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全国大会出場！
農業クラブ全国大会に出場を決めた
中標津農業高校の農業クラブ執行部
堂々とした発表を期待しています。
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　中標津町の平成28年度予算が決まりました。４月から予算に基づき様々な施策を実行してい
きます。

　中標津町の今年度の予算編成は、町民の意識や社会経済情勢の変化を的確に捉え、行政改革の視点に立ち、施策の
優先度・緊急度・成果などを充分検討し、特に、国の成長戦略や地方創生、一億総活躍社会への取り組みについては、
的確な情報把握に努め、施策の展開時期を逸しないよう取り組みました。
　また、今年度は、第６期中標津町総合発展計画の後期基本計画がスタートする年であり、総合発展計画のテーマ「空
とみどりの交流拠点・中標津」と、サブタイトルである『人と産業が「あつまるまち」』、『人と自然が「つながるまち」』、

『人との絆が「ひろがるまち」』を目指し、基本目標である①参画と協働で未来を築くまちづくり、②健やかでやさし
いまちづくり、③力みなぎる産業のまちづくり、④利便性のある調和のとれたまちづくり、⑤安全・安心で快適なま
ちづくり、⑥人が輝き歴史と文化を育むまちづくり、を達成するため、一般会計予算では136億9,100万円となりま
した。一般会計に国民健康保険事業など６つの特別会計及び病院・水道の企業会計を加えた全会計の合計では、259
億5,354万円となりました。
　中標津町では、町民の皆さんが「住んでよかった」「これからも住み続けたい」と実感できる住みやすいまちづく
りに取り組んでいきます。

平成28年度 予算の概要をお知らせします

中標津町の予算規模
会　　計　　区　　分 28年度予算 27年度予算 増　減　額 伸　率

一 般 会 計 A 136億9,100万円 141億   600万円 △4億1,500万円 △ 2.9％

特
　
　
別
　
　
会
　
　
計

国民健康保険事業特別会計 31億8,668万円 31億3,490万円 5,178万円 1.7％

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 2億4,494万円 2億5,735万円 △ 1,241万円 △ 4.8％

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 13億7,516万円 13億3,374万円 4,142万円 3.1％

町 営 牧 場 特 別 会 計 6,232万円 6,485万円 △ 253万円 △ 3.9％

下 水 道 事 業 特 別 会 計 10億7,402万円 13億6,875万円 △2億9,473万円 △21.5％

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 5億5,487万円 4億6,190万円 9,297万円 20.1％

　　　　　 計　　　　　B 64億9,799万円 66億2,149万円 △1億2,350万円 △ 1.9％

合　　　 計 A ＋ B　　　 C 201億8,899万円 207億2,749万円 △5億3,850万円 △ 2.6％

病　 院　 事　 業　 会　 計　D 49億3,692万円 49億3,338万円 354万円 0.1％

水 道 事 業 会 計　E 8億2,763万円 7億1,129万円 1億1,634万円 16.4％

合　　　　　　　計　C＋D＋E 259億5,354万円 263億7,216万円 △4億1,862万円 △ 1.6％
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歳　入　（予算区分の説明）

○町　　　税：町民の皆さんが納める税
○地方交付税：�全国どこでも公平なサービスが受けられるように、国が

国税の一定割合を交付するもの
○使用料及び手数料：�公共施設などの利用料金や証明書発行に係る手数料など
○国庫支出金：�特定の事業を行う場合に、その経費に充てるために国か

ら交付される負担金や補助金など
○道 支 出 金：��特定の事業を行う場合に、その経費に充てるために北海

道から交付される負担金や補助金など
○繰 入 金：�財政調整のために行う基金（町の貯金）からの取崩金や、

公共施設の建設費借入金の償還に充てるために設置され
た基金からの取崩金など

○町　　　債：�道路や体育館など、多額の費用を要する財源に充てるた
めに借り入れるもの（借金）

○そ の 他：�地方譲与税、利子割交付金、地方消費税交付金、分担金
及び負担金、財産収入、諸収入など

一般会計予算の内訳 （　）内は対前年伸率

町　税
29億3,523万円
 　　21.5%
　　　（1.9％）

町　税
29億3,523万円
 　　21.5%
　　　（1.9％）

地方交付税
47億141万円
34.4％（△2.6％）

地方交付税
47億141万円
34.4％（△2.6％）

使用料及び手数料
2億7,666万円
2.0％（△0.9％）

国庫支出金
16億1,570万円
11.8％（△10.8％）

国庫支出金
16億1,570万円
11.8％（△10.8％）

道支出金
7億4,616万円
5.5％（△5.3％）

道支出金
7億4,616万円
5.5％（△5.3％）

繰入金
4億4,367万円
3.2％（△16.1％）

町　債
17億9,450万円
13.1％（△2.4％）

その他
11億7,767万円
8.5％（1.8％）

136億9,100万円136億9,100万円

歳入合計

歳出(性質別)　（予算区分の説明）
○人 件 費：職員の給与や議員の報酬など
○物 件 費：�公共施設の光熱水費や除排雪経費、学校給食に要する材

料費など
○補 助 費 等：�外部団体等に対する補助金や負担金など
○公　債　費：長期に借入れた町債（借金）の返済金
○繰 出 金：�一般会計から特別会計や企業会計に対し、国の基準に基

づき支出するものや、収支不足補てんのために支出する
もの

○投資的経費：�道路や体育館などの整備に要する経費
○そ の 他：�扶助費、維持補修費、積立金、貸付金、予備費の合計

繰 出 先 会 計 名 繰 出 金 額 構成比

特別会計

国民健康保険事業特別会計 2億5,481万円 10.5％
後期高齢者医療特別会計 8,072万円 3.3％
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 2億3,663万円 9.8％
町 営 牧 場 特 別 会 計 1,355万円 0.6％
下 水 道 事 業 特 別 会 計 3億6,098万円 14.9％
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 7,273万円 3.0％

