おいしくつけたかな？
西児童館で行われた、お餅つき。
たくさんの子どもたちで賑わい、仲良
く順番にもちつきを楽しんでいました。

空とみどりの交流拠点
2016

平成28年
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中標津町長

小林

実

町民の皆さま、明けましておめでとうございま
す。
皆さまには、健やかに平成二十八年の新春をお
迎えのこととお慶び申し上げますとともに、謹ん
で新年のごあいさつを申し上げます。
昨年を顧みますと、国内外では、経済の回復基
調やラグビーワールドカップでの日本代表の活躍
など明るく躍動する話題があった反面、局地的な
豪雨、火山噴火などによる自然災害、世界各地で
頻発するテロや国際紛争、平和安全法制関連法の
成立など直面する危機管理への意識を再認識させ
られる出来事が多かったように感じます。
一方、町内では、相次ぐ暴風雪により観測史上
最 高 と な る 積 雪 に 見 舞 わ れ、 重 苦 し い 中 で の ス
タートとなりましたが、その後は、概ね天候にも

和男

中標津町議会議長

萬

町民の皆さま、明けましておめでとうございま
す。
輝かしい平成二十八年の新年を、町民の皆さま
とともに迎えられますことに、心よりお慶び申し
上げます。また、町民の皆さまには、日頃から町
政に対する暖かいご理解とご協力を賜り、厚くお
礼申し上げます。
町の今年度予算については、昨年の豪雪による
除雪費の大幅増加や大型公共事業の継続、一般会
計から病院会計への繰出し増額などによって、財
政調整基金が大幅な減額となり、極めて厳しい予

算編成作業になるものと思われます。
そのような中にあっても、人口減少対策が強く
求められています。女性が子どもを産みやすく、
育てやすい環境づくりなど、国の対策を先取りし、
他の地域より一歩先んじた政策が必要となります。
また、新規就農者の定住促進対策のためにも、関
連事業者との連携のもと、離農者の住まいの確保
と空き家対策を同時に行うなど、行政の機動的、
積極的な対応が重要です。
昨年十一月、総務省の地方創生事業「地域経済
循環創造事業交付金」が道内では唯一中標津町に
五千万円交付され、十二月定例議会において、事
業申請者である中標津地方魚菜株式会社に助成す
ることが決定しました。さらに、無担保・無保証
で金融機関からも同額の融資を受けることとなり
台湾を中心にアジア圏へ地元産魚介類に付加価値
をつけて輸出することになります。これは、行政

恵まれ、開町七十年の記念事業をはじめ各種イベ
ントも無事に開催されたところです。また、酪農
学園大学、日本体育大学との協定締結や初となる
台 湾 へ の チ ャ ー タ ー 便 の 就 航、 Ｆ Ｄ Ａ︵ フ ジ ド
リームエアラインズ︶による道外一〇空港を結ぶ
チャーター便の就航など交流人口の拡大に向けた
新たな取り組みのスタートとなる一年であったと
思います。
本年においては、人口急減、超高齢化社会を背
景とした地方創生の進展をはじめ、一億総活躍社
会の具現化、大筋合意に達したＴＰＰへの対応や
明年四月から実施を迎える消費税率引上げによる
社会保障と税の一体改革、地球温暖化の抑止に向
けた環境対策など難題が山積しております。
町においては、第六期総合発展計画後期基本計
画のスタートの年であるとともに、地方創生、総
合戦略の具現化に向けた施策の展開を図っていか
なければならない年となります。長年の懸案であ
りました総合体育館も本年十月のオープンを予定
しているところであり、町民の皆さまのスポーツ、
健康づくりの施設として利用の促進を図っていく
ほか、引き続き観光面や空港利用促進の一環とし

と民間企業が一体となって国や金融機関と交渉し
実現したものであり、行政の新たな取り組みの見
本となるものです。
議会においては、昨年も町民の皆さまとの対話
の機会を求め「議会報告会」を開催しました。会
場では多くの質問や意見が寄せられ、有意義な報
告会となりました。心からお礼申し上げます。今
年も「議会報告会」を開催するとともに、各種団
体との話し合いの要望があれば、どこへでも出向
き懇談会を行います。我々議員は、今後とも議会
改革に努め、町民皆さま方の意思が町政に反映で
きるよう努力してまいります。
本年も変わらぬご支援・ご協力をお願い申し上
げるとともに、町民皆さま方の今後ますますのご
健勝、ご多幸を祈念し、年頭のご挨拶といたしま
す。

て、国内外からのチャーター便の就航、三月に運
行開始となる北海道新幹線対策として道内各地域
へのアクセスとなる函館空港からのチャーター便
就航に向け積極的に取り組み、管内の人口減少に
歯止めをかけるダム的機能の役割を果たしていか
なければなりません。
また、基幹産業であります酪農においては、Ｔ
ＰＰの大筋合意による影響が予測が付かない中で、
ＴＰＰ関連政策大綱など情勢の変化を注視すると
ともに、関係団体と連携しながら永続的な経営環
境を守らなければなりません。
このような情勢の中、改選期が九月であること
から、町の産業経済を停滞させることなく、「あ
つまる つながる ひろがるまち」をイメージし、
誰もが住みたくなる、訪れたくなる﹃空とみどり
の交流拠点・中標津﹄の実現に向けて、通年予算
を基本に平成二十八年度予算編成に懸命に取り組
んでいるところでありますので、ご理解を賜りた
いと存じます。
本年も町民皆さまのご理解とご協力を賜ります
ようお願いするとともに、皆さまのご健勝とご多
幸をご祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。
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○自治貢献賞

