武佐小学校閉校式典
今年度で99年の歴史に幕を下ろす
武佐小学校。
閉校式典には、在校生14名をはじ
め、たくさんの同窓生たちが出席し、
思い出を語りながら学び舎との別れを
惜しんでいました。

空とみどりの交流拠点
2016

平成28年
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発行／中標津町役場

〒086-1197 北海道標津郡中標津町丸山２丁目22番地
総務部総務課情報化推進・広報調査係
0153-73-3111
0153-73-5333

№648

中標津町ホームページ
ＵＲＬ http://www.nakashibetsu.jp/
携帯サイト http://j.nakashibetsu.jp /
お問い合わせは、
ホームページ下段の『お問い合わせ』より

道路除雪作業に
ご理解とご協力を
お願いします
町では、613路線・約550㎞の道路交通を確保するため除雪
作業を実施いたします。
天候の状況などにより、すぐに除雪できない場合があります
が、除雪作業を効率的・効果的に進めるため、皆さんのご理解
とご協力をお願いいたします。

◆出

動

基

準◆

連続した降雪で、おおむね10㎝以上積もった際に出動しますが、市街地については交通混雑と安全確保のため、日中か
らの除雪や、
暴風雪警報が発令されているときは、
作業の安全が確保できないため除雪作業を見合わせることがあります（除
雪作業は休日･祝日に関係なく行っています）
。
町道全ての除雪を行うには、６時間から８時間程度かかります。通勤や通学の時間までに除雪を終えるように努力してい
ますが、除雪開始の時間は気象予報とパトロールをもとに判断しているため、降雪の時間帯や暴風雪など、やむを得なく遅
れる場合があることをご理解願います。
※地区ごとの除雪委託業者は、中標津町ホームページに掲載しています。

◆ 除雪に関するお願い ◆
●車道や歩道へ雪を出さないでください
雪を道路に出すと車道が狭くなり、道路が蛇行したり自動車の交差ができなくなったりするなど通行の支障になります。
また、歩道に雪を出すと、通学する児童生徒などの歩行者が車道を歩かなくてはならなくなるため、大変危険です。
●道路から家庭までの除雪にご協力ください
除雪作業は限られた時間で広範囲を行うため、雪を両側にかき分ける作業となり、取り除くことはできません。除雪した
雪が家の出入口を塞いでしまうことがありますが、玄関前などは各家庭で除雪をお願いします。
●道路や歩道には物を置かないでください
道路や歩道にごみ箱などを置くことはやめましょう。除雪や通行の支障となります。
●深夜・早朝の除雪作業にご理解ください
除雪作業は、朝の通勤・通学路を確保するため、深夜から早朝の限られた時間で作業を行います。作業中は騒音・振動な
どでご迷惑をお掛けしますが、ご理解願います。
●路上駐車はやめましょう
路上に駐車している車両は、除雪に支障をきたすばかりでなく、救急車や消防車などの緊急車両も通ることができなくな
る場合もありますので、絶対にやめましょう。
●除雪作業中は危険です
作業中の除雪車に近づくことは大変危険です。お子さんのいる家庭では、日頃から除雪車に近づかないことを徹底してい
ただきますようお願いします。

除雪はマナーを守って安全・快適に！
毎年、道路わきの雪で車道が狭くなり、自動車の交差ができないなどの苦情が寄せられています。
降雪量にもよりますが、道路除雪はできるだけ車線を確保しながら作業を行っています。

しかし、一部では道路を除雪した後に、車道や歩道に付近の雪を大量に積み上げ、通行の支障となっているところ

が見受けられます。このような行為は道路法や道路交通法で禁止行為として罰則規定（１年以下の懲役または50万
円以下の罰金）が設けられています。

一人ひとりがマナーを守り、冬の暮らしを安全・快適に過ごしましょう。

町道の除雪に関するお問い合わせは、建設管理課 維持係まで。
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◆ 雪捨て場のご案内 ◆
町では、雪捨て場を下図のとおり２ヶ所を指定していますので、ご利用ください。
①東中地区

②根室家畜保健衛生所ＢＳＥ検査室付近

ホクレン
桜ヶ丘給油所 様
もりた
セレモニーホール 様

道道根
室中標
津線

シルバー
スポーツセンター

272

国道272号線
（バイパス）
至標津町

根釧農業試験場

東

8

条通り

19

北海道根室家畜保健衛生所
BSE 検査室

至中標津市街

至別海町

○ 利用時間に規制はありませんが、利用マナーを守り、付近住民の迷惑とならないように配慮願います。
○ 場内は徐行運転を心がけてください。歩行者や車両にご注意願います。
○ 雪と一緒に、ごみを捨てないでください。

北海道からのお知らせ
■主要道道摩周湖中標津線の冬季通行止めに
ついて
主要道道摩周湖中標津線の北30号線（右図①）については、
吹雪等により著しい吹きだまり及び視程障害が生じるため、冬
期間通行止めとなります。通行止め期間は、平成29年１月６
日㈮午前10時から４月14日㈮午前10時までです。その期間は
町道54線道路（右図②）がうかい路となりますので、ご理解
とご協力をお願いします。