企業会計 病 院 事 業 会 計 13億9,906万円 57.9％
合 計 24億1,848万円 100.0％

一般会計から特別会計・
企業会計への繰出金の内訳

人件費
19億6,648万円
14.4％（△3.0％）

人件費
19億6,648万円
14.4％（△3.0％）

物件費
20億3,064万円
14.8％（4.3％）

物件費
20億3,064万円
14.8％（4.3％）

補助費等
19億7,601万円
14.4％（0.9％）

補助費等
19億7,601万円
14.4％（0.9％）

公債費
14億9,882万円
10.9％（0.9％）

公債費
14億9,882万円
10.9％（0.9％）

繰出金
24億1,848万円
17.7％（0.7％）

繰出金
24億1,848万円
17.7％（0.7％）

投資的経費
22億9,847万円
16.8％（△18.8％）

投資的経費
22億9,847万円
16.8％（△18.8％）

その他
15億210万円
11.0％（3.2％）

その他
15億210万円
11.0％（3.2％）

136億9,100万円136億9,100万円

歳出合計

中標津町の借入金・基金残高の推移
　中標津町の借入金は、道路整備、学校建設、公園整備などの事業実施に必要な資金を賄うための借入れなどに
より、平成24年度以降、増加しており、平成28年度末の残高は311億6,350万円となる見込みです。
　また、町の貯金である基金は、公共施設の整備などに伴う財源不足や基金の活用目的に応じた取り崩しを行い、
平成28年度末の残高は28億8,386万円となる見込みです。

※平成27年度及び28年度は、各年度末の見込み額です。

年度 借　　入　　金　　残　　高　　の　　推　　移 基金残高の推移
一 般 会 計 特 別 会 計 企 業 会 計 全会計合計 一 般 会 計

24 152億2,129万円 66億1,007万円 57億8,858万円 276億1,994万円 39億2,897万円
25 155億1,156万円 65億8,081万円 56億6,991万円 277億6,228万円 41億�  768万円
26 165億�  555万円 65億7,337万円 58億2,822万円 289億�  714万円 37億9,343万円
27 172億9,403万円 65億2,711万円 59億3,931万円 297億6,045万円 32億9,330万円
28 184億7,233万円 66億�  � 33万円 60億9,084万円 311億6,350万円 28億8,386万円
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平成28年度予算の主な事業内容

町民１人あたりの行政経費　569,912円
　平成28年２月29日現在の人口24,023人で、町民１人あたりの行政経費を算出しました。

教育のために 農林業のために 消防・救急活動に商工業のためにお年寄り・
子どもなど
の福祉のた
めに

90,037円 3,455円50,595円 28,117円 18,826円

道路・排水・
公園整備な
どに

ごみの焼却や
し尿処理に

借入金返済に その他の町
民サービス
などに

健康を守るために

67,774円 89,823円30,718円 62,395円 128,172円

政
策

１．参画と協働で未来を築くまちづくり
「まちづくり・行財政分野」

内
　
　
　
　
　
容

議会広報活動（議会報告会、議会だよ
り発行等） 239万円

広報紙、ホームページ、ＦＭコミュニ
ティ放送などによる情報発信 1,602万円

自治基本条例の推進（条例周知、自治
推進会議開催等） 38万円

農村集落コミュニティ振興事業補助
（武佐小学校閉校記念事業） 70万円

公共施設等総合管理計画策定事業 521万円

北方領土返還対策（返還啓発、医療支援等） 1,533万円

政
策

２．健やかでやさしいまちづくり
「健康・福祉・医療分野」

内
　
　
　
　
　
容

子ども・子育て支援事業（一時預かり事
業、ファミリー・サポート・センター事業等） 1,843万円

高齢者支援事業 872万円

障がい者地域生活支援事業 1,866万円
各種予防接種等経費（四種混合、ヒブ、
小児用肺炎球菌、高齢者インフルエンザ等） 5,072万円

看護職員等確保対策経費 1,318万円
国保特定健診・後期高齢者健康診査等
実施事業（自己負担金無料化） 1,805万円

政
策

３．力みなぎる産業のまちづくり
「経済・産業分野」

内
　
　
　
　
　
容

ふるさと応援制度推進経費 582万円

新規就農者育成支援事業 3,127万円

牛乳消費拡大推進委員会への負担金 100万円
畜産食品加工研修センター事業（各種
研修会の実施等） 1,901万円

町有林間伐促進型CO2排出削減対策
事業（Ｊ-クレジット販売促進） 44万円

地域おこし協力隊設置事業 1,000万円

政
策

４．利便性のある調和のとれたまちづくり
「生活基盤分野」

内
　
　
　
　
　
容

道路整備（改良・舗装）事業（市街地
及び郊外路線） 5億9,110万円

防雪柵設置事業 6,050万円
景観計画策定経費（景観行政団体への
移行、景観計画策定他） 932万円

生活等バス運行経費（町有バス運行経費等） 7,447万円

公営住宅建設事業（旭第2団地） 3億7,016万円
丸山公園整備事業（（仮称）総合体育
館整備工事等） 6億8,648万円

政
策

５．安全・安心で快適なまちづくり
「生活環境分野」

内
　
　
　
　
　
容

防災対策・危機管理対策事業（防災備蓄品・
資機材・倉庫の整備、緊急情報メール経費等） 1,149万円

デジタル移動系防災行政無線整備事業
（基地局・中継局・移動局　計38局） 2億�  906万円

根室北部消防事務組合負担金（消火栓
新設、水槽付消防ポンプ自動車購入等） 4億5,225万円

消費生活活動経費（消費生活相談・被
害防止啓発等） 415万円

上水道導（配）水管整備事業、浄水施
設更新事業 3億4,823万円

下水道整備事業（雨水管渠工事、終末
処理場設備更新等） 3億�  560万円

政
策

６．人が輝き歴史と文化を育むまちづくり
「教育・文化分野」

内
　
　
　
　
　
容

スクールバス等運行経費（13路線） 1億2,594万円
町立学校記念行事開催事業（武佐小学
校閉校等） 40万円

教育用コンピューター整備経費 3,687万円
学力向上推進事業（退職教員等外部人
材活用、学力向上部会先進地視察等） 248万円

幼稚園就園奨励費補助 5,512万円
ラグビーワールドカップ2019合宿誘
致事業 28万円
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　畜産食品加工研修センターでは、平成28年度「AFくらぶ」会員の募集をします。
　「AFくらぶ」とは、研修センターの製品（地元の牛乳で作った乳製品、道東産の肉で作った肉製品）をご愛顧いた
だく会で、店頭販売していない製品を数多く販売しています。
　募集期間　４月６日㈬～４月15日㈮
　募集人数　50名程度
　頒布期間　平成28年６月～平成29年３月（毎月またはお好きな月を選んで購入できます）