受賞者（敬称略）
《自治功労者》
宮脇田鶴子（中標津町都市計画審議会委員として都市計
画行政の推進に貢献）
境
滿（中標津町町営住宅運営委員会委員、副委員
長として住宅行政の推進に貢献）
金森 邦夫（中標津町町営住宅運営委員会委員、委員長
として住宅行政の推進に貢献）
秋山
登（中標
 津町町営住宅運営委員会委員として住
宅行政の推進に貢献）

○社会貢献賞

森田 正治（一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財
団理事、同財団のスポーツ振興協議会長と
して地域の文化スポーツの振興に貢献）
山本 則康（一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財
団理事、同財団のスポーツ振興協議会長と
して地域の文化スポーツの振興に貢献）
森田イク子（なかしべつおやこ劇場の会長として地域の
文化振興に貢献）
戸田 峯雄（文化財保護審議委員、委員長として地域の
文化振興に貢献）
大野
曻（文化財保護審議委員、副委員長として地域
の文化振興に貢献）
船山 幸利（スポーツ推進委員として地域の体育振興に
貢献）
（故）

《社会事業功労者》
○善行賞
髙橋志加子（中標津町介護保険運営協議会委員、民生委 《善行功労者》
員児童委員として地域福祉の推進に貢献）
計根別団地環境美化の会
代表 佐野 武夫
山内 友枝（中標津町介護認定審査会委員として地域福
（計根別団地内の優良なコミュニティ形成を
祉の推進に貢献）
目的に設立されて以来、団地内の環境美化
小野
弘（中標津町社会福祉協議会理事として地域福
をとおして心安らぐ住みよい団地環境を創
祉の推進に貢献）
出するなど、他の模範となっている）
《保健衛生功労者》
佐々木富昭（中標
 津町国民健康保険運営協議会委員とし ○奨励賞
て国民健康保険事業の健全かつ円滑な運営 《教育文化奨励賞》
に貢献）
富岡多喜子（詩吟団体岳風会中標津支部設立に尽力し、
《住民組織活動功労者》
指導模範となってからは後進の指導や資格
中谷 博幸（第２
審査委員長として詩吟の普及振興に貢献）
 宮下町内会長、中標津町全町内会連合
会理事、副委員長として地域の発展のため
西根 辰美（中標津町軟式野球連盟副会長、会長、顧問
に貢献）
として、開陽台視界３３０度少年野球大会
を創設されるなど軟式野球の普及振興に貢
○産業貢献賞
献）
《林業功労者》
麻郷地忠信（自身が監督を務める軟式野球チーム「ダッ
端
明彦（根室地区林産振興協会副会長として地域の
クス」の創設、また公認審判員の資格を取
林業振興や林業後継者の育成に貢献）
得し各種大会運営の協力に尽力されるなど
喜來 信一（中標津町森林組合代表監事として本町林業
軟式野球の普及振興に貢献）
の振興発展に貢献）
《文化体育功労者》
○中小企業卓越技能者
佐々木富昭（一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財 《技能水準の向上に尽力》
団理事、副理事長として地域の文化スポー
蝦名 博美（酪農協販商事㈱）
ツの振興に貢献）
一色 君男（㈱寿宴）
宮脇田鶴子（財団法人中標津町文化体育振興協会監事、
山岸
昇（山岸塗装店）
理事として地域の文化スポーツの振興に
大場 清美（カンコンフォートサービス）
貢 献）
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（故）

第 回

22

中標津町表彰式
1

永年にわたり、町の発展に功績のあった 名と
団体の方々が表彰されました。
また、同時に中小企業卓越技能者 名の表彰も行
われ、列席された関係者から祝福の言葉が贈られま
した。
4

38

どうしてタバコは体に良くないの？
中標津町保健センター 健康推進課
「タバコは健康によくない」とよく言われていますが、では実際にタバコがどのような影響を及ぼしているか、皆
さんはご存知ですか？

タバコの煙は有害です！
タバコの煙には有害物質が数百種類含まれており、そのうちの約70種類が発ガン物質です。
そのなかでも３大有害物質といわれるのが ①ニコチン ②タール ③一酸化炭素 です。
ニコチンには、麻薬などと同様に依存性があります。ニコチンは体の中から２～３時間で無くなっていきます。す
ると、またニコチンがほしくなりタバコを吸う･･･これがタバコをやめづらい原因です。タバコをやめづらいのは意
志が弱いからではなく、ニコチン依存によるものなのです。

タバコによる身体への影響

高血圧

「タバコをやめられない･･･」と吸い続けるとどうなる

が

ん

のでしょうか？タバコを吸い続けることで様々な病気を
発症する危険性が高くなります（がん・高血圧・ぜんそ
く・胃潰瘍・骨粗しょう症・脳卒中・肺炎・心筋梗塞・
慢性閉塞性肺疾患（COPD）など）
。

まわりの人にも影響を及ぼす受動喫煙

慢性閉塞性肺疾患
（COPD）
心筋梗塞

タバコは吸っている人の健康に影響を及ぼすだけなの
でしょうか？いいえ、タバコを吸っている周りの人たち
の健康も危険にさらされています。むしろ、
他の人が吸っ
ているタバコの煙の方が高い濃度の有害物質が含まれて
います（ニコチンであれば2.6～3.3倍！）
。