至清里

①

養老牛温泉

②

505
150
養老牛市街

至中標津

150
至計根別

①通行止め区間

②うかい路

■ロードヒーティングの稼動期間について
釧路建設管理部中標津出張所管内では、主要道道中標津空港線（保健所横）、一般道道俣落西５条線（警察署横）の２ヶ
所で平成29年１月中旬を目途に稼動します。
主要道道中標津空港線（役場横）のロードヒーティングは施設の老朽化に伴い、定置式凍結防止剤散布装置に更新します
（工期は、平成28年12月７日から平成29年３月30日までの予定）。
停止期間・更新工事期間中は凍結防止剤の散布による路面管理を行いますが、十分気をつけて安全運転に努めていただき
ますようお願いします。

■除雪に関するご理解とご協力について
依然として北海道の財政は厳しい状況にあり、平成28年度以降も歳出の削減・効率化に取り組んでいます。道道の除雪
につきましても作業内容の一部見直しやコスト縮減に取り組んでいるところです。
道道の整備水準や利用状況、スタッドレスタイヤや車両の性能向上などを十分に踏まえ、道路を利用される方々への影響
を逐次注意しながら路面管理に努めます。ロードヒーティングにつきましては気象状況に応じた、きめ細やかな稼動制御を
行うことにより電気料金の節約を図ります。
北海道建設部は、道民が安全に暮らしていけるよう、公共土木施設の適切な維持管理水準を推進していくため、
「公共土
木施設の維持管理基本方針」を策定しました。釧路総合振興局ホームページにてご覧いただけます。道民の皆さんにおかれ
ましては、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

道道の除雪に関するお問い合わせは、釧路建設管理部 中標津出張所 施設保全室 ❸７２－３２１３まで。
北海道釧路総合振興局 釧路建設管理部のホームページにおいて、冬期間の未除雪区間を公表しています。
HPアドレス http://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/kk/kkk/kanrika/toukikou.htm
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防災ワンポイント 第41回 安全な除雪のために
じゃがいもずきん
「ききぼう」くん

今年の札幌ではすでに、11月上旬としては統計開始以来初となる、一晩
で23㎝もの雪が降りました。今年の８月から９月にかけては、平年の約５
倍もの大雨が降りましたが、雪に関しても同様の注意が必要です。
『除雪』は雪国ではありふれた作業ですが、一歩間違うと命を落とす危険
もあります。以下のポイントを押さえて、冬を安全に過ごしましょう。

吹雪の視界情報

サイト＆メール配信サービスについて

国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所が運営する【吹雪の視界情報】では、吹雪による視界不良につ
いて、道内の市町村ごとに色分けして表示するサービスを行っています。

●特

徴

○サイト
・視界不良の程度を５段階で評価して塗り分けるため、一目で理解することができます。
・現況に加えて、24時間先までの予測情報も提供しています。
○メール配信サービス
・配信情報の対象となるエリア、配信される時間、配信される視程の条件などを細かく設
定できます。詳しくは下のリンクまたはQRコードからホームページをご覧ください。
【冬の道ナビ - 吹雪の視界情報】http://northern-road.jp/navi/touge/fubuki.htm

詳しくは、総務課 防災係まで。
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申請、
忘れていませんか？
平成26年４月に実施した消費

一億総活躍社会の実現に向け、賃金

税率引上げに伴う所得の少ない

引上げの恩恵が及びにくい所得の少

方への影響を緩和します。

ない年金受給者の方を支援します。

臨時福祉給付金

障害・遺族年金
受給者向け給付金

１人につき3千円

１人につき3万円

支給対象者

支給対象者

平成28年度

（年金生活者等支援臨時福祉給付金）

平成28年度分の住民税が非課税の方

（課税者の被扶養者や生活保護の受給者等を除きます）
「高齢者向け給付金」の支給対象者も受給できます。

平成28年度臨時福祉給付金の支給
対象者のうち、
障害基礎年金や遺族
基礎年金等を受給している方
（高齢者向け給付金の受給者を除きます）

どちらの給付金も、申請の受け付けは平成29年１月13日㈮までです。
まだ申請されていない方は、お早めに申請してください。
なお、申請は役場１階福祉課（窓口⑤）
、計根別支所で受け付けています。

２つの給付金に該当するか確認じゃ
住民税は
非課税ですか？

住民税課税者の
被扶養者ですか？

今回の給付金には

生活保護の
受給者ですか？

該当しません

はい

いいえ

障害基礎年金や遺
族基礎年金等を受
給していますか？

5/9〜8/10に受付した
高齢者向け給付金を
受給しましたか？

臨時福祉給付金
３千円

臨時福祉給付金３千円
障害・遺族年金受給者
向け給付金
３万円

問い合わせは、福祉課 社会福祉係まで。

北海道労働局からのお知らせ
平成29年１月１日より

雇用保険の適用拡大等について

●65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。
①平成29年１月１日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
②平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年１月１日以降も継続して雇用している場合
上記①②のいずれかに該当し、雇用保険の適用要件（１週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の
雇用見込みがあること）を満たす場合には、管轄ハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出してく
ださい。
（②の場合は提出期限の特例があります。平成29年３月31日までに提出してください。）
●65歳以上の被保険者も教育訓練給付金や介護休業給付金等の支給対象となります。
●育児休業・介護休業給付金の要件を見直します
①育児休業給付金の対象となる子の範囲の拡大、②介護休業給付金の対象家族の拡大、③介護休業の取得回数
の緩和、④有期契約労働者の育児休業・介護休業給付支給要件の緩和をします。
詳しくは管轄ハローワークにお問い合わせいただくか、厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf
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なかなか健康なかしべつ
第2次中標津町食育推進計画～健康な食生活の実践～
中標津町保健センター 健康推進課 健康推進係