チーズ（６種類）、ウィンナーソーセージ（９種類）、ビーフジャーキー（２種類）、
フライシュケーゼ、ボロニアソーセージ、ベーコン、ハム入ソーセージ、ロース
ハム、ローストビーフ、スモークビーフ、ヨーグルト
（上記の製品をセットにし、月替えで頒布します）

※案内書を希望する方は、研修センターまでご連絡ください（土日除く）。

申し込みは、畜産食品加工研修センター　❸７８－２２１６まで。

『ＡＦくらぶ』会員募集のご案内

主な製品内容

　町では、地域のために活動していただけるリーダーの育
成や、住民参加のまちづくりの推進を図ることを目的とし
て、フロンティア基金を活用し、各分野における人材の育
成及び町民が新たに取り組む事業など、自主的な活動に要
する経費の一部を補助します。
■対象事業：①人材育成事業　　②交流推進事業
　　　　　　③コミュニティー推進事業
　　　　　　④地域、産業おこし事業など
■補 助 率：事業費の２分の１以内（補助金：５～10万円）
※�申請を希望される場合は、５月16日㈪までにご相談ください。

　地域まちづくり事業補助金は、都市計画マスタープランにおける地域別のまちづくり構想等の実現に向けて、地域自
ら取り組むまちづくり事業に対し、予算の範囲内で支援します。地域まちづくり活動にご活用ください。
■対 象 者：都市計画マスタープランに沿った、営利を目的としない団体・町内会等
■対象事業：都市計画マスタープランの地域別まちづくり構想の方針に基づくもの
　　　　　　①地域町民が身近な地域のまちづくりに自発的に関わるための事業
　　　　　　②地域の特性を踏まえた都市づくりやまちづくりを進めるための事業など

【代表的な例】　�憩いの場づくり事業、花と緑・景観づくり事業、自然環境・ふれあい推進事業、コミュニティ・交流活
動推進事業など、内容等を事前に審査し決定します。

■補 助 率：事業費の10分の６以内　　■予 算 額：補助金総額100万円

　町では、企業や町内会・町民活動団体との協働を推進するため、企業等が行なう環
境整備などの社会貢献活動に必要な原材料の一部を予算の範囲内で支援します。
　今年度中に社会貢献活動を計画している企業・町内会・町民活動団体は４月28日
㈭までに手続きが必要です。

　北海道根室振興局では、地域の特色を活かした様々なま
ちづくり活動や産業の振興・環境の保全などの取り組みに
要する経費の一部に対し、交付金を交付します。
　昨年度は、「長距離遊歩道（北根室ランチウェイ）の利
用促進事業」、「養老牛温泉100周年観光づくり事業」等に
対して交付されています。
■補 助 率：事業費の２分の１以内（補助金：10～300万円）

　平成24年に制定された中標津町自治基本条例では、「情報共有・町民参加・協働」という自治の基本原則が決め
られており、中標津町の自治はこれに基づいてすすめられます。原則の3つ目にある「協働」とは、町民・議会・
行政が対等な立場で理解しあい、ともに汗をかき、住みよいまちづくりを目指すことです。個性的で魅力的なまち
づくりを行うために、町民が参画し、さらには主体となる協働のまちづくりが求められます。
　このようなことから、以下の制度により思いやりとふれあいのまちづくりを応援します。

具体的な事業内容など詳しくは、経済振興課 地域振興係までご相談ください。

具体的な事業内容など詳しくは、都市住宅課 街づくり推進係までご相談ください。

詳しくは企画課 行政改革・協働推進係までご相談ください。

フロンティア事業推進補助金（町）

地域まちづくり事業補助金

社会貢献活動原材料支給制度

地域づくり総合交付金
「地域づくり推進事業」（北海道）

思いやりとふれあいのまちづくりを応援します！！

空港敷地内花壇整備
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　日本全体の人口減少が見込まれる中、国においては、平成26年11月に「まち・ひと・しごと創生法」が制定され、人口の
現状と将来の展望を提示する「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及び、今後５か年の国の施策の方向を提示する「まち・
ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定されました。
　中標津町においても、国の長期ビジョン及び総合戦略を勘案して、町の人口の現状と将来の展望を提示する「人口ビジョン
編」及び町が活力を維持しながら発展していくための今後５か年の基本目標や施策の基本方向をまとめた「総合戦略編」から
なる「中標津町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました。

　総合戦略は、町が活力を維持しながら発展していくために、今後５年間の基本目標や施策の基本的方向、主な施策、評価の指
標を示しています。対象期間は平成27年度から平成31年度までの５カ年です。

基本目標 施　策 具体的施策イメージ 重要業績評価指標※
（ＫＰＩ）

総合戦略

※施策ごとの進捗状況を検証する指標

[数値目標]
・雇用創出数
　200人

持続的な産業の
実現

▪農業生産基盤の整備　▪農業担い手の育成・確保と支援
▪新規就農者対策の推進　▪町立中標津農業高校の充実
▪安全・安心・良質な農畜産物の付加価値向上　▪地産地消の推進
▪ふるさと納税制度と連携した農畜産物販路拡大と中標津ブランドの確立
▪国・北海道の関係機関との連携・誘致　　など