脳卒中
喫煙によって誘発される病気は
このほかにもたくさん！

タバコは自分自身の健康を脅かすだけではなく、あなたの周りの大切な人の健康までも脅かしてしまいます。この
機会に、禁煙を始めてみませんか？
禁煙に関することなどは、お気軽に中標津町保健センターまでご相談ください。

『元気なお口で介護予防』
食べ物をおいしく感じしっかり噛んで食べるにはお口の健康が第一です。
「お口」の健康が維持されると、食べ
物をしっかり噛むことができ栄養の吸収が促進されるだけでなく、口の中を清潔に保つことで誤えん性肺炎を予防
できるほか、脳を活性化して認知症を予防するなど想像以上に健康によい影響を及ぼします。この機会に、お口の
ケアについて学んでみませんか？
日

時

２月８日㈪

場

所

中標津町総合福祉センター（プラット）三世代交流室

午後１時30分～午後２時30分

対 象 者

町内在住の65歳以上の方

定

25名

員

※先着順で定員になり次第、締め切ります。

参 加 料

無料

内

容

口腔ケアについての講話・噛む力のテストなど

講

師

保健センター

申し込み

歯科衛生士

石塚

亜未

１月27日㈬まで

申し込み・問い合わせは、中標津町地域包括支援センター（介護保険課 介護支援係）まで。
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第41回

なかしべつ冬まつり

２月６日㈯～７日㈰

と き：

ところ：しるべっと広場

【主なイベント】
雪上ドッヂビー、雪上ソフトバレー、滑り台タイムトライアル、花火大会
※詳細は、後日新聞折込みチラシ等でお知らせします。

など

【なかしべつ祭り実行委員会からのお知らせ】
夏祭り・冬まつりへの模擬店出店については、規則で前回実績者を優先することと定めており、新規につき
ましては出店枠に空きが出た場合のみ受け付けを行います。
今回の冬まつりにおきましては、出店枠に空きが出なかったため新規出店は受け付けることができませんの
で、ご理解いただけますよう、お願いします。（次回の夏祭りについては改めてお知らせします。）
なお、出店には一定の要件がありますので、詳しくはお問合せください。

問い合わせは、なかしべつ祭り実行委員会事務局（経済振興課内 ❸73-3111）まで。

ご家庭における節電のお願い

この冬におきましては、さまざまな電力需給対策に最大限取り

組むことにより、電力を安定供給するうえで最低限必要な供給予

備率は確保できる見通しです。

しかしながら、北海道は他電力からの電力融通に制約があるこ

と、発電所１機のトラブル停止が予備率に与える影響が大きいこ

と、厳寒であるため、万が一の電力需給のひっ迫が、国民の生命、

時

安全を脅かす可能性があることなど冬季の特殊性を踏まえ、多重

的な対策を講じてまいります。

８時～

16

ご不便とご迷惑をおかけいたしますが、引き続き無理のない範

平日
21

囲で、これまで取り組んでいただいている節電へのご協力をお願

31 31

いいたします。

月１日㈫～３月 日㈭

日㈫から 日㈭までを除く

29

12

■ご家庭で節電をお願いしたい期間・時間帯

12

・
※ 月

時）の時間帯の節電にご協力をお願いします。

シルバー人材センター

・特に
 ご家庭においては、電気の使用が増える夕方以降（ 時～

照明、冷蔵庫、テレビなどを中
心に、普段からお使いの電気製品
の節電にご協力ください。

・冬季の北海道は夜間も電力需要が高い水準にあるため、右記以
外の時間帯についても、可能な範囲での節電をお願いします。

節電に協力いただきたい電気製品

21

広告

あなたもシルバー人材センターの
会員になって働いてみませんか

安倍総理大臣が国会の施政方針で、「高齢者のみなさん、多様な就業機会のあるシル
バー人材センターで、自らのため、社会のため、あなたの豊かな知識と経験を活かし、
生きがいをつくってみませんか。」と演説されました。国がいかにシルバー人材セン
ターに大きな期待を寄せているかがわかります。
公益社団法人
「チエブクロー」

5

中標津町シルバー人材センター

標津郡中標津町大通北１丁目

☎７９−１２３４

国民年金保険料の納付が困難な方は
免除・納付猶予の手続きを!
年金は老後のためだけのものではありません。国民年金保険料を未納のままにしておくと、もしものときの「障
害年金」や「遺族年金」が受けられない場合があります。経済的に納付が難しい方は「国民年金保険料免除・納付
猶予制度」をご利用ください。

●国民年金保険料免除・納付猶予制度とは？
ご本人・配偶者・世帯主の前年の所得によって、全額免除のほか段階的に一部免除（４分の３免除・半額免除・４
分の１免除）があります。
また、30歳未満の方に限り、世帯主の所得が多くても、ご本人と配偶者の所得が少ない方は、国民年金保険料の
納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。
免除を受けた期間に納める保険料（月額）は、次のとおりです。

※
※

●全額免除

15,590円

⇒

0円

●４分の３免除

15,590円

⇒

3,900円

●半額免除

15,590円

⇒

7,800円

●４分の１免除

15,590円

⇒

11,690円

申請時点から２年１ヶ月前までの期間について、さかのぼって申請できます。
失業、倒産、天災などを理由に申請する方は、前年の所得にかかわらず、特例で全額免除になる場合があります。

●免除を受けた場合、
将来の年金額はどうなるの？
免除を受けた期間の老齢基礎年金の額は、国民年金保険料を全額納めた場合と比較する
と、それぞれ次の割合により計算されます。
●全額免除

