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入　学　式
　丸山小学校の入学式では、校長先生が
新入生一人ひとりに声をかけ、握手をし
ていたのが印象的でした。
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～中標津町国民健康保険に加入されている40歳以上の方へ～

受診券・封筒見本

注 意 事 項

なぜ、年に一度の健康診査は必要なの？

「特定健康診査受診券」送付のご案内

◎有効期限　平成29年３月31日まで
◎中標津町国民健康保険から脱退された方は使用できません。
◎�昭和16年４月生まれの方は受診券送付の対象となりませんが、６月、11月に保健センターで実施され
る健康診査を受診できます。

　糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病は、自覚症状がないまま進行することが多く、
さまざまな合併症を引き起こすことも少なくありません。
　異常を早期発見するためには、年に一度の健診が必要です。

※�４月２日以降に中標津町国民健康保険に加入された方で、健康診査を希望される方は、受診券を随時送付いた
しますので保健センターまでご連絡ください。

送　　付　　対　　象　　者 送 付 時 期

・�平成28年３月31日現在、中標津町国民健康保険加入者で、平成29年３月31日ま
でに40歳～75歳になる方

４月22日
（発送済み）

・平成28年４月１日に中標津町国民健康保険に加入された方
・�平成28年６月10日～６月14日に行われる保健センターでの集団健診を４月15日
までに予約された方（問診票送付時に同封）

５月下旬～
６月上旬

A4サイズでクリーム色の用紙です。
　健診当日まで無くさないように
　ご注意ください。

健康診査・人間ドックを受診する際に必要となる受診券を送付いたします。

無料で
健康診査を受診できます！

＊費用は町で補助しています。

問い合わせは、中標津町保健センター 健康推進係　❸７２－２７３３　まで。　　　　　　　中標津町役場  住民保険課  国保係　❸７３－３１１１ 　 　　
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問い合わせは、住民保険課 国民年金係まで。

国民年金保険料学生納付特例制度
　日本国内に住むすべての方は、20歳になったときから国民年金の被保険者となり、
保険料の納付が義務付けられていますが、学生の方については、申請により在学中の
保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

※�『所得が少なく、学費もかかるので国民年金の保険料を納めるのは…』という学生の方は、未納の
ままにせず「国民年金保険料納付特例制度をご利用ください。」

◆学生納付特例制度
未納のままだと、将来の年金はどうなりますか？

学生納付特例を申請せず、国民年金の保険料を納めないでいると、もしもの病気やケガがもとで障が
いが残ってしまったときに支給される障害基礎年金が受けられなかったり、将来の老齢基礎年金が受
けられなくなる場合があります。

学生納付特例を受けた期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼっ
て納めること（追納）ができます。追納しなかった場合は、老齢基礎年金の受給
資格期間には算入されますが、年金額の計算には算入されません。将来受け取る
年金額を増額するためにも、社会人になってから追納することをおすすめします。

社会人になってから納めようと思いますが、いつまで納められますか？

申請手続きは、どのようにすればよいのですか？　また、手続きに必要なものは何ですか？
手続きは簡単です。「国民年金保険料学生納付特例申請書」に必要事項を記入し、住民保険課国民年
金係（窓口②番）に提出してください。申請書は窓口にあります。なお、中標津町以外で住民登録を
している方は、住民登録をしている住所地の市区町村役場で手続きをしてください。
　　　　　　　　　【手続きに必要なもの】
　　　　　　　　　　　○学生証のコピーまたは在学証明書　　○年金手帳
　　　　　　　　　　　○印鑑（ご家族など代理の方が申請する場合のみ）

学生であれば、どんな学校に在学していても対象になりますか？
以下の学校に在学している方が対象です。なお、夜間・定時制課程や通信課程も含まれますので、ほ
とんどの学生の方が対象となります。
　　○大学（大学院）　　○短期大学　　○高等学校　　○高等専門学校
　　○専修学校　　○各種学校（修業年限が１年以上の課程）　　○一部の海外大学の日本分校

問い合わせは、生活課 環境衛生係まで。

「あとを絶たないポイ捨て・不法投棄」
　中標津町では春と秋に町内会が一斉清掃を行い、年間を通して、学校や事業
所等、さまざまな団体がボランティア清掃を行っています。この他にも「ごみ
０の日」に郊外の道路脇などを500～600人規模のボランティアによるごみ拾
いを行っており、今年度は５月29日（日曜日）午前７時から１時間程度を予
定しておりますので、参加いただける団体の方は生活課環境衛生係までご連絡
ください。
　ポイ捨て・不法投棄の撲滅のため、「ねむろ自然の番人宣言」の認定団体で
ある中標津建設業協会など43団体は通常業務での車両運行中に、ポイ捨てや
不法投棄ごみを目撃・発見した場合は積極的な通報を行うことを宣言していた
だいております。
　あとを絶たない不法投棄をなくすために、一人ひとりが“きれいな街中標津”
を守っていこうとする気持ちを持つことが大切です。
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● 町立中標津病院 ●
外科　医長

相
あい
　山
やま
　　　健

たけし

①北海道大学
②平成19年
③外科

外科　医長

宮
みや
　岡
おか
　陽
よう
　一
いち

①鳥取大学
②平成22年
③消化器外科・一般外科

新しい医師が着任しましたので紹介します。
①出身大学　　②卒業年　　③専門

心の健康相談

■日 程 表

　心の健康に関する悩み事（憂鬱、不安、自傷行為、薬物使用など）について、北海道立精神保健福祉センター
の精神科医師による、テレビ電話相談を実施します。
　ご希望の方は、北海道中標津保健所までご連絡ください。