◦新規就農者数　5年で13人
◦農業高校生徒数　100人
◦生産農業所得　18,592千円/戸

観光を活用した
きっかけづくり

▪広域観光・交流機能の充実
▪関係団体との連携・観光推進体制の充実
▪教育旅行誘致活動
▪空港利用促進事業　　など

◦観光客入込客数　年間35万人
◦宿泊客数　5.1万人
◦教育旅行誘致　（管内）年45校
◦中標津空港利用客数　21万人

幅広い雇用の
場の確保・創出

▪中小企業の経営基盤の安定化　
▪空き地空き店舗対策としての開業資金の支援　
▪創業支援に係るワンストップ相談窓口、マッチング支援　
▪雇用創出に向けての資格取得支援やセミナー開催　
▪季節労働者に対する失業期間への支援　
▪企業誘致・設備投資に対する支援　
▪廃校利活用による企業誘致・起業支援　
▪介護人材確保のための育成支援　　など

・起業家支援事業実績　年間7件
◦実践型地域雇用創造事業による
　雇用数　156人(H29)
◦介護人材育成事業による雇用
　2人

①

②

③

力みなぎる
産業と雇用の場を
つくる

[数値目標]�
・転入数と
　転出数の均衡
・20歳代の人口　
　年間12人増

移住の推進
▪移住体験「お試し暮らし」などの推進
▪友好都市・ふるさと会との交流の深化
▪地域おこし協力隊の受け入れ　　など

・お試し暮らし参加者　年間79人
・ふるさと会々員数　　750人
・地域おこし協力隊退任後の
　定住数　2人

交流人口の拡大
▪大学生を招き、町民との交流を図る　▪大学との連携協定
▪各種大会・スポーツ合宿・調査研究誘致　▪新規航空路線の拡大
▪高規格道路の整備促進　▪多機能交流拠点構想調査・研究
▪観光ブランド力の強化　　など

・「魅力発信交流事業」
　参加学生数　年間20人
・スポーツ合宿数　年間1件

現役世代の人材
確保

▪現役世代の人材を確保するため、ＵＩターン者への就職支援
　（雇用奨励制度）【民間】　
▪大学卒業後に地元就職することを前提とした経済的支援
　（奨学金制度）【民間】
▪医療技術資格取得後に地元就職することを前提とした経済的支援
　（奨学金制度）　など

・奨学金貸付者の就職数【民間】
　年間　1人
・生産年齢人口
　5年後　15,000人

①

②

③

中標津町の魅力で
人を呼び込み・
呼び戻す

[数値目標]
・自然増減数
　プラス推移

若い世代の結婚
支援

▪結婚活動支援のためのイベント・セミナーの開催【民間】
▪農業後継者に対する結婚の支援　　など

◦婚活イベントに参加した人数
　5年で200人
・農業後継者の成婚数　
　5年で20人

安心・安全な
出産・乳幼児期
の育児

▪周産期及び小児科診療体制の充実　▪特定不妊治療に対する支援
▪低年齢児・発達障害児に対応する保育士の充実　
▪子育てサークルの交流・親睦、情報提供の充実　
▪各種手当扶助（乳幼児医療扶助、ひとり親家庭等医療扶助等）　
▪認可外保育所に通園する児童の健康診断等への支援　
▪中高生と乳幼児親子のふれあい交流事業
▪児童センターを活用した子育て支援事業の拡充　など

・０歳児の児童センター
　「みらいる」利用　70％
・こんにちは赤ちゃん家庭訪問
　実施割合　100％

仕事と子育てを
両立させる

▪地域の子ども・子育て支援事業の充実
▪放課後児童クラブを活用した子育て支援　など

・ファミリー・サポート・センター
　登録者数　500人
・待機児童数ゼロを継続

①

②

③

結婚し子どもを産
み育てたいという
希望をかなえる

[数値目標]
・住み続けたい
　と思う町民の
　割合　90％

地域を支える
人づくり

▪小中一貫教育コミュニティ・スクール導入の推進
▪児童館事業の展開　▪児童館事業を通じての地域を支える人材育成
▪世代間交流・地域交流活動支援　など

・じどうかん祭り参加人数
　2,000人

生涯現役の
まちづくり

▪�「なかなか健康なかしべつ」事業の推進（健康寿命を延ばすための
　健康診査・がん検診受診の推進、運動推進など）
▪健康づくり事業（スポーツを通じて、健康な身体をつくる）
▪障がい者、高齢者等と地域住民の参画を促進する共生型交流
　センターの運営　　など

・特定健診受診率　5年後25%
・新体育館利用者数　年間23万人
・共生型交流センター利用者数
　年間4,500人

暮らしやすい
住宅環境を
整える

▪地域が持つ再生可能エネルギーによる様々な施策支援
▪地域公共交通の確保・維持　　
▪地域防災力の向上　　　　など

・太陽光発電システム設置世帯数
　20世帯（補助分）

①

②

③

住み続けたいと
思える生活環境を
整える
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　町の総人口はこれまで増加傾向でしたが、今後は死亡数が出生数を上
回る人口減少局面に突入し、国の推計では2060年までに17,625人（対
2010年26.5%減）になると見込まれています。
　出生数の減少には、様々な要因がありますが、有配偶率の減少も要因の
１つとしてあげられます。
　転入・転出の状況については、周辺の市町村から人口が流入しているも
のの、札幌や帯広・釧路などに人口が流出しています。

　結婚している人に予定子ども数（＝現在持っている子ど
もの数）と、子どもを持つための制約がなかった場合、持
ちたい子どもの数（理想子ども数）をたずねたところ、予
定子ども数と理想子ども数には0.5人程度の差がみられま
した。
　その理由には「子育てや教育費にお金がかかりすぎる
から」や、「自分の仕事（勤めや家事）に差し支えるから」
などがあり、理想と実際の子どもの数に差がある状況にあ
ります。

　町では、合計特殊出生率の向上や転出超過対策の取り組みを
進めながら、2060年に国の推計17,625人を上回る20,017人
の総人口確保を目指します。

総合戦略が策定されました!
年齢階級別有配偶率の推移（男性）

17.617.6 12.612.6
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62.362.3
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国立社会保障・人口問題研究所
による推計値
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老年人口年少人口
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人口ビジョン
◆ 人口の現状分析 ◆

