは

プラスひとくち
１人分
172

キロカロリー

調理時間
30 分 つぎは

プラス１皿

①下準備をする
・インカのめざめ、玉ねぎ、人参、白菜、

ベーコンは１cm 角に切り、ゆり根
は１枚ずつはがす。

②具を炒めて煮る
・鍋にサラダ油、玉ねぎ、人参、ベー

コンを入れてから火をつけ、《中火》
にする。玉ねぎがしんなりするまで
よく炒め、白菜、インカのめざめを
入れて軽く炒める。

・水を加えフタをして、《強火》で
煮 る。 煮 立 っ て き た ら、《 弱 火 》
にして火が通るまで煮る。

③味付けをして、牛乳・ゆり根を入れる
・【調味料】、ゆり根、牛乳を加え、ヘ

ラで混ぜながらゆり根に火が通るま
で《中火》で煮る。

作り方

・インカのめざめ　…４～５個（200g）
・玉ねぎ　……………１/ ２玉
・人参　　…………… 70g
・白菜　　…………… 160g
・ゆり根　…………… 小１個
・ベーコン赤身　……２枚

材料（５人分）
・サラダ油　… 大さじ１
・水　…………３カップ
・牛乳　………２カップ

【調味料】
・コンソメ　…２個
・こしょう　… 少々

飲み終わった “ 牛乳 1ℓパック 5
枚 を 1 口 “ と し て、 牛 乳 贈 答 券 1
枚と引き換えるキャンペーンを実施
中！（１月 14 日㊎まで）
詳しくは農林課へ！（☎ 54-6605）
▶引き換え場所
　役場、札内支所、忠類総合支所

“ インカのめざめ ” と “ ゆり根 ” は、
幕別町の特産物です。
ほんのり甘くて、
ほくほくしていて、
体が温まるおいしいスープです♥

５枚１口です！

イ～ンカおじさん

ゆりんちゃん

牛乳をたくさん飲んで
　贈答券をもらおう！

 　広報 10 月号および 11 月号に掲載した次のパブリックコメントについて、結果をお知らせします。お寄せいただい
た意見の詳細や募集概要などは、町ホームページからご確認ください。

https://www.town.makubetsu.lg.jp/（トップページ＞町政情報＞広報＞パブリックコメント）

▶幕別町強靭化計画（案）
　意見の提出はありませんでした。　　 政策推進課政策推進担当（☎ 54-6610）
▶幕別町第２期ごみ処理基本計画＜改訂版＞（案）
　意見の提出はありませんでした。　　 防災環境課地域環境係（☎ 54-6601）
▶明野ケ丘公園再整備基本計画（案）
　４人から延べ５件の意見提出がありました。意見および町の考え方は、紙面の都合により要約したものを掲載して
います。全文については、町ホームページからご確認ください。　 土木課公園整備係（☎ 54-6622）

意見の要旨 意見に対する町の考え方
　幕別町に明野ケ丘公園のような素晴らしい場所があるの
に全く生かされていないことを残念に思いました。
　毎週末等、休日を利用して定期的に町民ボランティアを
開催し、ピラ・リが完成した当時の美しさを再現すること
や、公園の「再生」を町民に呼びかけることで明野ケ丘公
園の周知を図る取組みはどうでしょうか。

　基本計画（案）では密集した既存樹木の密度調整を図り、
老朽化した施設については時代のニーズに対応した再整備
を行う計画となっており、具体的には今後進める基本設計
等において検討を重ねてまいりたいと考えております。
　今回いただいたご意見を参考にしながら町民が参加しや
すい環境づくりについて引き続き研究してまいります。

　明野ケ丘公園は湿っぽいところもあるので、カシグルミ
の栽培に適していると思います。
　大きく育って実がたくさん落ちるようになれば、子ども
達やお年寄り、障がいのある方達の就労支援事業所の利用
者さん達で拾うことができます。

　明るくきれいな自然環境が充実した空間づくりを進め、
魅力的なコミュニティの場を創出していくことにより、子
どもたちの記憶に残る思い出や、ふるさとの愛着と誇りを
育むような公園づくりに努めてまいりたいと考えておりま
す。
　今回ご提案いただきました自然環境を活かした取り組み
については、今後の参考にさせていただきます。

　明野ケ丘公園周辺で過去に植物観察をしましたが、他の
場所ではお目にかかれない植物を発見していました。
　笹刈りだけ行って他には手を加えない区域を環境別にい
くつか設定したら、明野特有の植物が蘇る可能性が大あり
だと思います。