◦砂糖の量に衝撃清涼飲料水のヒミツ◦
スーパーやコンビニ、自動販売機などで手軽に買えるジュースや清涼飲料水は、甘くて飲みやすいため、普
段の水分補給として飲まれている方も多いのではないでしょうか。
しかし、炭酸飲料や缶コーヒーなど、清涼飲料水には驚くほどの糖分が入っていることがあります。日常的
に飲んでいると、肥満ばかりでなく糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病を発病する原因になります。砂糖の
１日の適正量は20ｇ（子どもは10ｇ）までです。清涼飲料水はたまの楽しみにし、普段は水やお茶から水分
を補給するようにしましょう。

◦糖分の量を見分ける方法◦
容器の側面に記載されている栄養成分表示の「炭水化物」の量に着目しましょう。炭水化物はおもに糖質と、
食物繊維の２つが含まれますが、清涼飲料水には食物繊維はほとんど含まれないので、
「炭水化物の量＝糖分
の量」と考えてよいでしょう。
例）右のような表示の場合は100㎖あ
たりに含まれる量なので500㎖で

栄養成分表示

100㎖あたり

エネルギー

21kcal

4.3（ｇ）×5（倍）＝21.5（ｇ）

たんぱく質

1.0ｇ

この場合、
ペットボトル１本（500

脂質

㎖）に21.5ｇ（角砂糖で５～６個

炭水化物

4.3ｇ

分）の砂糖が含まれるということ

ナトリウム

16㎎

あれば５倍します。

0ｇ

ここをご覧ください

なります。

◦清涼飲料水を飲みすぎないための６つのポイント◦
①毎日飲まない

②水代わりにしない

③常備しない

④コップに取り分けて量を決める

⑤おやつの時はお茶や牛乳を添える

⑥外出の時は水筒を持参する
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ひかり幼稚園・第２ひかり幼稚園の

平成２９年度の子ども・子育て支援新制度への

移行は取り止めとなりました。
広報10月号にて、ひかり幼稚園・第２ひかり幼稚園が平成29年度より子ども ・子育て支援法による施設へ移行
することをお知らせしておりましたが、２園からの申し出により、来年度の移行は取り止めとなりました。
これにより、所得制限等はありますが、従来どおり就園奨励費補助制度による保育料の助成を受けることができ
ます。
来年度の概要については２園ともに下欄のとおりとなります。
詳細については、直接園にお問い合わせください。
【ひかり幼稚園 ❸72-3375
■入

園

料

第２ひかり幼稚園 ❸72-9243】

２５，
０００円（入園時のみ）

■保育料月額

２０，
０００円

■開 園 時 間

８：４０～１４：００（朝７：３０から登園可能）

■預かり保育

１４：００～１８：００（長期休業日・土曜日もあり）

■休

土曜、日曜、祝日、振替休業日、夏季休業、冬季休業、春季休業

園

日

※施設費含む

※預かり保育あり
■入園願書の提出期限

12月22日㈭

中標津消防署では、平成４年から署車配備の先攻車として運用してきました

水槽付消防ポンプ自動車を更新しました
新しく搭載する少量の水で高
キ

ャ

フ

ス

い消火性能を有するＣＡＦＳ装
置（圧縮空気泡消火システム）
は、水に少量の消火薬剤を加え、
圧縮空気を送り込むことにより
発砲させ、燃焼物への付着性及
び浸透性を高め、効率よく消火
することができます。
また、自然災害および爆発事
故現場における家屋や工作物が
倒壊した瓦礫の除去作業に有効
的かつ機能性に優れた電動式油
圧救助器具を装備して、災害現
場活動に威力を発揮します。

詳しくは、中標津消防署 企画係 ❸７２－２１８１まで。
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佐藤
美夢 議員

道路の舗装は、道路整備５箇年計
画を策定し、整備を行っています。
除雪車の増台については、対策を
検討しています。除雪については
位置情報装置の導入や学校との連
携など、改善に取組んでいます。

月 １ 日 に「 中 標 津 町 中 学 生 議 会 」

圭 議員

町長答弁

を開催しました。

小林

質問事項
スクールバス等の安全な運転のた
め、道路の舗装と、除雪車を増台
してほしい。

この中学生議会は、町内の中学生が

議員となり、町議会と同じ形式で、町

政に対する質問や要望を行うものです。

子どもたちが、ふるさと中標津の現

状や、将来のまちづくりを考える機会

となり、また、町政や議会の運営に関

心を持ってもらおうと３年に１回開催

しています。

本町の次代を担う子どもたちの生の

観光は町を活気づけ、なかでもお
祭りは重要な要素で、様々な団体
や地域でお祭りが開催されていま
す。今後もアイディアの提供や協
力をいただきながら企画運営しや
すい環境づくりを目指します。