⇒

８分の４

●４分の３免除

⇒

８分の５

●半額免除

⇒

８分の６

●４分の１免除

⇒

８分の７

※年金支給見込額 納付要件300ヶ月を全期間全額免除した場合（65歳支給）
平成27年度年金支給額 780,100円×（300／480）×４／８＝243,781円（年額）
※一部免除は、免除を受けた残りの額（４分の１・半額・４分の３）を納付することが前提となります。納めないで
おくと一部免除は無効となり、未納と同じ扱いになってしまいますのでご注意ください。

問い合わせは、住民保険課 国民年金係まで。

後期高齢者医療制度のお知らせ
高額介護合算療養費について
医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。
同じ世帯の被保険者が、１年間に支払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用者負担額との合計が基
準額を超えたときは、申請により、その超えた額を高額介護合算療養費として支給します。

◇自己負担基準額表

【今回対象となる計算期間：平成26年８月１日～翌年平成27年７月31日】

負担割合
３割

１割

区

分

自己負担額の合計の基準額

現 役 並 み 所 得 者

６７万円

一

５６万円

住民税非課税世帯

対象となる方には「お知らせ」を送ります
（平成28年１月末送付予定）

般
区分Ⅱ

３１万円

区分Ⅰ

１９万円

忘れずに申請をしてください

北海道後期高齢者医療広域連合 ❸０１１－２９０－５６０１
問い合わせ先：
住民保険課 後期高齢者医療係 ❸７３－３１１１
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１月から一部の手続きで“マイナンバー”の
利用が始まります
平成28年１月から、社会保障・税・災害対策の分野でのマイナンバー利用が始まります。利用する事務の手続
きでは、本人確認を確実に行なう必要があり、本人を確認するための書類の提示をお願いすることになりますので、
ご協力をお願いします。

① 個人番号（マイナンバー）を利用する手続きって何なの？
中標津町で個人番号を利用する主な行政手続きは、次のとおりです。

個人番号が必要な具体的な
手続きについては、担当課
へお問い合わせください。

   
（社会保障の手続き）
国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、障害福祉に関する手続き、子育てに関する手続き
など
（税の手続き）
 軽自動車税の減免申請、固定資産税の償却資産申告書 など
※個人町道民税申告書や給与支払報告書の提出は、平成28年中
の収入分から適用されます。
（災害対策）
被災者台帳の作成

など

［住民票・戸籍の手続き］
転入、転居、転出などの異動、戸籍届
出の氏名などの変更の際に、通知カード
または個人番号カードの記載事項の変更
が必要になります。

② 個人番号（マイナンバー）の確認に必要なものって何なの？
「本人の身元確認」
と
「番号が正しいかどうかの確認」の２つの確認を行ないますので、次の表に記載されている
「本
人確認書類」と「番号確認書類」のうち、１～３のいずれかをお持ちください。
番 号 確 認 書 類
1

［次のうち１点］
運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害
者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カ
ード、特別永住者証明書

2

［上記の書類をお持ちでない方は、次のうち２点］
官公署から発行され、または発給された書類その他こ
れに類する書類で、個人識別事項（①氏名 ②生年月日
または住所）の記載があるもの
例：健康保険証、年金手帳、社員証、学生証など

3

本 人 確 認 書 類

＜通知カード＞
または、
個人番号が記載された住民票の写
し、
住民票記載事項証明書

＜個人番号カード＞

［個人番号カードの申請方法］
通知カードと一体の交付申請書に、申請日、氏名、
電話番号を記入のうえ、顔写真を貼付け返信用封筒
に入れて送付してください。
スマートフォンなどでも申請できます。

お 願 い
役場の窓口へお越しになるときは、「本人確
認書類」と「通知カード」または、
「個人番号カー
ド」を忘れずにお持ちくださるよう、ご協力を
お願いします！

③ 個人番号カード及び通知カードの休日窓口交付を実施します！
マイナンバーの通知カードは、11月中旬から順次、簡易書留で世帯ごとに送付しました。あて所不明及び郵便
局での保管期間満了などの理由により役場へ戻ってきている通知カードの交付については、平日のほか下記の日も
実施します。あわせて個人番号カードの交付も行います。お越しの際は、本人確認書類及び印鑑をお持ちください。
日 時：平成28年１月24日㈰ 午前９時～午後５時 〔悪天候の場合 ～ 平成28年１月31日㈰〕
場 所：中標津町役場 住民保険課 戸籍住民係窓口（①番窓口）
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防災ワンポイント 第31回 冬 道 の 安 全 対 策

道路には、周りの土地よりも高い「盛土道路」と低い「切土道路」がありますが、一般的に、

「盛土道路」に比べて「切土道路」では、吹きだまりが発生しやすい傾向にあります。
じゃがいもずきん
「ききぼう」くん

道路の吹きだまりが深くなると、車の走行が困難になることがあります。
吹きだまりに注意し、無理のない運転を心がけましょう。

●周囲の開けた平坦な地形の道路
吹雪をさえぎる樹木や建物が少なく、周囲が開
けた平坦地では、道路に吹き込んでくる雪が多く
なりやすいので、視程障害や吹きだまりが発生し
200ｍ以上の長さの雪原

やすくなります。200ｍ以上の長さの雪原がある
と、風で飛ばされる地吹雪の量が最大に達します。
したがって、それだけ風上側が開けているような
道路では、吹雪による視程障害が発生しやすいと
いえます。特に、畑や牧草地が広がっている平地
では、冬には広い雪原になるので、風の強いとき
には注意しましょう。