◆ 町民の意識調査 ◆ ◆ 人口の将来展望 ◆

中標津町まち・ひと・しごと創生
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　高齢者向け給付金は、５月９日㈪からの申請受付に向け
て準備を進めています。
　また、平成27年度臨時福祉給付金を受

・ ・ ・ ・ ・

給された「6
・

5
歳
・ ・ ・ ・ ・

以上の方」には、４月下旬にご案内を送付する予定です。
　なお、広報５月号への折込チラシ及び町内会回覧板等で
もお知らせしますのでご覧ください。

お問い合わせは、福祉課 社会福祉係まで。

高齢者向け給付金【年金生活者等支援臨時福祉給付金】のお知らせ

●補助対象者は次の項目すべてに該当する方です。
　①町内住所を有する方（設置報告書提出時までに町に転入し、住所を有する予定の方を含む）
　②�平成29年２月末日までに、町内において自ら居住する住宅に新たに住宅用太陽光発電システムを設置する方、

または自ら居住するため住宅用太陽光発電付きの住宅（新築のものに限る）を購入する方
　③本人及び同居の家族が町税等を滞納していない方
　④町外の事業者が工事を施工する場合においては、町内の事業者が建設工事又は電気工事に携わること
●補助金の額　１kwあたり３万円を乗じて得た額で、補助金の額の上限は15万円
●受　　　付　４月１日㈮から受付を開始し、20件に達し次第受付終了
　なお、事業目的に行われているものを除き、太陽光発電設備を家事用資産として使用し、余剰電力を売却している
ような場合には、その売電収入は、雑所得に該当します。

　補助対象となる住宅用太陽光発電システムとは、住宅の屋根等に設置した太陽光発電設備により発電した電気
を低圧発電線と逆潮流有りで連係することにより利用するシステムで、太陽電池の最大出力（システムを構成す
る太陽電池モジュールの公称最大出力）の合計値が10kw未満のものです。

住宅用太陽光発電システムを設置される方に設置費の一部を補助します

詳しくは、生活課 環境衛生係まで。

広告全道8店舗で展開中

パート随時募集中!パート随時募集中!

遺品整理も
お任せ下さい。

例えば、金歯・金メガネ・指輪

引き出しに眠っているもの 不要なものが引き出しに眠っているもの 不要なものが

確認じゃ！
高齢者向け
給付金
（年金生活者等支援臨時福祉給付金）

制度の趣旨
　�　「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい所得の少ない高齢者の方への支援や高齢
者世帯の所得全体の底上げを図り、平成28年前半の個人消費の下支えを行う。
支給対象者

　１　平成27年１月１日現在で中標津町に住民記録がある方
　２　平成27年度の住民税が課税されていない方
　　　�ただし、課税されている方に生活の面倒を見てもらっている方や生活保護を受給している方は対象に

なりません。
　３　平成29年４月１日までに65歳以上になる方（昭和27年４月１日以前に生まれた方）
　　※年金を受給しているか否かに関わらず、上記３つの支給要件を満たせば支給の対象になります。
支　給　額

　一人につき　30,000円
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詳しくは、子育て支援室 子育て支援係まで。

　早いもので、中標津町に移住してから半
年が経ちました。そして、北海道で過ごす
初めての冬がやってきました。
　道東地方は北海道の中でも雪が少ない地
域で、今年の冬は「去年と比べると積雪が

少ない」という話をよく耳にしますが、私にとっては少しの積雪でも本当に苦労を
しました。自宅の駐車場は、吹雪が過ぎ去った翌日には見事な吹き溜まりになって
いて、いつも車が雪に埋もれてしまいます。人生で初めての雪かきでは、今まで経
験したことがないので、やり方が正しいのか分からないまま一人でひたすら何時間
も雪かきをしました。途中で心が折れそうになったり、誰かに頼りたい気持ちになっ
たりと、本当に大変な思いをしましたが、このような厳しい環境の中で昔から生活
されている皆さんの凄さを感じました。
　大雪が降ると大活躍するのが除雪車です。先日とても大きな除雪車に乗せてもらい、作業に同行しました。座っ
てみてまず驚いたのは目線の高さです。高い視点から周囲の状況と安全を確認できますが、逆に車体に近い部分の
安全も確認しなければならないので、運転手の方は大変気を使っているようでした。
　道路にたくさん積もった雪を勢いよく路肩へ寄せて、風によって舞う雪で視界が悪くなってもぐんぐん突き進む
かっこよさに子どものように大興奮してしまいました。除雪には方法があり、道路に面している家の前のほか、砂
利道、交差点でも作業の仕方が異なるそうです。除雪業者さんは私たちが朝の通勤、通学が安全にできるように、
夜中のうちに作業しているというお話を聞きました。そのおかげで冬道でも安全に運転ができ、快適な暮らしを送

ることができていることを実感しました。
　北海道の厳しい冬、大変なことばかりではありません。雪が降った後のきれい
な景色を眺めながらのスノーシュー体験もしました。格子状防風林の中を歩いて、
動物の可愛い足跡を見つけたり、エゾリスに出会えたりと、山中のフカフカの雪
の上を一歩ずつ踏みしめながら歩くのは、運動不足になりがちな私にとっては健
康にも良く気軽に楽
しめるスポーツです。
みなさんも機会があ
りましたら是非体験
してください！

地域おこし協力隊が行く� 其の
20

中標津町地域おこし協力隊　　　　　　　　

　小
こ

池
いけ

  　瞳
ひとみ

（役場経済振興課内）
メールアドレス　koike@kaiyoudai.jp

■ファミリー・サポート・センター事業
　子育ての手助けをしてほしい人（依頼会員）と子育てのお手
伝いができる人（提供会員）とが会員組織をつくり、地域で子
育てをサポートする仕組みです。
●場　　所　中標津町ファミリー・サポート・センター
　　　　　（NPO法人子育てサポートネット�る･る･る）