声は、今後の町政運営の参考にさせて

春菜 議員

町長答弁

いただきます。

多田

質問事項
中標津を活気づけるため観光地を
増やしてほしい。施設を増やせな
い場合には開陽台等の既存施設で
お祭りを開催してはいかがか。

質 問 及 び 答 弁 内 容 に つ き ま し て は、

紙面の都合上、要旨のみを掲載します。

詳細につきましては、町ホームページ

町長答弁
旧体育館で不用となった移動式ミ
ニバスケットボール用ゴールがあ
ることから、設置による影響、管
理面を総合的に判断し、設置に向
け検討します。

（教育委員会）にて公開する予定です。

翔葵 議員
バスケットコートのある公園を増
やしてほしい。
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中標津町中学生議会

石黒

質問事項

質問事項
街灯が少なく暗い道路があるので、
通学路を優先に設置を増やしてほ
しい。
町長答弁
ご指摘の道道については北海道に
伝えます。町道については地域の
ご意見、現場の状況を調査し検討
します。更新の際には、より明る
いＬＥＤ照明を検討しています。

8

高橋
架音 議員

町長答弁
公園遊具は点検を行い、危険と判
断したものは使用中止にしている。
落書き等も含め不具合のある遊具
を発見した際にはお知らせくださ
い。

質問事項
街灯が少ない地域があるので、増
やしてほしい。また、明るい街灯
にしてほしい。
町長答弁
６年前に市街地を中心に約２千箇
所の設置更新をしましたが、明る
くない場所もあります。今後、更
新する際には明るいＬＥＤ照明に
し、地域の意見を聞きながら設置
場所を検討します。

関川永一朗 議員

颯太 議員

達矢 議員
町長答弁
大雪の際には排雪が追いつかない
こともありますのでご理解願いた
い。私有地の雪は必要に応じ東中
と協和地区の雪捨て場をご利用願
います。横断歩道については毎年、
町内会から要望を取りまとめ、中
標津警察署に要望書を提出してい
ます。

質問事項
公園の遊具が一部欠けているもの
があり安全性に欠ける。噴水の水
が出ていない、落書きがあるなど、
リラックスできないので改善して
ほしい。

小針

小森
質問事項
積雪・排雪への対策と横断歩道の
増設についてどうお考えか。

晴菜 議員

知徳 議員
町長答弁
道路の舗装は、道路整備５箇年計
画を策定し、整備を行っています。
修繕が必要な箇所は、情報の収集、
状況の把握をし、対応します。

太田

尾藤
質問事項
町の景観、住民の安全のため、未
舗装道路の舗装と、舗装が破損し
ているものの修繕をしてほしい。

質問事項
中標津町のゆるキャラを作ってほ
しい。町のＰＲや、観光客の増な
ど、さまざまな経済効果を生みま
す。

質問事項
計根別地区では、街灯のない通学
路があるなど、街灯が少ないので、
安全、防犯のため街灯の設置をし
てほしい。

町長答弁
ゆるキャラの経済効果については
認識しているが、作成の予定はあ
りません。独自に発案作成される
ものがあれば、ご協力をしたいと
思います。

町長答弁
通学路の確認をし、設置を検討し
ます。設置の際には、より明るい
ＬＥＤ照明を検討しています。

議長は、中標津中学校の尾藤議員が、
副議長は、広陵中学校の佐藤議員が務
めました。
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町 の予算編成方針

平成29年度

平成29年度予算編成においては、本町の歳入の約４割を

占める地方交付税が国の概算要求段階において4.4％減と
されるなか、
「１億総活躍社会」
の実現に向けた取組や、地域
の実情に応じた
「地方創生」の推進のため、地方への財政運
営への安定的な一般財源の確保など、国の動向を注視する
必要があります。

町税と地方交付税（単位：百万円）

本町の財政見通しにおける歳入面では、自主財源の根幹

である町税収入は、国の施策の推進により回復基調へ向か
うことが期待されるものの、税制改正の影響などにより伸
びは期待できない状況です。

歳出面では、
平成28年度からスタートした
「第６期中標津

5,720

5,695

5,558

5,402

町総合発展計画」の後期基本計画の着実な進捗を図り、
「中

標津町総合戦略」と歩調を合わせた取組を行わなければな
りません。

平成29年度の予算編成にあたっては、事業の費用対効果

5,120

2,882

2,947

3,005

3,006

2,989

Ｈ24

Ｈ25

Ｈ26

Ｈ27

Ｈ28

等を十分に検証し、
「限りある財源の有効的かつ効果的」な
活用による施策の展開を図り、本町の第６期総合発展計画
における
「まちづくりの基本理念」を念頭に、将来像である