出典：寒地土木研究所ホームページ

●峠区間や急峻地形の道路
切土

峠区間や山岳地の急峻地形（山や坂などの傾斜が急でけ
わしい地形）にある道路では、複雑な地形を吹き抜ける風
によって、視程障害がもたらされることがあります。特に、
標高の高い山地には背の低い木が多く、積雪も多いので、
冬には吹雪をさえぎる樹木が少なくなります。
このような峠区間や急峻地形の道路では、気象の変化も
著しく、短い区間でも視程が急変することがあるので、走
行には注意が必要です。

●切土区間や盛土との境の区間

盛土

深い切土区間では、切土の上の平地で発生した飛雪が道
路上に吹き込むことによって、吹きだまりや視程障害が引
き起こされることがあります。また、切土と盛土との境の
区間では、盛土から切土に吹き込む風によって視程障害を
まねくこともあります。

出典：寒地土木研究所ホームページ

知っておきたい！ 道路情報の入手方法
◦北の道ナビ吹雪の視界情報（寒地土木研究所）
吹雪による現在の視界や、24時間後までの予測情報を入手することができます。
（Ｐ Ｃ）http://northern-road.jp/navi/touge/fubuki.htm
（スマホ）http://northern-road.jp/navi/touge/sp/fubuki.htm
（携 帯）http://n-rd.jp/
◦北海道地区道路情報（北海道開発局）
国道や道道の通行止めの情報を確認できます。
（Ｐ Ｃ）http://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/
（スマホ）http://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/sp/
（携

帯）http://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/m/

詳しくは、総務課 防災係まで。
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地域おこし協力隊が行く 其の
17

あけましておめでとうございます。
本年も、協力隊の支援などよろしくお願
いします。
さて、11月号では女子旅の活動内容を
ご報告しましたが、今回はもう一つの取り

組みをご紹介します。
昨年冬、北根室ランチウェイのコース内にあるモアン山をスノーシューで登り、スノーシューの楽しさを体験し
ました！冬の冷たい空気や澄んで遠くまで見える景色、雪で真っ白になった世界は、この極寒の地でなくては味わ
えないものです。そのワクワクを是非たくさんの人へ味わってもらいたい。冬の中標津町になんとか遊びに来ても
らいたい。そのような思いから、今回、北海道観光振興機構から事業採択を受け、養老牛温泉での冬の体験プラン
を企画しました。
ターゲットは道外のお客様ですが、
「中標津空港利用」+「空港～養老牛までのタクシー利用」＋「養老牛温泉宿
泊」の３点の条件を満たしたお客様へ、星の観察体験や養老牛温泉周辺散策スノーシュー体験、２件のお宿の湯め
ぐりパスポートなどたくさんの特典を用意しました。
実は昨年も「空港利用」＋「タクシー利用」＋「町内宿泊」で特典を出していたのですが、町内宿泊の実績は０
件…なので今回はこれでもかっ！と、多くの特典を提供し、1組でも多くの方に中標津町へ宿泊、そして体験して
もらいたいと思っています。今回の事業では、養老牛温泉のホテル養老牛、湯宿だい
いち、中標津保養所温泉や、別海町、羅臼町にも協力をいただき、その他のプランも
検討しています。さらにWEBに強い㈱ホワイト・ベアーファミリー（大阪）と、㈱
Ｈ.Ｉ.Ｓ.の２社の旅行会社へ旅行商品の造成をお願いし、ほかにもANAセールス㈱な
どたくさんの方々にご協力をしていただきました。
私の思いはただひとつ、道東の冬を知ってもらいたい。
極寒の地でもたくましく生活する人々や動物たち。マイナ
昨年のモアン山スノーシューの様子
スの世界だからこそ見られる大
自然の景色、冬しかできない遊
中標津町地域おこし協力隊
び、２回目の冬だから伝えられ
おやまつ あさ こ
ることを、今回の事業を通じて
松 麻子（役場経済振興課内）
親
いらっしゃったお客様へ直接伝
メールアドレス oyamatsu@kaiyoudai.jp
えていきたいと思っています。
今年養老牛温泉周辺下見の様子

所得税及び復興特別所得税の確定申告が始まります

平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受け付けは、平成28年２月16日㈫から
同年３月15日㈫までです（土・日曜は除く）
。
確定申告書は「前年の申告書控」や「確定申告の手引き」などを参考に作成し、お早めに提出してください。
なお、確定申告書は国税庁ホームページ【http://www.nta.go.jp】の「確定申告書等作成コーナー」で作成し
印刷して提出することができます。あわせて、便利なｅ－Ｔａｘを是非ご利用ください。
※還付申告は２月16日以前でも提出できます。
【復興特別所得税額】欄の記入漏れに注意！
東日本大震災からの復興に充てる財源の確保を目的として、平成25年分から平成49年分まで復興特別所得税を
所得税とあわせて申告、納付することとされています。確定申告書の作成にあたっては「復興特別所得税額」欄の
記入漏れの無いようにご注意ください。
※還付申告の方も含め、申告される全ての方について「復興特別所得税額」欄の記載が必要です。
【 注意 】 中標津町役場を会場として実施されていた、根室税務署による署外での申告等の受付・相談については、
平成27年より実施されていませんのでご注意ください。