※担当医師は変更する場合があります。

年 月 日 担当医師（※）

平成28年

５月 25日 田　辺

６月 22日 宮　城

７月 27日 田　辺

８月 24日 宮　城

９月 28日 岡　崎

10月 26日 宮　城

11月 16日 田　辺

12月 21日 岡　崎

平成29年

１月 25日 宮　城

２月 22日 岡　崎

３月 22日 宮　城

プライバシーは必ず守ります

日　　時　�原則、毎月第４水曜日午後１時30分～４時30分（日程表参照）ただし、11月、
12月は第３水曜日

場　　所　北海道中標津保健所２階診察室（中標津町東１条南６丁目１番地３）
相談方法　テレビ電話による相談
対応医師　北海道立精神保健福祉センター精神科医師
申込期日　相談日７日前（前週水曜日）まで
申 込 先　北海道中標津保健所健康推進課健康支援係（❸72-2168）
そ の 他　�保健師による相談は、随時受け付けています。
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【 こんなときは民生委員児童委員へ 】

詳しくは、福祉課 社会福祉係まで。

　中標津町の民生委員児童委員は、現在55名（欠員１名）で担当地区を受け持ち、住民の方々の生活に関する相談
事等の対応をしています。
　また、町内会活動にも参加するなど、住民の方々と日々の関わりを持つよう努めています。
　民生委員児童委員は協議会を組織し、日常業務のほかに４つの専門部会（高齢者・児童母子・生活福祉・心身障が
い者）で、それぞれ専門的な活動もしています。
　生活の中で困りごとなどがありましたら、ご自分の地区の担当民生委員児童委員にお気軽に声をおかけください。
地区の担当者がわからない場合は、福祉課社会福祉係までご連絡ください。
　なお、民生委員児童委員がお宅を訪問する場合もありますので、よろしくお願いします。

○毎日の介護で困っていること
○福祉サービスの利用に関すること
○施設利用に関すること（デイサービス、ショートステイなど）
○介護保険制度に関すること
○その他

住宅生活に関すること

○結婚、離婚に関すること
○親子関係に関すること
○扶養に関すること
○相続に関すること
○その他

家族関係のこと

○心身の疾病や障害に関する相談等
その他の困りごと

○住まいに関すること
○近所付き合いに関すること
○生活費に関すること（職業や年金など）
○�生活福祉資金など各種貸付制度に関す
ること
○生活保護に関すること
○�遊び場、通学路などの危険箇所に関す
ること
○その他

暮らしのこと

○育児やしつけに関すること
○いじめや不登校に気付いたとき
○学校生活の悩みに関すること
○非行に関すること
○児童虐待に関すること
○その他

育児・教育のこと

５月12日は民生委員児童委員の日です

詳しくは総務課 情報化推進･広報調査係まで。

経済センサス－活動調査が実施されます

詳しくは、経済センサス-活動調査キャンペーンサイトをご覧ください。
http://www.e-census2016.stat.go.jp/

平成28年６月１日

　総務省・経済産業省では、平成28年６月１日を基準日とした、平成28年経済セン
サス－活動調査を実施します。
　経済センサスは、日本経済の「いま」を知り、「未来」を作るための大切な調査です。
　回答方法は、調査員が配布する調査票に記入し提出する方法の他、インターネット
による回答も可能です。
　日本のよりよい未来を築くため、皆さんのご協力をよろしくお願いします。

民生委員制度は
平成29年に創設
100周年を迎える
歴史と実績を有す
る制度です。
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問い合わせは、企画課 企画調整係まで。

　町民の皆さんに町政に関する理解や関心を深めていただくため、また町民と行政の協働のまちづくりを推進するため
に、「まちづくり出前講座」を実施しています。
　担当職員がサークルや学校、職場など、皆さんの元へ出向き、わかりやすくお話しします。
　また、メニューの他にも皆さんが知りたい・聞きたい内容がありましたらご相談ください。

『学
まなぶべや！

舎・なかしべつ』開講していますまちづくり
出 前 講 座

注）担当課の業務状況によっては、ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。

№ 講座メニュー 講座の内容 担当課
１ 情報公開制度について 情報公開制度の利用方法について	 ※６月～９月は受付できません

総　務　課２ 防災対策について 防災意識や知識の向上、自主防災活動、防災訓練支援、防災情報配信と取
得方法などについて	 ※６月～９月は受付できません

３ 選挙の仕組み 公職選挙法に基づく各種選挙制度の概要について
※６月～９月は受付できません 選挙管理委員会

４ 第６期中標津町総合発展計画について 平成23年度から平成32年度まで10年間のまちづくり計画全般の概要について

企　画　課
５ マイナンバー制度について 今年から利用が始まったマイナンバー。制度の内容・個人番号カードの利

用等について説明します。
６ 自治基本条例と協働のまちづくり 自治基本条例（協働推進事業）の概要と今後の取組みについて
７ 北方領土返還要求運動について 北方領土問題の概要や返還要求運動の取組みについて
８ なかしべつの「家計簿」 まちの財政状況（予算・決算、財政指標など）について

※12月～３月は受付できません 財　政　課

９ 町税について
・土地と家屋に課税される固定資産税について

※11月～５月は受付できません
・給料や年金などの収入に課税される住民税など、まちに納める税金について

※12月～６月は受付できません

税　務　課
納　税　課

10 もう一度確認しよう！　ゴミの分け方・出し方・減らし方
無料で出せる資源ごみを有料の袋に入れていませんか？ごみの分け方・出
し方・減らし方を学びます 生　活　課

11 未然に防ごう！消費者トラブル 消費者被害とその対応について 生　活　課
（消費生活センター）

12 国民健康保険制度について 国民健康保険制度の概要について
住民保険課13 後期高齢者医療制度について 後期高齢者医療制度の概要について

14 知っていますか？国民年金 現在の国民年金制度の概要について
15 障がい者・高齢者支援制度 障がい者・高齢者支援制度について 福　祉　課
16 介護保険について 介護保険制度などについて