『空とみどりの交流拠点・中標津』
のもと、
中標津らしさの追

及と
『住みやすさNo.１のまち』の実現に向け、職員一丸と

なって活性化が図られるまちづくりを目指すものとします。

平成29年度予算編成方針

スクラップアンドビルドを意識したゼロベースからの積み上げを行い、一般行政経費の節減・削減を図り、経常的な

経費を前年度ベースとするなど、予算要求積算過程から最大限の財源確保、全体的な予算編成を工夫するとともに、次
の点を遵守する。
意見・指摘事項など
への的確な対応

積極的な
財源の確保

スクラップアンド
ビルドの徹底

制度改正等の
的確な把握

機動力を発揮した
事業展開

議会や監査委員の意

補助金制度等の活用

事業の優先度、費用

国・道の予算編成や

見・指摘事項・一般質

について幅広く調査を

対効果を検証し、スク

制度改正等の動向を注

携・調整を十分に行い、

問での答弁及び町民要

行い、
「財源なくして

ラップアンドビルド

視し、特に成長戦略、

趣旨や目的の重複する

望などを踏まえ、その

政策なし」を意識し、 （何かを削って新しい

地方創生、１億総活躍

事業を統合するなど、

必要性、緊急性等を十

新たな財源確保に努め、 ものに充てる）を徹底

社会への取組について

より一層事業効果を高

分に検討し、実現の可

負担の公平性の観点に

し、施策に一定の期限

的確な情報把握に努め、 め、相互に機動力を発

能性を慎重に判断する。 よる債権確保に努める

を設けるなど継続性を

施策の展開時期を逸し

検討する。

ない。

など、最大限の財源確

各部課間において連

揮した事業展開を図る。

保を図る。

基本方針

予算編成にあたっては、本町の基本指針

である『第６期総合発展計画』との整合性
に十分留意し、
「産業」
「観光」
「教育」
「環境」
「医療・福祉・子育て支援」
「雇用」
「交流」
の政策課題に取り組み、発展計画の「基本
目標」の推進と将来を見据えた健全財政の
両立を目指す。

○基本目標
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」
②健やかでやさしいまちづくり……………「健康･福祉･医療分野」
③力みなぎる産業のまちづくり……………「経済･産業分野」
④利便性のある調和のとれたまちづくり…「生活基盤分野」
⑤安全・安心で快適なまちづくり…………「生活環境分野」
⑥人が輝き歴史と文化を育むまちづくり…「教育･文化分野」

問い合わせは、財政課 財政係まで。
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競争入札参加資格審査申請の受付について
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29・30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、今回は定期受付となり

ますので、現在資格を有している方を含め、資格取得を希望されるすべての方の申請が必要です。

申請書式は、建設工事、測量、工事に係る調査・設計等は一般社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」を、物品の購入・役務の提供等は「中標津町独自様式」を使用してください。なお、
中標津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窓口で直接お受け取りください。
■申請期間 平成29年１月16日㈪から平成29年２月10日㈮まで

■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）
宛先

〒086-1197

＊持参について

中標津町丸山２丁目22番地

中標津町総務部財政課契約用度係

土曜日、日曜日及び祝日を除く。

午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。）
提出場所

■そ の 他

役場庁舎２階202号会議室

（持参当日は受領のみで、受付審査は行いません。）

＊郵 送、持参にかかわらず、必ず返信用封筒（長形３号・Ａ４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。

＊複数の申請区分に申請する場合は、各申請区分を１冊のファイルにまとめて区分ごとにイン
デックス等で整理してください。なお、共通書類は各１部を添付してください。

＊建設工事については、新たに社会保険等の加入が資格要件となりました。

＊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、ご留
意ください。

問い合わせは、財政課 契約用度係まで。

年末年始のお知らせ
役場の年末業務は12月30日㈮までです。年始の業務は１月６日㈮から

行います。

死亡届は随時受け付けますので、庁舎正面玄関側の時間外通用口をご利

用ください。

各施設の休みの期間は次のとおりです。

■町立保育園

12月30日㈮午後から１月５日㈭まで

■児童会館・児童センター

12月30日㈮午後から１月５日㈭まで

（30日は児童クラブのみ利用可）

※各生涯学習施設については、らいふまっぷをご覧ください。

●町有バス

12月31日㈯から１月５日㈭まで運休

●ごみ収集・最終処分場
しください。

※１月９日㈪については、祝日ですが通常どおりごみの収集及び最終処
分場での受け入れを行います。
日

程

12月31日㈯

休

み

１月１日㈰

休

み

１月３日㈫

休

み

１月２日㈪

１月４日㈬
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ご み 収 集

休

み

平常収集

最終処分場
午前中のみ
休

み

休

み

午前中のみ
平常開設

■町立中標津病院
12月30日㈮
12月31日㈯
～

※年末の最終処分場は大変混み合いますので、時間に余裕を持ってお越

１月５日㈭
１月６日㈮

平常診療
休

診

平常診療

※救 急外来診療については、24時
間体制で対応します。

ニュース
ニュー
ニ
ニュ
ュース
ュ
ース
ース

de

ニュース
ニュー
ニ
ニュ
ュース
ュ
ース
ース

来年３月で閉校となる武佐小学校の閉校式典が行われ、思い出がたくさん詰まっている学び舎に
別れを告げました。
式典の前には、タイムカプセルの開封や記念碑の除幕が行われ、式典では在校生や卒業生、地域