詳しくは、国税庁のホームページをご覧いただくか、根室税務署 ❸0153-23-3261まで。

年末調整等関係書類の提出を忘れずに

平成27年分の給与所得に係る給与支払報告書等の関係書類の提出期限は、２月１日㈪です。
提出先：
「給与支払報告書」及び「同総括表」→「従業員がお住まいの市役所・町役場」へ
「法定調書」及び「その合計表」――→「税務署」へ
※給与支払報告書等の提出については、
ｅＬＴＡＸ（電子申告）の積極的なご利用をお願いします。
ｅＬＴＡＸについての詳しい情報は、
【http://www.eltax.jp/】をご覧ください。

問い合わせは、税務課 住民税係まで。

償却資産（固定資産税）の申告は２月１日までに

平成28年１月１日現在で償却資産を所有している会社や個人の方は、資産の名称や取得価額等を２月１日㈪ま
でに申告してください。
※償却資産とは、土地家屋と同じく固定資産税の対象となる事業用資産で、会社や個人が事業のために所有する機
械・器具・備品等をいいます（自動車や軽自動車等は除きます）。
■償却資産申告書の様式にマイナンバーの記載欄が新設されました
地方税法施行規則の改正に伴い、平成28年１月以降の申告分より、マイナンバーの記載が必要ですので、ご協
力をお願いします。
※全ての方がマイナンバーを把握しているとは限らないため、記載が無い場合でも、申告書は有効なものとして受
理します。

問い合わせは、税務課 資産税係まで。
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中標津町では町民の皆さんへ緊急的に情報提供が必要な場合に備え、電子メールにて情報発信を行う体
制を整備しています。
登録については、次のアドレスに空メールを送信してください。nakashibetsu@raiden.ktaiwork.jp

学齢児童生徒就学通知書
（入学通知書）の送付のお知らせ
今年４月に小・中学校へ新入学する
児童生徒の保護者に就学通知書を送付
します。
小 学 校 平 成21年 ４ 月 ２ 日 ～ 平
成22年 ４ 月 １ 日 生 ま れ
のお子さんを持つ保護者
中 学 校 平 成15年 ４ 月 ２ 日 ～ 平
成16年 ４ 月 １ 日 生 ま れ
のお子さんを持つ保護者
発送予定日 １月15日㈮
住所変更などにより通知書が届かな
かった場合や、特別な事情により指定
校の変更を求める場合は、教育委員会
学校教育課 学務係まで。

意見募集（パブリックコメント）
を実施します

このたび、下記の計画の素案がまと
まりましたので、町民の皆さんのご意
見を募集します。
●中標津町まち・ひと・しごと創生総
合戦略（素案）～企画課
閲覧場所
役 場企画課窓口、まちづくり情報
コーナー、総合文化会館窓口、計根
別支所窓口、町ホームページ
意見提出方法
備 付けの様式により、持参、郵送、
ＦＡＸ又はＥメール
閲覧期間
１月６日㈬～２月５日㈮
問い合わせは、企画課 企画調整係
まで。

中標津消防団出初式
町民の生命や財産を火災などの災害
から守るために活動している中標津消
防団の出初式を行います。当日は午前
８時30分に屋外サイレンを吹鳴します。
日
時
１月８日㈮
午前10時30分～11時55分
場
所
総合文化会館
前広場～通常点検・機械器具点検
コミュニティホール～表彰式
問い合わせは、中標津消防署 消防
団係  ❸72-2181まで。

「住宅リフォームセミナー in中標津」
「リフォーム」をデザインする
～住宅リフォームの現在・未来～
日
時
１月14日㈭ 午後２時15分～午後５時
場
所
中標津町役場３階301会議室
内
容
講演１「中古住宅流通・リフォーム
市場の活性化に向けた国の
動向と北海道Ｒ住宅」北海
道Ｒ住宅実践紹介
講師：㈱シー・アイ・エス計画研究所
代表取締役社長 服部 倫史 氏
講演２「性能向上リフォームをデザ
インする」具体的な性能向
上リフォーム事例を通じた
プランニング・デザインの
解説

講師：㈲奈良建築環境設計室
室長 奈良 顕子 氏
対
象
住宅関連事業者、住宅リフォームに
関心のある方
定
員 50名（定員次第締切）
申し込み
電 話申し込みまたは参加申込書を
FAX（0153-23-6217） に よ り 送
付（参加申込書は中標津町ホーム
ページまたは都市住宅課窓口）
、当
日参加可
問い合わせは、根室振興局 建設指
導課 建築住宅係   ❸0153-23-6832
まで。

年金相談所開設のお知らせ
開設日時
２月２日㈫ 午後１時～午後５時
２月３日㈬ 午前９時～正午
開設場所
中標津町役場会議室
予約受付期間
１月８日㈮～27日㈬
予約申し込みは、釧路年金事務所
❸0154-61-6000まで。
※手続きに必要な書類は役場以外で
は揃えることができないため、そ
の他の公共施設で開設することが
できません。ご不便をお掛けしま
すがご了承願います。

年金制度説明会開催のお知らせ
開設日時
２月３日㈬ 午後１時15分～午後２時
（予約は必要ありません。参加は自由です)
※「 届出・手続きの手引き」
（冊子）
を持参願います。
問合せ先 釧路年金事務所
❸0154-61-6001まで。