介護保険課17 地域包括支援センターについて 地域包括支援センターの業務内容（介護予防ケアマネジメント業務、権利
擁護業務、総合相談業務など）、介護予防について

18 子育て支援事業について 子育て支援の概要・中標津町子育て支援虐待防止ネットワークについて 子育て支援室
19 見直そう！生活習慣病～基本編～ 生活習慣、メタボリックシンドロームの予防について

健康推進課
(保健センター）

20 見直そう！生活習慣病～食生活編～ 生活習慣病予防の食生活について
21 がんの予防とがん検診 がんの予防、各がん検診の内容について
22 知っておきたい女性のがん 乳がん、子宮がんについて
23 お口の健康について 虫歯予防、歯周病予防について
24 心の健康 心の健康に関すること。ストレス、うつ病について

25 基幹産業の「酪農」をもっと身近に～美味しい牛乳が届くまで～
乳牛や牛乳について、パネルを用いて質問を受けながらお話しします　　

※原則、小・中学生を対象とします
農　林　課26 なかしべつの農業概要 統計数字などを用いたまちの農業の概要について

27 カーボンオフセットって何？ 地球温暖化対策を防ぐ森の役割と平成26年度に町が取得したＪ－クレジ
ットについて

28 中標津空港利用促進について 中標津空港の概要と利用促進の取組みについて
経済振興課

29 地域おこし協力隊が行く 地域おこし協力隊員が新たな目線で見つけたまちの魅力を紹介します。
30 雪国に住む私達の悩み「除雪」について 除雪出動基準・除雪体制とお願いについて※12月～4月は受付できません 建設管理課
31 都市計画・景観のまちづくり 都市計画マスタープラン及び中標津町景観条例の概要について 都市住宅課
32 まちの水道 水道のしくみについて（水道水ができるまで、水道施設など）

上下水道課
33 下水道のちから 下水道の歴史・役割・しくみについて

34 就学・進学が困難な方への助成制度について
経済的な理由により就学や進学が困難な方への就学援助制度・育英資金制
度について

学校教育課
管　理　課

35 なかしべつ学講座 歴史・自然を中心に、まちの魅力を紹介する学芸員の学習講座 生涯学習課
36 町の病院について 地域医療の現場等について説明します 町立中標津病院
※ 耳寄り！なかしべつ メニューにはない、皆さんが知りたい・聞きたいこと 各 担 当 課



7

お問い合わせは、総務課 情報化推進・広報調査係まで。

　中標津町では、町民との情報共有の促進を図るため、役場
窓口での手続きや行政情報などを掲載した、「中標津町暮ら
しの便利帳」を地図情報会社の株式会社ゼンリンと協働で発
行しました。
　発行した便利帳は、広報なかしべつ４月号とともに全戸配
布し、中標津町に転入された方にも配布しています。
　本便利帳は、窓口での手続きや行政情報を掲載しているだ
けでなく、株式会社ゼンリンの保有する地図情報を活用する
ことにより、より分かりやすく使いやすいものとなりました
ので、ご家庭に常備し、ぜひご活用ください。

※�全戸配布しておりますが、届いていない場合には、総務課
窓口にお越しいただくか、情報化推進・広報調査係にご連
絡いただければお渡しできます。

　便利帳の33ページ【交通】の内容の一部に誤りがありました。ご利用者、関係者の方にお詫び申し上げます。
内容につきまして、次のとおり訂正いたします。
　お手数をお掛けし申し訳ありませんが、ご利用される方は、お持ちの便利帳の訂正をお願いいたします。
※便利帳と同じ大きさで作成していますので、下の訂正部分を切り取って貼ることもできます。

● 中標津町暮らしの便利帳を発行しました ●

○誤 ○正

お 詫 び と 訂 正
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問い合わせは、中標津町地域雇用創造協議会（事業推進）❸72-4154　ホームページhttp://n-job.net/

求職・転職活動中の方や
企業・創業希望の方必見!!平成28年度

　中標津町地域雇用創造協議会では、地域求職・転職希望者の就職に向けた人材育成や、企業の雇用拡大・創業
支援を目的とした講座やセミナー等の事業を実施し、新商品開発や販路拡大にも取り組んでいます。
　講座の参加費は全て無料です。講座内容・日程等詳しくは、各種事業の実施時期が近くなりましたら新聞折込
チラシや協議会ホームページ等でお知らせしますので、地域求職者・事業主の皆さんのご参加をおまちしています。

事　　業　　内　　容 開催回数・時期 H27年度開催の様子
１．雇用拡大メニュー（事業主・起業希望者向け）

①N-Biz　商業・観光ビジネス拡充支援セミナー
中標津町の商業・観光における地域経済や産業の可能性を
再認識し、事業拡大・創業支援の講話やグループ討議を行
います。

１回（５日間）�
秋～冬

②売れる・集まる　ネットショップセミナー
ネット販売戦略の企画立案から構築、日々の運営や販路活
動までのノウハウを基礎から実践的に学ぶ講座です。

１回（６日間）�
秋～冬

③観光ビジネス新分野進出セミナー
中標津町で観光分野に進出希望の事業者を中心に、観光先
進地視察を交えながら観光ビジネスを学ぶ講座です。

１回（６日間）�
春

④異文化コミュニケーション講座
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回（３日間）�
夏・冬

⑤新商品公開セミナー
当協議会の食・観光・林分野新商品開発している商品・商
材を公開するセミナーを行います。

１回（１日間）�
冬

２．人材育成メニュー（求職者・転職希望者向け）　
①経理・パソコン会計事務講座
一般事務や経理事務に必要な簿記の基礎知識として日商簿
記の3級程度や、PCにより会計事務を学べます。