東14条北１丁目　❸７２－３２５９
●対　　象　０歳から小学６年生までのお子さん
●利用日時　毎日　午前７時～午後８時（※要予約）
　※�土・日・祝・年末年始12/31～1/5は当日の予約はできません。
●どんな時に利用できるの？
　�通院・行事・小学校の開始時間前や終了後の預かり、塾や習
い事の子どもの送迎サポート、保護者の方がリフレッシュし
たいとき。
●利用者負担について（利用する時間帯によって料金が異なります。）
　�30分ごとに加算して計算します。費用は直接、子育てのお
手伝いをしてくれる提供会員に支払います。

■一時預かり事業
　保護者の多様な働き方への対応や子育てに伴う
身体的、精神的負担の緩和を目的とし、家庭にお
いて保育を受けることが一時的に困難となった乳
幼児を一時的に預かり保育を行う事業です。
●場　　所　NPO法人子育てサポートネット�る･る･る

東14条北１丁目　❸７２－３２５９
●対　　象　�生後６ヶ月から小学校就学前までのお子さん
●利用日時　月曜日～金曜日�午前９時～午後５時
　　　　　　（祝日・年末年始を除く）
●どんな時に利用できるの？
　①就労、職業訓練、就学等
　②傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等
　③育児疲れの解消（リフレッシュ）その他の私用
※�１ヶ月の利用時間は、１家庭あたり60時間未
満を限度とします。
●利用者負担について

■病児保育事業
　子どもが急性期あるいは病気の回復期にあり、集団保育の困難な期間に
おいて、一時的に子どもの預かり保育を行う事業です。
●場　　所　病児保育室スキップ（医療法人中標津こどもクリニック）
　　　　　　東13条北６丁目
●利用日時　月曜日～金曜日　午前８時～午後６時　連続７日間まで利用可
　　　　　（祝日・年末年始を除く）※医師不在時はお預かりできません。
●どんな時に利用できるの？
　保護者が就労等の理由で家庭保育ができない場合。
　診断書の必要はありませんが、お薬手帳や領収証など医療機関を受診したことを確認できる書類の提示が必要です。

町では、「病児保育事業」「一時預かり事業」「ファミリー・サポート・センター事業」を行っています。
利用には事前登録が必要です（登録は無料）。登録希望の方は、印鑑をお持ちのうえ子育て支援室までお越しください。

中標津町子育て支援（預かり保育）事業のご案内
（病児保育事業、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業）

５時間未満 ５時間以上
町民税課税世帯 2,000円 3,500円
町民税非課税世帯 1,500円 2,500円
生活保護受給世帯 500円

9：00～17：00 7：00～�9：00／17：00～20：00
平日（事前予約） 30分�350円 30分�400円
平日（当日受付） 30分�400円 30分�450円
土・日・祝 30分�450円 30分�500円

４時間未満 ４時間以上

０･１･２歳児 1,600円 3,000円

３･４･５歳児 1,200円 2,200円

●対　　象　�生後６ヶ月から小学３年
生までのお子さん

●利用定員　１日３名程度
●利用者負担について
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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
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を有する）方ならどなたでも利用する
ことができます。１区画あたりの面
積は約22坪で、使用料は2,000円です。
複数の区画を利用することも可能です。
　詳しくは、生活課�交通町民相談係
まで。

下水汚泥たい肥「還
かん

甦
そ

」を 
配布します

　春用たい肥として町民の皆さんに下
水汚泥たい肥「還甦」を配布しますので、
ご希望の方はたい肥を入れる袋（肥料
袋等）をご持参ください（ご家庭の花壇、
葉物野菜等の補助肥料に適していると
思われます）。数量を制限していますの
でご了承ください。
配布日時　４月13日㈬～22日㈮
　　　　　午前10時～午後３時
　　　　　（土日含む）
配布場所　中標津下水終末処理場
　　　　　（東35条北６丁目１番地）
　問い合わせは、上下水道課�下水道
係まで。

ヒグマ出没注意！
　ヒグマは山奥だけに生息しているも
のではありません。近郊の野山に入る
場合であっても、常にヒグマに対する
事故防止の意識を持ってください。
　山菜採りや登山などで野山に入る場
合は、不幸な事故を未然に防ぐため、
次のことに注意しましょう。
◆音を出しながら歩く
◆�薄暗い・天気の悪いときには行動し
ないようにする

◆�フンや足跡、食べた跡を見つけたら
引き返す

　ヒグマの出没情報などの問い合わせ
は、農林課�自然環境係まで。

開陽台展望館オープンのお知らせ
　「開陽台展望館」のオープンは下記
のとおりです。
日　　時　４月29日㈮　午前９時
　詳しくは、経済振興課�観光振興係
まで。

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、
求職者向けとして下記の講座を開催し
ます。
●求職・転職希望者対象講座
　「おもてなしマナー講座」
　�　認定心理士、人材育成トレーナー
の資格を有する志村圭子先生を招い
て、接客・接遇マナー・ビジネスマ
ナーの基本をロールプレイング等を
交えた講座です。観光・飲食店・サー
ビス業等への就職に役立つ講座です
ので求職中の皆さん、ぜひご参加く
ださい。
開 催 日　４月18日～20日（３日間）
※講座は無料です。

※�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。

「障害者差別解消法」の施行
について

　平成28年４月から「障害者差別解
消法」が施行されました。
　この法律では、行政機関や会社・お
店などの民間事業者による「障がいを
理由とする差別的取り扱い」を禁止し
ています。障がいのある人から何らか
の配慮を求められた場合には、負担に
なり過ぎない範囲で、社会的障壁を取
り除くために必要な「合理的な配慮」
が求められます。例えば、車いすだか
らといってお店に入れないことや、障
がいがあるからアパートを貸してもら
えないなどは「不当な差別的取り扱い」
であると考えられます。
　また、会議などを開催する前には、
出席者にどのような支援が必要かを確
認するなど、「合理的な配慮」が必要
です。