競争入札参加資格審査申請
（中間年）の受付について

町が発注する建設工事、測量、工事
に係る調査・設計等、物品の購入・役
務の提供等の契約に係る競争入札に参
加するためには、あらかじめ町が定め
る期間内に申請を行い競争入札への参
加資格を取得する必要があります。
町では平成28年度の競争入札参加
資格審査申請の受付を次のとおり行い
ます。なお、今回は中間受付となりま
すので、新規に資格を希望される方、
現在資格を有している方（平成27・28
年度の有資格者)で新たな業種を追加
したい方は、今回申請を行う必要があ
ります。
申請期間
２月１日㈪～12日㈮
申請方法
郵送又は持参（極力郵送により提出
するようお願いします）
●郵送について
申請期間内必着
●持参について
土日祝日を除く午前９時～午後４時
（正午から午後１時までを除く）
※持参当日は受領のみで、受付審査
は行いません。
●郵送先・提出先
〒086-1197
中標津町丸山２丁目22番地
中標津町役場
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くらしの広場
January
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中標津町総務部 財政課 契約用度係
申請書式
●建設工事、測量、講じに係る調査・
設計等
一般財団法人北海道土木協会発行
の「北海道統一様式(市町村用)」と
「中標津町独自様式」
●物品の購入・役務の提供等
「中標津町独自様式」
※町独自様式は町のホームページから
ダウンロードするか財政課 契約用
度係で直接お受け取りください。
そ の 他
●郵 送、持参の各方法にかかわらず、
必ず返信用封筒（長形３号・A ４判
三つ折用に82円切手を貼り、宛先
を明記したもの）を申請書と一緒に
提出してください。
●新規申請の方は、申請書と添付書類
を１冊のフラットファイル（Ａ４縦、
色・留め具指定なし）に綴じてくだ
さい。なお、複数の申請区分に申請
する場合は、区分ごとにインデック
ス等で整理し、共通書類は各１部を
添付してください。
●業種を追加する申請の方は、申請区
分ごとにクリップ等で留め、透明ク
リアフォルダに入れて提出してくだ
さい。
●資 格を取得することにより、自動的
又は直ちに発注があるということで
はありませんので、留意してください。
詳しくは、財政課 契約用度係まで。

事業主・求職者向け講座開催の
お知らせ

中標津町地域雇用創造協議会では、
事業主及び求職者向けとして下記の講
座を開催予定です。
●事業主・起業予定者対象講座
「異文化コミュニケーション講座」
 今後増加が見込まれる海外からの
観光客の受入を想定した接客や対応
について、実践的な講習も交えなが
ら理解を深める講座です。
２月上旬開催予定（３回開催）
●求職・転職希望者対象講座
「あなたの未来を拓く
第二回 体験型観光人材育成講座」
 役立つ仕事術や、町内の観光地を
体験視察しながら観光ガイドの技術
を学ぶ講座です。
１月下旬～２月開催予定（３日間）
※講座はすべて無料です。
※開催内容の詳細や申し込みは役場や
ハローワーク等町内施設に設置した
チラシまたは協議会ホームページ
（http://n-job.net）をご覧ください。
問い合わせは、中標津町地域雇用創
造協議会  ❸72-4154まで。

「必ずチェック最低賃金！
使用者も、
労働者も」

北海道内で事業を営む使用者及びそ
の事業場で働くすべての労働者（臨時、
パートタイマー、アルバイト等を含
む。
）に適用される北海道最低賃金が
次のとおり改定されています。
■最低賃金額
時間額 764円
■効力発生年月日
平成27年10月８日
詳しくは、北海道労働局 労働基準
部  ❸011-709-2311まで。
計根別支所
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保健センターからのお知らせ

乳がん検診のお知らせ(２月分)
２月22日㈪ 12時50分～
40歳以上の女性
（検診の間隔は２年に１回）
内
容 問診、視診・触診、
 ンモグラフィ撮影（1/26～
マ
2/17の期間で調整）
料
金 2,900円
（70歳以上は1,400円）
定
員 25名
場
所 町立中標津病院
申込締切 １月18日㈪
申し込みは、中標津町保健センター
❸72-2733まで。
実施期間
対
象

骨粗鬆症検診のお知らせ(２月分)
 月２日～26日の毎週火
２
～金曜日
（午前10時30分～11時）
対
象 20歳以上の女性
内
容 問診、骨密度測定
（腰椎、大
腿
（太もも）
骨）
、
診察
料
金 2,600円
（70歳以上は1,300円）
国民健康保険加入者・生活
保護を受けている方は無料
定
員 １日２名
場
所 町立中標津病院 整形外科
申込締切 １月20日㈬
申し込みは、中標津町保健センター
❸72-2733まで。
実施期間

中標津町食生活改善協議会主催
骨太クッキングのご案内

２月16日㈫
（午前10時30分～午後１時）
対
象 町内在住の方
内
容 講話、調理実習
参 加 費 300円
持 ち 物 エプロン、
三角巾、
筆記用具
定
員 10名
実施場所 中標津町保健センター
申込締切 ２月８日㈪
申し込みは、中標津町保健センター  
❸72-2733まで。
実施期間

税

金

１月は国民健康保険税（第８期）
の納期です
【納期限は２月１日】

今月納期分の指定口座からの振替日
は２月１日㈪です。口座振替を申し込
まれている方は前日までに残高の確認
をお願いします。
～納期が既に経過しています～
○ 町道民税（全て）
○ 固定資産税（全て）
○ 国民健康保険税（第１～７期）
○ 軽自動車税
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中標津町役場
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教養を高めよりよい文化を育てましょう（町民憲章より）
もう一度お手元の納付書を確認のう
え、納付されていない方は早急に納め
てください。納期限を過ぎても納付さ
れない場合は、納期内に納付されてい
る方との公平を保つため、職場調査・
預金調査などの財産調査の後、差押等
の滞納処分を行います。定められた納
期限までに納めていただくようお願い
します。病気やけが、失業・多額の負
債の支払いなどにより納期内に納付が
難しい方は、必ずご相談ください。
＜休日・夜間相談窓口＞
夜間相談日