　基本計画（案）では、明るくきれいな自然環境が充実し
た空間づくりを行うという基本的な方針に基づき再整備を
進めるとしております。
　今回いただいた自然環境を活かした維持管理方法のご提
案につきましては、今後の参考にさせていただきます。

　生産年齢人口の減少が想定される時代に、明野ケ丘公園
の再整備の優先順位は低いと言えます。
　再整備することで維持管理費の増加が心配です。
　老朽化した施設は撤去、利用の少ないパークゴルフコー
スは廃止、スキー場も一つの町に二箇所はいりません。
　再整備には反対です。

　明野ケ丘公園は、老朽化による施設の利用制限や撤去に
より機能が低下していたことから、再整備の要望が多く寄
せられておりました。
　基本計画（案）では、今あるものを活用しながら作りす
ぎない公園整備とすることなどを基本的な方針として定め、
施設の整備についても必要に応じ段階的及び継続的に進め
ていく方向性を示す内容としております。
　今後におきましても、多くの町民と議論を深めながら、
さらに検討を進めてまいりたいと考えております。

　公園再整備に当たって、イベント等の開催を担うボラン
ティア等の応援団が有りますか？若者の一時的なエネル
ギーだけでは、単発となります。
　今、本町において持続可能な集団は山本幸平選手頼みし
かありません。山本幸平ワールドとして中心に整備すべき
です。
　今回の基本計画（案）は、10 年から 15 年以上の後々の
まちづくりまで静かに止め、町の青年たちがもっと成長し、
中心的行動を取れるまで静かに寝かせておくべきです。

　公園を活用した例として、イベント等の開催が挙げられ
ますが自発的な意思を持ってイベント等を開催する人々は
重要な役割を担う人材であると考えております。
　町としては、既存の地域づくりを支える団体や地域を牽
引する人材とのパイプ役となり、それらの活動を支えるこ
とによって人材育成につなげてまいりたいと考えておりま
す。
　山本幸平選手については、この公園の良さを知る一人と
してアドバイスを求め、再整備に生かしていきたいと考え
ております。
　今後におきましても、多くの町民と議論を深めながら、
さらに検討を進めてまいりたいと考えております。

▶資料の閲覧場所　役場１階ロビー、忠類コミュニティセンター１階ロビー、札内コミュニティプラザ、糠内出張所
※町ホームページ（https://www.town.makubetsu.lg.jp/）でも公表します。

▶意見の提出方法　閲覧場所に備え付けの「意見の提出書」または意見を記入した用紙（任意様式）に件名（幕別町
行政組織・機構見直し（案））、住所、氏名、電話番号を記入の上、提出してください。

▶意見を提出できる方
町内に住所がある方、町内に通勤または通学している方、町内に事業所等がある方、パブリックコメント手続きに
係る事案に利害関係がある方

▶募集締切　１月 17 日㊊
　※意見の募集は 12 月 18 日㊏から開始しています。
　※郵送の場合は、締切日の消印有効です。
　※持参の場合の受付時間は、午前８時45分から午後５時30分まで。（土日祝日および 12 月 29 日～１月３日を除く。）
▶注意事項

①障がいなどの理由により文書による提出が困難と認められる場合以外は、口頭による意見の提出は認められません。
②提出された意見は、内容を整理し、意見に対する町の考え方を広報紙などで公表します。なお、提出時に記載さ

れた住所および氏名は公表しません。
③ 意見に対する個別の回答は行いません。また、意見を求める内容と直接関係のない意見と判断でき

るようなものについては、意見として取り扱いませんのでご了承ください。
・ 総務課総務係（☎ 54-6608　 54-3727　 somukakari@town.makubetsu.lg.jp）

　〒089-0692 幕別町本町130番地１　※資料の閲覧場所でも提出することができます。

　町では、今後に向けたさまざまな行政課題や多様化する住民
ニーズへの適応と住民サービスの向上を図るため、令和４年４月
からの行政組織・機構（案）を作成しました。
　行政組織・機構の見直しにあたり、より多くの住民のみなさん
の声を反映させ、町民から分かりやすく、機動性の高い行政組織・
機構を検討していくために、みなさんの意見を募集しています。

幕別町行政組織・機構見直し（案）

メールで提出

町ホームページ

パブリックコメントの結果を公表します