13
日

れました。

11月

22
日

少年の主張中標津町大会

少年の主張中標津町大会が中標津中学校を会場に開催され、町内中学校の代表８人が出場しまし
た。出場した生徒たちは制限時間５分の中で、日ごろから考えていること、自分たちの体験をもと
に考えたことなどをステージで発表しました。
優秀賞には、山崎さん（１年）
、松井さん（２年）、富山さん（３年）の３人が選ばれ、本大会の
結果を参考に、来年度の根室地区大会に２名を推薦する予定となっています。

武佐小学校閉校式典

の方々など約280名が参加され、校旗の返還、在校生14名による「お別れのことば」などが行わ

11月

12

10月

18～21
開陽台牧場放牧終わる

日

11月

3
しるべっとまつり

日

13

夏季期間（５月下旬から10月下旬までの約150日間）に町内の酪農家からお預かりし、広大な
開陽台牧場で牧草をたくさん食べて育った約1,200頭の乳牛を、それぞれの酪農家へ返す作業が行
われました。
放牧期間中に開設していた牧場ふれあい広場も10月末をもって本年度の開放を終了しています。
ご来場ありがとうございました。

中標津町総合文化会館で第６回となる「しるべっとまつり」が行われ、館内を開放して様々なイ
ベントが催されました。
町民ホールやコミュニティホールで行われたバザーでは、アクセサリーや手作り作品が販売され
ており、たくさんの来場者で賑わっていました。
子どもたちはミニマジックショーやお皿つくりなど、いろいろな体験ブースで楽しんでいました。

くらしの広場

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

を開催します。会券は12月９日㈮ま
で取り扱っています。
中標津地区
総合文化会館 午前11時から
会券販売場所：役場総務課・計根別
支所・総合文化会館・
商工会
計根別地区
交流センター 午後１時から
会券販売場所：計根別支所
問い合わせは、総務課 総務係まで。

第42回なかしべつ冬まつり
第42回なかしべつ冬まつりの開催日
程が決定しましたのでお知らせします。
日
程
平成29年２月４日㈯～５日㈰
場
所 しるべっと広場
※詳細については後日お知らせします。
詳しくは、経済振興課 観光振興係
まで。

特定疾患等患者通院交通費の
補助について
特定疾患等で町外の医療機関に通院
が必要な方の交通費の一部を補助して
います。
対 象 者
特定疾患治療研究事業、先天性血液
凝固因子障害治療研究事業又は小児
慢性特定疾患の治療研究対象疾患に
罹患し、北海道知事から医療受給者
証又は小児慢性特定疾患医療受給者
証の交付を受けている方と、医師が
必要と認めた介助者１人。ただし、
介助者分については公共交通機関を
利用した場合のみ対象(領収書が必
要)となります。なお、公共交通機
関運賃のかからない乳幼児と次の方
は対象となりません。
・前年の所得が一定の基準額を超える
方
・生活保護法による医療扶助の移送費
等または他の法令等による通院交通
費相当分の全額給付を受けている方
■補助対象期間
平成28年7月1日から12月31日まで
の通院分
■申請受付期限
平成29年２月28日㈫まで
詳しくは、福祉課 福祉支援係まで。

年金相談所開設のお知らせ
開設日時
平成29年１月10日㈫
午後１時～午後５時
平成29年１月11日㈬
午前９時～午後２時
開設場所
中標津町役場会議室

December

予約受付期間
12月９日㈮～12月28日㈬
予約申し込みは、釧路年金事務所
❸0154-61-6000まで。

「おしごとアドバイザー」
に
相談しましょう
厚生労働省では、平日の夜間と土日・
祝日に就職や転職のことを気軽に質問
できる電話・メールサービスを実施し
ています。
「就職活動って何から始めればいい
の？」
「正社員になると何が変わる
の？」といった質問など、なんでも気
軽に相談できます。
●電 話 相 談（ 平 日 午 後 ５ 時 ～10時、
土日・祝日午前10時～午後５時）
0120-987-754
●メール（24時間）
shitsumon@oshigoto.mhlw.go.jp
●ホームページ
http://oshigoto.mhlw.go.jp
問 い 合 わ せ は、 北 海 道 労 働 局 職
業 安 定 部 職 業 安 定 課 ❸011-7092311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 平成29年１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 伊藤 啓太 弁護士
定
員 ７名
申込受付 12月26日㈪から先着順に
受け付け、定員になり次第
締め切ります。
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 交通町民係まで。

中標津消防団歳末警戒実施
中標津消防団では、12月25日㈰か
ら30日㈮までの間、地域の安全確認
と町民皆さんの防火意識の高揚を目的
として、赤色灯を点灯させた消防車両
で町内を巡回する「歳末警戒活動」を
実施します。何かと忙しい年の暮れで
すが、明るい新年を迎えられるよう町
民ひとりひとりが「火の元」に十分注
意し、火災のない安全で安心なまちを
つくりましょう。
問い合わせは、中標津消防署 消防
団係 ❸72-2181まで。