１回（30日間）�
夏～秋

②手書き＆パソコンで作る　デザインPOP講座
デザインの基礎から販促マーケティングの知識を学びつ
つ、デザインPOP制作する手法を学べます。

１回（３日間）�
夏・冬

③自信をもてる自分になろう！おもてなしマナー講座
接客・接遇マナー・ビジネスマナーの基本をロールプレイ
ングも交えた実習を通じて学べます。

２回（３日間）�
春・冬

④目指せ！北の料理人講座
地域の専門講師（和･洋･中）による調理講習会や、料理人
を目指すために食品衛生学から調理基礎までを学べます。

２回（講座２日間、
実習３日間）　
春・秋

⑤観光フォーラム
中標津町での地域観光を再認識し、観光振興の必要性や地
域創生の展開や未来を考える場とするフォーラムです。

１回（１日間）�
夏

⑥体験型観光ビジネス講座
中標津町内外の観光地を体験視察しながら、観光ガイド技
術や新しい観光ビジネスモデルの企画討論をしていきます。

１回（４日間）�
秋

⑦格子状防風林を守り育てる林業おしごと講座
格子状防風林を未来の子供たちに残すために林業の関心を
高め、現場作業に必要な基本知識と技術を学べます。

２回（３日間）�
春・秋

３．就職促進メニュー
①合同求人説明会
求人募集をしている中標津町内の企業各社が集まり、求職・
転職者向けの合同求人説明会を行います。 １回（１日間）

夏～秋

実践型地域雇用創造事業のお知らせ

ネットショップ

異文化

北の料理人

体験型観光

林業
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お問い合わせは、企画課 企画調整係まで。

　平成23年にスタートした第６期中標津町総合発展計画は、平成
27年度に前半５ヶ年が終了することから、平成28年度～平成32年
度を計画期間とする『後期基本計画』の策定に向けて、審議会や町
議会と約１年をかけ議論を重ねてきました。
　策定にあたっては、前期基本計画の基本的事項や方向性は維持し
つつ、社会状況等の変化や新たな課題に対応した見直しを行なった
ほか、成果指標（数値目標）を一から見直し、『後期基本計画』を
策定しました。
　昨年の国勢調査では、これまで一度も減少を記録したことがな
かった人口が初めて減少する結果になり、中標津町においても人口
急減・超高齢社会の到来による経済・産業等への影響が懸念されます。
　これらの課題を町民の皆さんと共有しながら、安心して子どもを
産み育てられるよう少子化対策をはじめ、医療体制の維持、新たな
産業の創出、産業振興による若年層の雇用の場の確保、観光振興による交流人口の拡大など、町の将来像『空とみ
どりの交流拠点・中標津～あつまるまち・つながるまち・ひろがるまち～』の実現のため、町民・議会・行政がそ
れぞれの役割と責任を持ち協働によるまちづくりに取り組んでいきましょう。

第6期中標津町総合発展計画「後期基本計画」がスタートしました!

●	マイナンバーのお問い合わせは、総合フリーダイヤル（無料）をご利用く
ださい
●	マイナンバーカードを紛失して、利用を一時停止する場合もこちらをご利
用ください（24時間対応）

　「マイナンバーカード（個人番号カード）」は、プラスチック製で、身分
証明書にもなります。
　マイナンバーの提示と本人確認が、これ１枚で済む唯一のカードです。

以下の方法で簡単に申請できます。
（※初回発行手数料は無料です）
・�「通知カード」の封筒に同封され
た申請書に写真を貼って郵送する
・スマホやパソコンから申請する
　※�申請書のＱＲコードから読み取

ることができます。
注）�通知カードを受け取った後、転居
された方は、下図の申請書による
申請はできませんので、住民保険
課戸籍住民係へご相談ください。

表面は、
住所・氏名・生年月日・性別と顔
写真が表示され、身分証として広
く利用できます。
カードの有効期限（20歳以上は
10年、20歳未満は５年）が記載
されます。

裏面は、
12桁の「マイナンバー」が記載
されています。
また、ＩＣチップが搭載され、電
子証明書など様々なサービスに利
用できます。

「マイナンバーカード（個人番号カード）」って、
どういうものですか？何に使うの？

「マイナンバーカード」は
どうやってつくるの？

マイナンバーカードへの疑問にお答えします！

問い合わせは、企画課 企画調整係まで。

顔写真付きの表
面は身分証明に

ＩＣチップは、電子証
明書などのサービスに

マイナンバーは、社会保障・
税・災害対策の行政手続に

通知カード
のココを切
り取って申
請できます。

 0120-95-0178 平　日：午前９時30分～午後10時
土日祝：午前９時30分～午後５時30分
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問い合わせは、経済振興課 商工労働係まで。

■対　　　象
　⑴　本町在住で、満20歳以上の方　　　　　　　　⑵　町税等の滞納がない方
　⑶　町内で同一事業を５年以上営んでいる方　　　⑷　中標津町商工会会員（予定の方を含む）
　⑸　補助対象経費300万円以上
　　※遊興飲食業等業種の形態によっては、補助の対象とならない場合があります。
■補　助　額
　⑴　都市計画区域内　30万円　　⑵　都市計画区域外　20万円

　平成22年度に中小企業振興基本条例が制定されました。中小企業の経営基盤強化のため、既存企業に対する支援策として、
平成26年度より新たな補助金が創設されました。下記のとおり、町内の企業又は個人事業主を対象に店舗や設備等を改修
する費用の一部を補助します。