行政機関
など

民間事業者
など

不当な差別的
取り扱い

しては
いけない

しては
いけない

合理的な配慮 しなければ
ならない

するよう
努力

　障がいを理由とする差別をなくし、
障がいのある人もない人も誰もが暮ら
しやすい社会をつくることを目指して
いきましょう。
　問い合わせは、福祉課�福祉支援係
まで。

　手話奉仕員養成講座の　
開催について

　町では、手話奉仕員養成講座の受講
生を募集しています。平成28年度は
相手の簡単な手話が理解でき、手話で
挨拶・自己紹介程度の会話が可能なレ
ベルの「入門課程」を行い、平成29
年度は入門課程を修了した方を対象に
「基礎課程」の講座を予定しています。
開催日時
　■平成28年度「入門課程」
　　５月24日㈫～10月25日㈫
　　毎週火曜日　午後７時～８時30分
　　（全21回、8/16、9/20は休講）
※�「基礎課程」は平成29年５月～10
月に開催予定
開催場所
　中標津町総合福祉センター

　（プラット）２階会議室
定　　員
　20名程度（定員を超える申し込み
があった場合は先着順となります。た
だし、２年続けて受講できる方を優先
します）

費　　用
　3,240円（DVD付テキスト代）
　※テキストは２年間共通
申込締切
　５月６日㈮
　問い合わせ・予約申し込みは、福祉
課�福祉支援係まで。

「休日公証相談」のお知らせ
日　　時　４月24日㈰
　　　　　午前10時～午後４時
場　　所　釧路公証人役場
　　　　　釧路市末広町７丁目２番地

金森ビル１階
相談内容　�遺言、相続、任意後見、尊

厳死宣言、お金の貸し借り、
賃貸借、離婚に伴う養育費・
慰謝料・財産分与　等

相 談 料　無料
申込方法　�相談を希望される方は、４

月22日㈮まで、電話予約
をお願いします。

　申し込み・問い合わせは、釧路公証
人役場��❸0154-25-1365まで。

北海道警察官採用試験受験者募集
受付期間　３月８日㈫～４月15日㈮
試 験 日　５月８日㈰
募集区分【※(��)は採用予定人数】
・�男性Ａ区分（145名）、女性Ａ区分（30名）
　�大学(短期大学を除く)を卒業または
卒業見込みの方

・�男性Ｂ区分（65名）、女性Ｂ区分（20名）
　�Ａ区分以外の方(高校在学中の方を
除く)
募集年齢　�Ａ・Ｂ区分とも昭和59年

４月２日から平成11年４
月１日までに生まれた方

　問い合わせは、中標津警察署
❸72-0110まで。

国家公務員採用試験のお知らせ
○総合職試験（院卒者・大卒程度）
　インターネット申込期間

４月１日㈮～11日㈪
○一般職試験（大卒程度）
　インターネット申込期間

４月８日㈮～20日㈬
○一般職試験（高卒者・社会人）
　インターネット申込期間

６月20日㈪～29日㈬
■申込専用アドレス
　http://www.jinji-shiken.go.jp/

juken.html
　問い合わせは、人事院北海道事務局
第二課試験係��❸011-241-1248まで。

April 4

　広報中標津５月号の発行予定日は、
５月６日㈮です。

　任期満了に伴う中標津町長・中標
津町議会議員選挙の投票日は８月21
日㈰に決定しました。
　詳しくは中標津町選挙管理委員会
まで。
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保健センターからのお知らせ

健　　康健　　康
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たときは、乳幼児等医療費受給者証の
手続きが必要です。
　また、小学１～６年生が入院した場
合、医療費の助成が受けられます。そ
の場合は、受給者証の申請手続きが必
要です。ただし、保護者の方の所得制
限があります。
　詳しくは、子育て支援室�子育て給
付係まで。

水道の手続きはお済みですか
　新しく当町にお住まいになった方や、
町内で引っ越しされた方は、水道の使
用開始・終了の申し込みが必要です。
電話での申し込みもできますので、忘
れずに手続きをお願いします。
　申し込みがないまま水道を使用する
と、水道の無断使用となります。
　これから転居される方は、転居日が
決まっていれば事前の申し込みも可能
です。引越しの際は、必ず室内の元栓
を落としてから退去してください。
　最近、役場から委託されたかのよう
に、ご家庭に水質検査や浄水器等の販
売をしている業者が出回っています。
上下水道課では、このような検査・販
売は実施していません。不信・不用と
感じたときは、はっきりと断りましょ
う。
　手続きや問い合わせは、上下水道課
業務係まで。

年金相談所開設のお知らせ
開設日時
　５月10日㈫　午後１時～午後５時
　５月11日㈬　午前９時～午後２時
開設場所
　中標津町役場�会議室
予約受付期間　
　４月13日㈬～５月２日㈪
　予約申し込みは、釧路年金事務所
❸0154-61-6000まで。

無料法律相談のお知らせ
　中標津町では弁護士が専門的にアド
バイスしてくれる無料法律相談を実施
しています。
日　　時　５月17日㈫
　　　　　午前10時30分～午後３時
場　　所　中標津町役場�会議室
相 談 員　吉�田　翔�太�弁護士
定　　員　７名
　※�５月２日㈪から先着順に受け付け、

定員になり次第締め切り。
利用条件　�個人からの民事・家事・行

政事件に関する案件に限り
ます。

　詳しくは、生活課�交通町民相談係
まで。

家庭菜園の利用者募集
　町では、家庭菜園の利用者を募集し
ています。５月中旬から10月下旬ま
で使用でき、町内に居住する（住民票

　　　　　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
場　　所　税務課
必要なもの　�運転免許証等本人確認でき