12月定例会の開催予定について
日
場

時 12月12日㈪ 午前10時
所 中標津町役場３階 議事堂
傍聴等の問い合わせは、議会事務局
議事係まで。

休日公証相談所を開設します
日

北海道労働局からのお知らせ
「仕事と生活の調和(ワーク・
ライフ・バランス)のために」

「仕事と生活の調和推進のための行
動指針（平成22年６月改定）
」におい
て、2020年までに「年次有給休暇の
取得率を70％までに引き上げる」と
した目標が示されています。
また、「ニッポン一億総活躍プラン」
では、
「企業における労使一体での年
次有給休暇の取得向上」が掲げられ、
「明日の日本を支える観光ビジョン」
では観光先進国に向けて、働き方・休
み方改革を推進し、年次有給休暇の取
得を一層促進する取り組みが求められ
ています。
年次有給休暇を取得しやすい年末年
始における連続休暇、来年（来年度）
の年次有給休暇の計画的付与などの促
進を図りましょう。
問い合わせは、北海道労働局 雇用
環 境・ 均 等 部 企 画 課 ❸011-7092311まで。

時

12月23日（金・祝日）
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
相 談 料 無料
申込方法 相 談 を 希 望 さ れ る 方 は、
12月22日㈭までに、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。
中標津町役場

12
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訂正とお詫び
広報中標津11月号13ページ上段に
掲載の「国勢調査確定数値 中標津町
の人口」記事中、黄色で囲まれた中程
部分の文末において『中標津町を含む
171市町村しています。』となっており
ましたが、 正しくは『中標津町を含む
171市町村が減少しています。
』となり
ます。訂正してお詫び申し上げます。
誤：中 標津町を含む171市町村して
います。
正：中 標津町を含む171市町村が減
少しています。

計根別支所

７８―２２１１

14

Information
健

康

保健センターからのお知らせ

「特定健康診査」個別健診の
お知らせ
国民健康保険加入の方の特定健康診
査を、次の医療機関で実施しています。
対
象 中標津町国民健康保険加入
の40～74歳の方
※昭 和52年３月31日以前に生まれ
た方で健診日に75歳未満の方
医療機関・予約方法
・石田病院 ❸72-9112
石田病院へご予約ください。
・富沢内科医院
予約は必要ありません。食事をとら
ずに、
診療時間内に受診してください。
・町立中標津病院 ❸72-8200
町立中標津病院へご予約ください。
・釧路がん検診センター
釧路がん検診センターへご予約くだ
さい。❸0154-37-3370
※がん検診（別料金）と一緒に受診
できます。
料
金 無料
実施期間 平成29年３月31日まで
注意事項 受 診の際には、
「特定健康
診査受診券」と「健康保険
証」が必要です。
特
典 ２月末までに受診した方の
う ち、 抽 選 で76名 に 健 康
グ ッ ズ な どをプレゼント
（申込不要）
。
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(１月分)
実施期間

平 成29年１月６日～31日
の毎週火～金曜日
（受付：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
保護の方：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 12月20日㈫
申し込みは、中標津町保健センター
❸72-2733まで。

健康づくり応援！栄養教室
～血糖値編～
日

15

時

12月20日㈫
午前10時～午後1時

中標津町役場

７３―３１１１

教養を高めよりよい文化を育てましょう（町民憲章より）
対
象 中標津町に在住の方
内
容 講話・調理実習
持 ち 物 エプロン、三角巾
参 加 費 無料
定
員 20名（先着受付順）
場
所 中標津町保健センター
申込締切 12月15日㈭
問い合わせは、中標津町保健セン
ター ❸72-2733まで。

高校生クッキングのご案内
日

時

平成29年１月11日㈬
午前10時～午後１時
対
象 高校１年生～３年生
内
容 講話・調理実習
持 ち 物 エプロン、三角巾
参 加 費 無料
定
員 15名（先着受付順）
場
所 中標津町保健センター
申込締切 12月28日㈬
申し込みは、中標津町保健センター
❸72-2733まで。

税

金

12月は国民健康保険税(第７期)
町道民税
（第４期）
の納期です
【納期限は12月28日】

今月納期分の指定口座からの振替日
は12月28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（第１～３期）
○ 固定資産税（全て）
○ 国民健康保険税（第１～６期）
○ 軽自動車税
町では、11月から町税・国保税の
未納解消月間として、文書や電話によ
る催告を強化して行っています。納付
や相談に応じていただけない方に対し
ては、職場調査・預金調査など財産調
査の後、差押等の滞納処分を行います
ので、定められた納期限までに納めて
ください。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
12月16日㈮ 午後６時～午後８時
休日相談日
12月25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。
計根別支所