中小企業応援事業補助金について

　中標津町では中心市街地活性化・空き店舗対策のため、町が定めた用途地域内で空き地・空き店舗を活用して新規起業す
る企業・個人に対し、開業資金の一部を補助します。

■対象となる方
　⑴　�本町在住で、満20歳以上の方　　　⑵　町税等の滞納がない方　　　⑶　中標津町商工会の会員となる方
　　※遊興飲食業、賃貸業等の業種や起業の形態等によっては、補助の対象とならない場合があります。
■対象となる経費
　⑴　店舗等改装工事費　　⑵　設備費　　⑶　開業に伴う広告宣伝費　　⑷　備品購入費
　⑸　店舗家賃、建物・駐車場等の土地の賃貸料（最高６か月分）
■補　助　額
　⑴　用途地域の商業地域で起業する方は、対象経費の２分の１以内で、50万円を限度に補助します。
　⑵　�用途地域の商業地域以外で起業する方は、対象経費の３分の１以内で、25万円を限度に補助します。

※その他、起業家を支援するための各機関の助成金等についてもお気軽にご相談ください。

空き地空き店舗等活用事業補助金について

　保証料の補助について
　中標津町では、町独自施策として、融資に伴い、北海道信用保証協会へ支払う保証料を半額
補助しています。また、景気後退の影響による町内経済の悪化に対応するため、平成21年度
から融資を受ける際の初年度に限り保証料の全額補助を行っています。
　【保証料補助内容】
　　・短期資金（融資期間１年以内）…………………→全額補助
　　・長期資金（融資期間１年を超えて７年以内）…→１年目は全額補助
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２年目から４年以内は半額補助　※保証料支払期間は４年以内分割

　中標津町では、中小企業の皆様が資金を円滑に調達できるよう「中標津町中小企業融資制度（マルナカ融資制度）」を設け、
町内の金融機関を通じて活用いただいております。
　また、今年度は、融資利率を据え置いていますので積極的な活用をお願い致します。（下記表参照）

■貸付条件 融資総額　６億２千万円
資 金 名 融 資 期 間 融資限度額 融 資 利 率 保 証 料 率
短 期 資 金 １年以内 1,000万円以内 2.0％以内 信用保証協会の規

程による９段階の
率による長 期 資 金 ５年以内 1,500万円以内 2.3％以内

７年以内 2.5％以内

中標津町中小企業融資制度について
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　地震や噴火などの大規模な災害が発生すると、被災地に安否確認等の電話が殺到し、電話が繋が
りにくい状況（輻

ふくそう
輳）が発生します。このような緊急時に速やかに利用できる伝言サービスとして、

「災害用伝言ダイヤル171」と「災害用伝言板web171」が、NTT東日本およびNTT西日本から提
供されています。

詳しくは、総務課 防災係まで。

防災ワンポイント 緊急時の連絡方法第34回

じゃがいもずきん
「ききぼう」くん

　◦被災地の加入電話・携帯電話・ＩＰ電話・ＰＨＳの電話番号を登録番号として利用できます。
　◦�ＮＴＴ東日本またはＮＴＴ西日本の電話からの利用は無料です。その他通信事業者の電話から発信する場合の

通話料については、各事業者にお問い合わせください。
　◦詳しくは、ＮＴＴ東日本またはＮＴＴ西日本のホームページをご覧ください。

●「１７１」利用にあたって

　以下の日程で「１７１」の体験利用が可能です。実際に災害が発生したときにスムーズに「１７１」を活
用できるよう、ぜひ一度ご家族やご友人などと体験利用をしてみましょう。

◦毎月１日及び15日　00:00～24:00
◦正月三が日（１月１日�00:00～１月３日�24:00）
◦防災週間（８月30日�９:00～９月５日�17:00）
◦防災とボランティア週間（１月15日�９:00～１月21日�17:00）

「１７１」を体験しよう

　①�局番なしの「171」をダイヤルする　または　https://www.web171.jp�にアクセスする
　②�音声ガイダンスまたは画面の指示に従って録音・再生を行う

●「ダイヤル171」「web171」の使い方は？

　被災地内の固定電話や携帯電話などの番号を利用する
ことで、安否などの伝言を音声や文章としてやりとりで
きるサービスです。震度６弱以上の大地震発生後などに、
サービスの提供が開始されます。
　安否などの伝言は、連絡を取りたい被災地の方の電話
番号あてに、電話やインターネットを通じて、いつでも
誰でも録音・再生ができるため、
　◦避難等により固定電話に出られない方
　◦被災により携帯電話を紛失・故障している方
などでも連絡を取ることができ、情報の伝達性を向上さ
せることができます。

●「災害用伝言ダイヤル171」 「災害用伝言板web171」って？

出展：ＮＴＴ西日本ＨＰ掲載　１７１利用パンフレット
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問い合わせは、経済振興課 観光振興係まで。

標津岳・武佐岳　山開きのお知らせ

第53回�標津岳（1,061ｍ）�山開き

※下山時間が遅くなると危険が増すので、午前11時までの入山にご協力ください。
※�積雪状況により日程が変更になる場合がありますので、中標津町公式ホームページ・フェイスブック等で改めて
ご案内します。

下山時に養老牛温泉無料入浴券、牛乳等を配布予定
山頂まで約６㎞　所要時間／片道約３時間

6月5日（日） 6月12日（日）
第61回�武佐岳（1,005ｍ）�山開き

下山時に市街地温泉無料入浴券、牛乳等を配布予定
山頂まで約5.6㎞　所要時間／片道約２時間30分

標津川

水
洗
ト
イ
レ

標津岳第２登山口

約５㎞

至中標津

駐
車
場

養
老
牛
温
泉
街

標津岳登山口

参加者募集！
中 標 津 町 植 樹 祭

赤ちゃん誕生記念植樹

申し込み・問い合わせは、農林課 林務係まで。

雨天決行！

小雨決行！

　中標津町植樹祭は、町民との協働による森林づくりを進める中心的な行事として、根釧東部森林管理署との共催で
中標津町緑化管理組合・中標津町牛乳消費拡大推進委員会の協賛により、下記日程で開催します。
　植樹祭の参加には事前申し込みが必要です。皆さんのご参加をお待ちしております。
　スコップは用意しますが不足する場合もあるため、可能な方は持参してください。