１月18日㈪

午後６時～午後８時

休日相談日

１月31日㈰

午前９時～午後５時

平日の昼間に時間をとることができ
ない方は、夜間・休日に納税相談窓口
を開設しますのでご利用ください。
なお、当日窓口では町税・国民健康
保険税以外は納めることができません。

一

般

町営住宅入居者募集
募集団地
①泉団地（３階建） 西11条北８丁目
２ＬＤＫ（２階）１戸
平成11年建設 ※説明事項あり
家賃 20,700円～40,700円
他駐車場使用料、共益費
②泉団地（３階建） 西11条北９丁目
３ＬＤＫ（２階）１戸
平成10年建設
※単身不可
家賃 24,400円～47,900円
他駐車場使用料、共益費
③宮下団地（２階建）西５条南２丁目
２ＬＤＫ（１階）１戸（風呂設備リース）
昭和60年建設 ※母子住宅
家賃 12,100円～23,700円
共益費
④宮下団地（平屋） 西５条南２丁目
２ＤＫ １戸（浴室有・風呂設備無）
昭和60年建設 ※満65歳以上
家賃 10,400円～20,500円
⑤西町団地（３階建）
西町３丁目65番地
２ＬＤＫ（２階）１戸
平成15年建設
家賃 20,900円～41,000円
他駐車場使用料、共益費
⑥旭第２団地（２階建）
東８条南３丁目
２ＬＤＫ（２階）１戸（オール電化）
平成25年建設
家賃 22,100円～43,400円
他駐車場使用料、共益費
⑦新築「旭第２団地」（２階建）
東８条南４丁目
２ＬＤＫ（２階）１戸（オール電化）
平成28年建設予定 ※２人以上世帯
家賃 22,300円～43,700円
他共益費
⑧新築「旭第２団地」（２階建）
東８条南４丁目
３ＬＤＫ（２階）１戸（オール電化）
計根別支所
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平成28年建設予定 ※3人以上世帯
家賃 29,400円～57,700円
他共益費
受付期間 １月７日㈭～18日㈪
受付場所 住宅係（役場２階窓口④番）
入居時期 ①～⑥：２月下旬見込
⑦～⑧：４月以降見込
選考方法 運営委員会の意見を聞いて、
困窮度の高い方から入居を
決定します。
※入居資格には条件（所得制限・暴力
団員の制限等）があります。
※１月18日の時点で町税等（保険料・
使用料・負担金等含む）に滞納があ
る方は入居できません。
町では現在、町営住宅「旭第2
団地」の建て替えを進めています。
新しく建設される町営住宅につい
ては、建替予定の現町営住宅入居
者が優先入居することになります。
入居者が決まっていない住戸につ
いて、一般募集となります。
詳しくは、都市住宅課 住宅係まで。

ごみ収集のお知らせ
祝日におけるごみ収集等は次のとお
りです。
日

程

１月11日㈪

ごみ収集
休

み

最終処分場
午前中のみ

詳しくは、生活課 環境衛生係まで。

子育て応援モニター券の
利用期間を延長・対象者拡大！

７月から中標津町ファミリー・サ
ポート・センター事業の無料モニター
券を配布していますが、対象を小学校
就学前までに拡大し、利用期間も延長
しました。
利用期間
２月29日㈪まで
対
象
町 内の平成21年４月２日以降に生
まれたお子さんのいる方で、ファミ
リー・サポート・センター事業（※）
による一時的な預かりを希望し、会
員として登録する（している）方
※ファミリー・サポート・センター
事業とは、子育ての手助けをして
ほしい人と、手伝いができる人と
で会員組織をつくり、地域で子育
てを応援する仕組みです
内
容
通院や行事など、保護者の都合によ
り預かりが必要な場合、モニター券
の利用で３時間までの預かりサービ
スを無料で受けることができます
（※要予約）
配布方法
１世帯につき１枚で360世帯まで
（先着順） ※印鑑が必要です
詳しくは、子育て支援室 子育て支
援係まで。
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ここ数年、大雪や暴風雪等により大きな被害等が発生している状況を踏まえて、暴風雪によ
る交通障害など、冬期の災害を想定した対処訓練が行われました。
訓練では自衛隊や北海道、警察、消防、町などが参集し、連携強化を図るために迅速かつ円
滑な情報の伝達が行えるように役割や対応方法等について確認しました。

11月

20
日

暴風雪災害訓練

中標津町立俵橋小学校で開校100周年の記念式典が開かれ、地域の方々や卒業生約180名が
参加して節目を祝いました。式典では、
５、
６年生が「俵橋子ども太鼓」を演奏し盛り上げました。
式典後、校門前に製作された児童19名の手形をかたどった記念碑の除幕式も行われ、児童
たちは自分の手形に手を合わせていました。

11月

22
日

俵橋小学校 周年記念式典

100

（写真提供：俵橋小学校）
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（毎月５日発行）

※広報紙に掲載された写真をご希望の方は、
データ(JPEG)で提供しますので総務課情
報化推進・広報調査係までご連絡ください。
広報中標津は、環境保護のため道産間伐材と古紙を配合した用紙および
100%植物油型インキ「ナチュラリス100」を使用しています。

24,056（＋ 9）
11,741（＋ 8）
12,315（＋ 1）
11,049（＋11）
（

誕生 20人

死亡 16人

転入 50人

）内は前月比

転出 45人