７８―２２１１

法人道民税・事業税・地方法人
特別税の申告は便利なeLTAXで！
eLTAX（エルタックス＝地方税の
電子申告）には次のようなメリットが
あります。
○インターネットで自宅やオフィス
から申告ができます。
○複数の地方公共団体に対する申告
をまとめてできます。
○利用者用ソフトで自動入力・自動
計算など申告書作成をサポートし
ます。
○eLTAXに対応した市販の会計ソ
フトからの送信も可能です。
※eLTAXの詳しい情報については下
記のホームページをご覧ください。
・eLTAXホームページ
http://www.eltax.jp/
・北海道財務局税務課ホームページ
h ttp://www.pref.hokkaido.
lg.jp /sm /zim /dshinkoku /
index.htm
問い合わせは、北海道根室振興局税
務課課税係 ❸0153-24-5479まで。

土地建物の登記手続はお早めに
固定資産税は、毎年１月１日現在の
所有者（登記名義人）に課税されます。
土地建物の名義変更や取り壊し等の登
記手続きは、法務局中標津出張所でお
早めにお済ませください。
なお、納税者が亡くなった場合は
「相
続人代表者指定書」を、未登記建物の
名義変更と取り壊しの手続きは、「未
登記家屋所有権移転報告書」及び「家
屋取壊報告書」を税務課資産税係まで
提出してください。
詳しくは、税務課 資産税係まで。

一

般

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

ごみ収集

最終処分場

12月23日㈮ 通常どおり 通常どおり
１月９日㈪ 通常どおり 通常どおり
祝日ですが、通常どおり行います。
詳しくは、生活課 環境衛生係まで。

新年交礼会のお知らせ
平成29年１月６日㈮に中標津地区
と計根別地区で平成29年新年交礼会

地域おこし協力隊が行く 25

其の

先日、横浜から高校時代の友人が中標津
町に遊びに来てくれました。
じゃがいも伯爵祭り＆ふれあい広場で

「じゃがいも」
を掘り、
「なかしべつ牛乳」
「なかしべつビーフ」を青空の下でおいしくいただきました。ほかにもチー
、
ズ作り体験や温泉を楽しみ、開陽台やミルクロードでは「北海道に来た！」と実感できる景色に大感動。また、町
外でも羅臼町でのクルージング、屈斜路湖や摩周湖、神の子池などの神秘的な景色、釧路湿原でのカヌー体験など、
「ひがし北海道」を満喫してもらいました。
直接土に触り自分の手でじゃがいもを掘ること、手を伸ばせば届きそうな満点の星、キレイな空気、広大な牧草
地で自由にのびのびとしている牛の放牧風景、都会ではお金を払わないと出会うことができないシカ、リス、タン
チョウ、クジラ、イルカと出会って友人は「リアルサファリパーク」と表現していました。友人と一緒に道東地域
を巡る中で、道東の大自然、美味しい海の幸、山の幸、乳製品、そしてなによりも町民の優しさ、温かさを私自身
も改めて実感し、こんなにも素敵な場所、人々に恵まれているのだと痛感させられました。
以前このコラムに「最果ての女子旅

Re♡Birth（リバース＝生まれ変わる）プロジェクト」について地域おこ

し協力隊ＯＧの親松さんが紹介していましたが、この地域の素晴らしさを特に同じ女性に知って欲しいと思い、私
も移住をしてからプロジェクトの一員として参加しています。今回の旅行が終わり、普段の生活に戻った友人は大
自然に魅了され、「中標津ファンになった」「また絶対に行
く！」と宣言してくれました。まさしくRe♡Birthそのも
のだったと実感し、この地域のファンになってくれて本当
に嬉しいです。
「ひがし北海道」には素晴らしい素材がたくさん存在し
ます。女子はもちろん、少しでも多くの方にこの素晴らし
さを伝えることも、地域おこし協力隊のお仕事のひとつだ
と思っています。
「ひがし北海道」を知らない人に、どうやっ
て魅力を伝えるか。日々の悩みはつきませんが、
「伝える
スキル」も上げていきたいと思います。

牛の前で記念撮影をする友人です。
特別に許可を得て撮影させていただきました。

中標津町地域おこし協力隊
メールアドレス

こ

いけ

ひとみ

小池

瞳

koike@kaiyoudai.jp

第８回 くうこうの森クリスマス会のお知らせ
日

時

12月17日㈯

午前11時～午後３時
★ おかしなお菓子のツリー ★
空港のクリスマスツリーには、
なんとお菓子の実がなります。
チビッコのみんなにプレゼント！
多数のご来場をお待ちしていま
す。

平成28年

12

問い合わせは、根室中標津空港ビル㈱

主なイベント

午前11時～正午…ロビーコンサート
○中標津高校合唱部・吹奏楽部
午前11時～午後３時…くうこうの森ショップ
○毎 年 大 人 気「 お 取 り 寄 せ ス
イーツ」
○ハンドメイド品販売
等
※イベント内容は、天候状況や緊急事態発生等に
よって、一部変更・中止となる場合があります。

❸７３－５６０１まで。
10月31日現在住民登録人口
町の人口
男
女
世 帯 数
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※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。

23,891（± 0）
11,677（＋ 7）
12,214（－ 7）
11,100（＋14）
（

65歳以上の人口

誕生 12人

5,617人（高齢化率23.6％

死亡 17人

転入 51人

）内は前月比

介護保険課調）

転出 46人