　中標津町は、毎年町民との協働による森林づくりを進めています。『赤ちゃん誕生記念植樹』は、平成20年度から
開催し、今回で９回目となります。
　お子さんやお孫さんの誕生を記念して、ぜひ記念植樹をしてみませんか？子供の成長と共に、樹木も育ち、きっと
良い思い出になると思います。

　中標津町植樹祭の活動費の一部は「第11回ニトリ北海道応援基金」から助成されています。

◆開催日時　６月５日㈰　午前10時～正午
◆開催場所　旧開陽牧場跡地（中標津町字開陽）※昨年と同じ会場です。
◆開催内容　記念標柱設置、植樹（※終了後、飲料を配布します）
◆樹　　種　シラカバ（1,000本）
◆申込締切　６月１日㈬
◆参加人数　100名程度（※定員になり次第、締め切ります）
◆そ の 他　天候にあわせた作業しやすい服装、長靴等で参加してください。

◆開催日時　５月29日㈰　午前９時～10時
◆開催場所　中標津町緑ヶ丘森林公園パークゴルフ場横町有地
◆開催内容　�記念植樹、ネームプレートの設置（※終了後、集合記念撮影を行い、飲料を配布します）
◆樹　　種　�イタヤカエデ苗木（葉が赤ちゃんの手のような形をしています）
◆対 象 者　平成27年４月２日～平成28年４月１日生まれの方が対象となります。
◆申込締切　５月27日㈮
◆参加人数　先着15組（※定員になり次第、締め切ります）
◆そ の 他　天候にあわせた作業しやすい服装、長靴等で参加してください。

【入山マップ】【入山マップ】
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　中標津町に移住をしてもうすぐ２年にな
ります。
　何かと節目になりますと、思い出を振り
返りますよね。

　私が思い出したのは「はじめての開陽台」のこと
です。
　中標津町に移住を決めかねていた真冬の２月、
「迷っているなら１度行ってみよう！」と中標津町
に来ました。
　初めての雪道運転、目を見開いて緊張しながら開
陽台へ向かいました。
　開陽台駐車場に人の気配はなく不安でしたが、コ
コまできたなら！と展望館へ登り、展望館の屋上に
到着。開陽台展望館からは真っ白な大地が地平線ま
でつながり、振り返れば白い山々が連なっていまし
た。今までに見たことがない、日本にこんな景色を
見られる場所があったのかと感動しました。
　夏はどんな景色が見られるのか…ここに住めば見ることができるのか…住んでみようかな…そして今に至ります。
　四季折々、色々な顔を見せてくれる開陽台。

　自分の町を改めて眺めることができる場所があ
ることはとても幸せなことだと思います。
　移り住んで２年、今でも開陽台は私にとって癒
しスポットです！
　さて、４月29日㈷に開陽台展望館がオープンし
ました。
　今年度は観光協会で行った「中標津フォトコン
テスト」の入賞作品が展示されます。普段良く見
る景色でありながら、入賞作品は地元の人も驚く
「こんな景色があったのか」と感動する作品がたく
さんあります。皆さんも是非開陽台に足を運んで
いただき、改めて中標津、根釧台地の景色に癒さ
れてくださいね！

地域おこし協力隊が行く� 其の
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中標津町地域おこし協力隊　　　　　　　　
　親
おやまつ
松		麻

あさ
子
こ
（役場経済振興課内）

メールアドレス　oyamatsu@kaiyoudai.jp

【サービス内容】
　◆メールアドレス　５個
　◆ホームページ容量　25MB
　◆定額制常時接続

※申し込み・問い合わせは、㈱オーレンス（ 0120-800-892 または ❸79-5100）まで。

初期費用 ●初期登録手数料　無料　　●初期取付工事料　19,440円～

利用料金

《アンテナ購入の場合》※別途アンテナ代：92,880円
●月払いプラン　3,456円／月　●年払いプラン　37,028円／年

《アンテナレンタルの場合》※利用条件：１年以上
●月払いプラン　5,076円／月　●年払いプラン　55,542円／年

無線ブロードバンドサービスのご案内
　町では、郊外地域で快適にインターネットを利用していただくため、㈱オーレンスと協定を結び、無線ブロー
ドバンドサービスを提供しています。

私が初めて開陽台に来た時の写真です。
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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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相 談 料　無料
申込方法　�相談を希望される方は、５

月27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。

特設なんでも相談所の開設
　６月１日は「人権擁護委員の日」で
す。根室人権擁護委員協議会では、６
月１日㈬に人権擁護委員が相談をお受
けする「特設なんでも相談所」を開設
します。
　相談内容の秘密は堅く守られ、相談
は無料で予約も必要ありません。
　配偶者からの暴力といった人権問題
から、家庭内の困り事や、ご近所との
もめごとなど、どんなことでもかまい
ませんので、一人で悩まず、まずは相
談してみませんか。
日　　時　６月１日㈬　

午後１時～４時
場　　所　中標津町役場�302会議室
　詳しくは、釧路地方法務局�根室支
局��❸0153-23-4874まで。

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い
ますが、その就労状況をみると、社会
保険等の未加入や適正な労働条件が確
保されていない等の問題が散見されま
す。このような状況を踏まえ、外国人
を雇い入れる際は、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である

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�社会保険等の加入をはじめ適正な

雇用管理を行うこと
　なお、厚生労働省では、雇用対策法
に基づく、外国人労働者の適正な雇用
管理のための指針を定めていますので
ご確認いただき、外国人を雇用する際
は、ルールを守って適正に雇用するよ
うお願いします。
　問い合わせは、お近くのハローワー
クまたは労働基準監督署まで。