る書類、代理人・法人の場
合は委任状

※�納税通知書の発送は、５月２日㈪を
予定しています。

　詳しくは、税務課�資産税係まで。

ごみ収集のお知らせ
　４月29日㈮は祝日ですが、ごみの
収集及び最終処分場での受入を行いま
す。また、ゴールデンウィークのごみ
の収集は次のとおりです。

日　程 ごみ収集 最終処分場

５月３日㈫ 休み 休み

５月４日㈬ 休み 午前中のみ

５月５日㈭ 休み 休み

　詳しくは、生活課�環境衛生係まで。

マイナンバー通知カードの
再発行について

　あて所不明や郵便局での保管期間満
了などの理由により、11月から順次
送付していたマイナンバーの通知カー
ドが役場に戻ってきている方へ、受取
りをお願いする通知書を送付していま
したが、まだ受け取られていない通知
カードは、保管期間が過ぎましたので、
平成28年３月31日をもって破棄しま
した。
　今後、通知カードを受け取っていな
い方が交付を希望する場合は、発行手
数料500円がかかります。
　また、紛失等の理由で再発行を希望
する場合も、同様に手数料500円がか
かりますので了承願います。（紛失で
の再交付には警察署への遺失届を提出
する必要があります。）
　問い合わせは、住民保険課�戸籍住
民係まで。

児童手当について
　次の異動があった場合は15日以内
に児童手当の手続きが必要です。
●出生
●転入・転出
●公務員になったとき・退職したとき
●児童福祉施設等に入所・退所したとき
●養育する児童が増減したとき
※�中学生までの子どもを養育している
にもかかわらず、児童手当を受給し
ていない方は問い合わせください。

※公務員の方は事業所から支給されます。
乳幼児等医療費受給者証について
　出生・転入・転出などの異動があっ

アルコール依存症でお悩みの方へ
　アルコール依存症は「依存症」とい
う病気です。奥根室断酒会では互いの
酒害体験を話したり、聴いたりするた
めの例会を開催しています。関心のあ
る方は参加してみませんか。
日　　時　４月18日㈪
　　　　　午前10時～11時30分
場　　所　中標津町保健センター
対　　象　�断酒継続を希望する本人
　　　　　または家族
　問い合わせは、中標津町保健セン
ター��❸72-2733まで。

町税・国民健康保険税の納付には
口座振替をご利用ください

　町道民税（普通徴収）、固定資産税、
軽自動車税、国民健康保険税の納付に
は、口座振替（自動払込）が便利です。
申込方法
　町内にある金融機関・農協・ ゆう
ちょ銀行（郵便局）にある「口座振替（自
動払込）依頼書」に押印、必要事項を
記載のうえ、振替希望の金融機関へ提
出してください。
申し込みに必要なもの
・預貯金通帳、通帳の届出印
～振替可能金融機関～
大地みらい信用金庫・北洋銀行・北海
道銀行・北海道労働金庫・釧路信用組
合の本・支店、中標津町農協・計根別
農協、ゆうちょ銀行（郵便局）全店
振替日について
　口座振替日については、「各税目の納
期日ごとの振替」または「各税目第１期
の納期日に全期分振替」どちらかを選
択できます。なお、振替不能時における
再振替は行っていませんので、振替日
の前日には残高の確認をお願いします。

＜夜間相談窓口＞

夜�間�相�談�日

４月18日㈪　午後６時～午後８時

　平日の昼間に時間がとれない方は、
夜間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。

平成28年度固定資産の価格等を
固定資産課税台帳に登録しました
　固定資産課税台帳の閲覧と価格等縦
覧簿の縦覧を次のとおり行います。
日　　時　４月１日～５月31日

税　　金税　　金

一　　般一　　般

誇りをもって働き豊かなまちにしましょう（町民憲章より）



※�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。

（毎月５日発行）

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。
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VOL.640

誕生 17人　 死亡 14人　 転入 40人　 転出 61人

２月29日現在住民登録人口

町の人口 24,023（－18）
　 男 11,721（－ 3）
　 女 12,302（－15）
世 帯 数 11,047（＋11）

（　　）内は前月比

高齢者が元気で働く風景は、街を明るくします。

公益社団法人 中標津町シルバー人材センター　中標津町大通北１丁目　❸７９－１２３４　❹７９－１２３０

シルバー人材センターの会員となって働いてみませんか

　高齢者にとって元気で働けるのは最大の幸せです。
　友だちができ、毎日を楽しく過ごし、しかも高齢者にしては結構な収入ですから、家族
の存在感を確保します。
　今年も70歳前後の方々が入会しました。
　あなたも入会しませんか？
　入会を希望する方は、センターに申し込み
ください。

◆会員の加入資格は、
　男性65歳以上、
　女性60歳以上の
　健康で働く意欲のある方です。
　お待ちしています。

　高齢者の方がいつまでも自分らしく元気で活動的な生活が続けられ
るようにＮＰＯなかしべつスポーツアカデミーと共催で「ふまねっと」
や「脳トレ」などを組み合わせた認知症予防教室を開催します。
　みなさんの参加をお待ちしています。

〈時　　間〉　午後１時30分～午後２時30分
〈場　　所〉　中標津町総合福祉センター （プラット）　三世代交流室
〈参加対象〉　�町内在住のおおむね65歳以上の方　要介護認定を受けている方はご遠慮願います
〈定　　員〉　30名
〈参 加 費〉　無　料
〈そ の 他〉　�動きやすい服装、汗拭きタオルや飲料水・筆記用具があるとよいでしょう
◎申し込み方法
　４月25日㈪までに電話（内線254・255）でお申し込みください。

※�「ふまねっと」とは、50㎝四方のマス目でできた大きな網（８マス×３マス）を床に敷き、網を踏まな
いようにマス目をゆっくり歩く運動です。

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

日　　程 内　　　　容 講　　　　　師

① ５月11日㈬ 認知症予防についての講義等 地域包括支援センター　保健師

② ５月23日㈪ 脳も体も元気に！ふまねっと NPOなかしべつスポーツアカデミー
ふまねっとインストラクター　澤野　功氏

③ ６月13日㈪ 脳も体も元気に！ふまねっと 〃

④ ６月27日㈪ 脳も体も元気に！ふまねっと 〃

⑤ ７月11日㈪ 認知症を予防する食生活について講義 保健センター　管理栄養士

⑥ ７月27日㈬ 脳トレゲーム・コグニサイズ等 地域包括支援センター　保健師

脳いきいき教室