　「伊勢志摩サミット」が　
開催されます

　中標津警察署からのお知らせです。
　５月26日から２日間の日程で三重
県において、「第42回主要国首脳会議
（伊勢志摩サミット）」が開催されます。
　また、この他にもサミットに伴う関
係閣僚会合が全国10の都市で開催さ
れます。
　○�伊勢志摩サミットの開催に伴い、

空港や港、駅などの警戒警備が強
化されます。皆さんのご理解とご
協力をお願いします。

　○�不審な人や車、物などを発見した
場合は、警察への通報をお願いし
ます。

　問い合わせは、中標津警察署�警備
課��❸72-0110まで。

日　　時　�５月10日㈫　午前10時～
正午・午後２時～４時

　　　　　�　　18日㈬　午前10時～
正午・午後２時～４時

　　　　　�　　20日㈮　午後２時～
４時　(全５回)

　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。

　　　　平成28年度　　　
　調理師試験のお知らせ

試験日時　８月23日㈫
午後１時30分～午後４時

試験場所　釧路市
受験資格　
　学校教育法第57条に規定する者で
あって、多数人に対して飲食物を調理
して供与する寄宿舎、学校、病院等の
施設または食品衛生法施行令第35条
第１号（飲食業営業）、第14号（魚介
類販売業）、若しくは第32号（そうざ
い製造業）に掲げる営業において平成
28年５月20日までに２年以上調理の
業務に従事した者
願書受付期間
　　５月９日㈪～５月20日㈮
提出書類　調理師試験受験願書、
　　　　　調理師受験者整理カード
受験手数料
　　　　　6,900円（北海道収入証紙）
　受付・問い合わせは、中標津保健所
❸72-2168まで。

職業訓練受講生募集
　北海道職業能力開発促進センター釧
路訓練センターでは、７月受講生を募
集しています。
募集人員　電気設備技術科� 20名
　　　　　ビジネスワーク科� 15名
　　※ハローワーク求職登録者
選 考 日　６月９日㈭
訓練期間　７月１日㈮～12月27日㈫
実施場所　�北海道職業能力開発促進セ

ンター�釧路訓練センター
費　　用　教科書代15,000円程度
受講申込受付期間
　　５月９日㈪～６月３日㈮
申 込 先　ハローワーク釧路

❸0154-41-1201
　問い合わせは、北海道職業能力開発
促進センター�釧路訓練センター�訓練
課��❸0154-57-5938まで。

休日公証相談所を開設します
日　　時　５月29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・財産分与など

年金相談所開設のお知らせ
開設日時　６月７日㈫

午後１時～午後５時
　　　　　６月８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　
　５月16日㈪～６月１日㈬
　予約申し込みは、釧路年金事務所
❸0154-61-6000まで。

年金制度説明会開催のお知らせ
開設日時　６月８日㈬

午後１時15分～午後２時
開設場所　中標津町役場�会議室
　予約の必要はありませんが、「届出・
手続きの手引き」（冊子）を持参願い
ます。
　問い合わせは、釧路年金事務所
❸0154-61-6001まで。

交通安全指導員を募集します
　主な活動は、春夏秋冬の交通安全運
動期間（各10日間）における登校・
通勤時間帯の交通指導やイベント開催
時の交通整理、街頭啓発への参加活動
などです。
応募資格
　・�町内に居住する75歳未満の成人

で普通運転免許を所持している健
康な方

　・�日中時間帯の出動に対応可能な方
募集人数　２名（性別不問）
任　　期
　平成29年３月31日まで（再任あり）
応募方法
　履歴書を提出してください。
　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随時募
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。

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、
下記の講座を開催予定です。
●求職・転職希望者対象講座
　「第１回目指せ！北の料理人講座」
　�　飲食業界への就職を希望される方
におすすめの講座です。今回は特別
講師として貫田桂一シェフの講話や
西洋料理実習を行います。また、地
域の専門講師(和・中)による基礎か
ら学べる「地域食材を活用した調理
実習」や「食品衛生学」も学べます
ので求職中の皆さん、ぜひ参加くだ
さい。

May 5
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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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　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。

５月31日は自動車税の納期限です
　自動車税の納期限は５月31日㈫で
す。忘れずに納めましょう。
　また、納めた時の「納税証明書」は
車検時に必要になります。車検証と一
緒に大切に保管しましょう。
　道税の納税に関するご相談は、根室
振興局税務課納税係
❸0153-24-5466（直通）まで。

道営住宅入居者募集
募集団地
・泉中央団地（３階建）

西８条北６丁目２番地
　Ｂ棟１階　３ＬＤＫ　１戸
　平成５年建設　※世帯向け一般住宅
　Ｃ棟１・２階�３ＬＤＫ　２戸
　平成６年建設　※世帯向け一般住宅
　家賃　20,100円～40,400円
　　　　他駐車場使用料、共益費、
　　　　給湯設備使用料
参考：前回応募倍率　9.5倍
※家賃は収入によって変動します。
※�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。

募集案内配布　６月２日㈭～15日㈬
　　　　　　　（日曜日は除く）
入居申込受付　６月８日㈬～15日㈬
　　　　　　　（日曜日は除く）
抽 選 日　６月22日㈬（予定）
抽選会場　中標津経済センター
入居時期　７月中旬～下旬（予定）
※上記は変更の可能性があります。
※�平成26年度から道営住宅の管理は
下記事業者が行っています。お間違
えのないようにお願いします。
　申し込み・問合せは、道営住宅（中
標津町）指定管理者　㈲アクロス
❸72-5515まで。

愛犬の狂犬病予防集合注射の
お知らせ

　平成28年度の犬の登録受付及び狂
犬病予防集合注射の実施日は、５月
15日㈰、５月22日㈰の２回となって
います。日程に都合がつかない場合は、
各動物病院で個別に予防接種を受けて
ください。
　実施場所、時間など詳しくは生活課
環境衛生係まで。

　水道メーター取替工事に　
ついてのお願い

　町では、現在町貸付水道メーターを
計量法に基づき、７年毎に取り替えを
実施しています。
　今年対象となる方にはご迷惑をお掛
けしますが、受注業者が伺いますので、
ご協力くださいますようお願いします。
　なお、工事費等の負担はありません。
　詳しくは、上下水道課�水道係まで。

パパママ教室のお知らせ
　保健センターの保健師や、町立中標
津病院の助産師などが講師となり、初
めて親となる方を対象に、パパママ教
室を開催しています。出産予定日が近
い方を対象としており、教室を通して
交流する機会にもなっています。
対　　象　�平成28年８月～平成29年

７月出産予定の方
プログラム
　１課「妊娠中の生活や母乳について」
　　　　午後１時45分～午後４時
　２課「妊娠中の食事・歯の健康」
　　　　午後１時15分～午後３時40分
　３課「�産後の生活･お風呂実習･妊婦

体験」
　　　　午後７時～午後８時45分
日　程（予定）

出産予定月 １課 ２課 ３課
８～９月 ５/11 ５/18 ５/27

10～11月 ７/６ ７/13 ７/22
12月～　　　
　29年１月 ９/５ ９/16 ９/30

29年２～３月 10/26 11/11 11/18

��〃�４～５月 １/10 １/18 １/27

��〃�６～７月 ２/15 ３/１ ３/10

※日程は変更する場合があります。
場　　所　中標津町保健センター
持 ち 物　母子健康手帳
※�全て予約制です。日程が近づいたら
対象者の方に郵送でご案内します。
　問い合わせは、中標津町保健セン
ター��❸72-2733まで。

５月は固定資産税（第１期）と
　 軽自動車税の納期です 　

【納期限は５月31日】
　固定資産税（都市計画税）と軽自動
車税の納税通知書は、毎年５月上旬に
普通郵便により送付しています。何ら
かの事情により届いていない場合もあ
りますので、お気づきの方は下記担当
までご連絡ください。
　固定資産税：税務課 資産税係
　軽自動車税：税務課 住民税係
　今月の指定口座からの振替は５月
31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。なお、軽自動車税を口座
振替によって納められる方は、振替後
納税証明書を送付します。

＜休日・夜間相談窓口＞
夜�間�相�談�日

５月16日㈪　午後６時～午後８時
休�日�相�談�日

５月29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。

小学校入学予定児の麻しん風しん
混合ワクチンのご案内

　平成29年度入学予定児の麻しん風
しん混合ワクチンは、無料で受けら
れる期間が平成29年３月末までです。
母子手帳を確認し、受けていない方は
早めに接種しましょう。
対　　象　�平成22年４月２日～平成

23年４月１日生まれの方
場　　所　町立中標津病院小児科
　　　　　中標津こどもクリニック
　　　　　古野医院
　問い合わせは、中標津町保健セン
ター��❸72-2733まで。

骨粗鬆症検診のお知らせ（６月分）
実施期間　�６月１日㈬～30日㈭
　　　　　毎週火～金曜日
　　　　　（午前10時30分～11時）
対　　象　20歳以上の方
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�1,300円）
　　　　　�国民健康保険加入の女性、

後期高齢者医療保険・生活
保護受給の方：無料

定　　員　１日２名
実施場所　町立中標津病院　整形外科
申込締切　５月20日㈮
　申し込みは、中標津町保健センター��
❸72-2733まで。

子宮頸がん検診のお知らせ（ ６月分）
実施期間　�６月１日㈬～30日㈭
　　　　　毎週月～金曜日
実施期間　午前８時30分～11時
対　　象　20歳以上の女性
　　　　　（検診の間隔は２年に１回）
内　　容　頸部細胞診
　　　　　膣エコー検査（希望者のみ）
料　　金　2,200円
　　　　　（70歳以上�1,100円）
　　　　　膣エコー検査は1,000円
実施場所　町立中標津病院�産婦人科
申込締切　５月20日㈮
　申し込みは、中標津町保健センター��
❸72-2733まで。

　 歯と口の健康週間事業 　
「歯の健康フェア～図画・ポスター展」
　平成28年度�歯･口の健康に関する
図画・ポスターコンクールで入選した
町内小学生の作品約80点を展示しま
すので、ぜひご覧下さい。
期　　間　６月４日㈯～13日㈪
　　　　　※13日は午後４時まで
場　　所　しるべっと町民ホール
主　　催　�中標津町、中標津町教育委

員会、釧路歯科医師会
　問い合わせは、中標津町保健セン
ター��❸72-2733まで。

きまりを守り明るいまちにしましょう（町民憲章より）

税　　金税　　金

一　　般一　　般
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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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中
標
津
消
防
署
で
、「
高
機
能
消
防
指
令
装
置
」
が
整
備
さ

れ
、
町
長
な
ど
関
係
者
に
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
装
置
は
、
今
ま
で
の
装
置
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
も
の

で
、
１
１
９
番
通
報
に
対
し
て
、
よ
り
早
く
正
確
な
対
応
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

４
月
１
日
か
ら
本
運
用
が
開
始
さ
れ
て
い
ま
す
。

　町内の各小学校で入学式が行われ、入学を心待ちにしていた新１年生が期待を胸に新しい
学校生活をスタートさせました。丸山小学校の入学式では、新一年生はすこし緊張した面持
ちでした。

高
機
能
消
防
指
令
装
置 

披
露

小
学
校
入
学
式

25
日

４月

３月

6
日

誕生 19人　 死亡 25人　 転入 234人　 転出 527人

３月31日現在住民登録人口

町の人口 23,724（－299）
　 男 11,551（－170）
　 女 12,173（－129）
世 帯 数 10,946（－101）

（　　）内は前月比


