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未来のファイターズガール！？
　ファイターズマスコットチームとアカ
デミーインストラクターからダンスを習
い、子どもたちはとても楽しそうに踊っ
ていました。
　この中からファイターズガールが生ま
れるかな？
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問い合わせは、税務課 住民税係まで。

　セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組
（下記参考）を行う方が、平成29年１月１日以降に、スイッチOTC医薬品（要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、
医療用から転用された医薬品）を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができます。
◆一定の取組
　①保険者（健康保険組合、市町村国保等）が実施する健康診査（人間ドック、各種健（検）診等）
　②市町村が健康増進事業として行う健康診査
　③予防接種（定期接種、インフルエンザワクチンの接種）
　④勤務先で実施する定期健康診断（事業主健診）
　⑤特定健康診査（いわゆるメタボ健診）、特定保健指導
　⑥市町村が健康増進事業として実施するがん検診
　※医療費控除の金額は、実際に支払った金額から１万２千円を差し引いた金額です。（最高８万８千円）
　※医療費控除の特例と従来の医療費控除を併せて受けることはできません。

セルフメディケーション税制について

のお知らせ税
町・道民税は特別徴収で納めましょう！

　町と根室振興局は、町・道民税の特別徴収拡大に向けた取り組みを進めています。
　法令に基づく適正な特別徴収の実施について、事業主の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
●町・道民税の特別徴収とは
　事業主が、納税義務者である従業員に毎月支払う給与から町・道民税を天引きし、従業員に代わって納入する制度
です。
　特別徴収は地方税法により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業主に義務付けられています。
●特別徴収のメリット
　①所得税と異なり税額は町が計算しますので、事業主が計算する必要はありません。
　②従業員は納税のために金融機関へ行く必要がなくなり、納め忘れがありません。
　③年４回で納める普通徴収と比べ、毎月の給与から天引きになるので１回あたりの負担が軽減されます。

申告はお済みですか？
　平成28年分の所得税・町道民税の申告期限はすでに過ぎていますが、申告忘れや申告漏れはありませんか。
　申告をしていないと、所得証明書が発行されない場合や、受けられる控除が受けられていないため税額が高くなっ
ている場合があります。
●収入がなかった方
　平成28年中（１月～12月）に収入がなかった方は、税の申告義務はありませんが、下記の手続きをする場合には
申告する必要があります。
　①国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の減額認定証の申請をする場合。
　②国民年金保険料の免除申請をする場合。
　③所得額の記載がある証明書の発行が必要な場合。
　※�税法上の被扶養者は、申告がなくても非課税証明書は発行できますが、その場合は所得額の記載のない非課税証

明書になります。所得額の記載が必要な方は、申告が必要です。
●個人事業主の方
　事業所得が赤字の場合でも、上記①～③の手続きをする場合と営業証明書を発行する場合は、申告する必要があり
ます。
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問い合わせは、納税課 収納係まで。

　町税は、福祉や教育、まちづくりなど、健康で豊かな暮らしを支えるための大切な財源です。国民健康保険税は、
医療費を負担し、皆さんの健康を守る事業を運営するための貴重な財源です。町ではこれらの財源を確保するととも
に、納税の公平性を保つため各税の収納に全力を挙げて取り組んでいます。

　税金は、納期内納付が原則です。滞納した場合は納期
内に納めた方との公平性を保つために、早期催告を行う
とともに財産調査、差押を行っています。
※�なお、滞納している税金には延滞金が加算され、納付
が遅れるほど額は増加します。

納期限を守りましょう

　忙しいなどの理由により町税の納付がなかなかできな
い方は、金融機関およびゆうちょ銀行（郵便局）で、指
定した預貯金口座から町税を自動的に振替納付すること
ができます。
※�忙しい方や遠方の方は、中標津町ホームページの口座
振替依頼書ダウンロードサービスを利用ください。
※�口座振替を利用後、金融機関・口座番号等の変更や解
約を希望される場合も届出が必要になります。

Q…少額滞納でも滞納処分（差押等）するの？
A… 滞納税額の大小は一切関係ありません。たとえ少

額の滞納であっても、差押の対象としています。

Q…借金があるから税金が払えない。
A…�税金は個人債務（借金）より優先されます。
　　�地方税法第14条により、税金はすべての借金な

どより優先されると定められています。

Q…税金を滞納して何か不利益があるの？
A…�税金を滞納すると、次のような不利益が発生しま

す。
　　・�高利率（年14.6％）の延滞金がかかります。
　　・�補助金や融資などの行政サービスに制限がかか

ります。
　　・�財産調査が行われ、社会的信用が無くなります。
　　・�滞納処分（差押等）が執行され、あなたの大切

な財産を失う恐れがあります。

Q…滞納処分（差押等）の前に自宅訪問はしないの？
A…�滞納処分（差押等）を執行するにあたり、自宅を

訪問して納税を催告することは原則として行いま
せん。税は納期限内での自主納付が大原則です。
督促状発送日から10日を経過しても納付がない
場合は、滞納処分（差押等）の対象となります。

Q…本人の許可なく財産を勝手に調べられた。
　　プライバシーの侵害にならないの？
A…�税金を滞納すると、国税徴収法・地方税法に基づ

き、納税課職員はすべての財産に対する調査権限
が発生します。この権限により、調査を受ける勤
務先の事業所・金融機関などの関係機関は、協力
しなければなりません。

　　 なお、これらの財産調査は、個人情報保護法には
抵触しません。

納税には口座振替が便利です

　国民健康保険税を滞納すると、被保険者証の有効期限
が制限された短期証（有効期限が１～６ヶ月）もしくは
資格者証（医療費全額自己負担）の発行となり、通常の
保険証が発行されなくなります。

国民健康保険に加入している方へ

　釧路根室管内の全11町村が、税の公平性を確保する
ために設立され、町村に代わって「差押」や「公売」な
どの、税法に基づく強制的な手段により滞納整理を行っ
ています。

釧路・根室広域地方税滞納整理機構

納税・滞納処分 Ｑ＆Ａ

町税・国民健康保険税は
納期限を守って納めましょう

　病気や失業など、やむを得ない事情があり、どうして
も納期限までに納めることができない場合には、給料明
細やローン明細、通帳など、生活状況がわかるものを持
参のうえ、必ず納税課まで相談ください。
●税金を滞納すると…
　①督促状が届きます。
　②�勤務先・金融機関・財産の貸借など、利害関係のあ

る方へ調査が開始されます。
●未納のまま放置すると…
　①財産の差押を行います。
　②�差押したものは取立または公売などで現金化し、滞

納税に充てます。

納税に困ったら、早めに相談を

平成28年度差押実績７１３件
（53,173千円）

延 滞 金 収 納 実 績
税　　　目 平成27年度 平成28年度

町
　
　
税

町　 民　 税 1,196,755円 1,401,185円
固定資産税 515,301円 701,426円
軽自動車税 23,600円 35,000円
小　　　計 1,735,656円 2,137,611円

国民健康保険税 4,969,649円 2,304,524円
合　　　計 6,705,305円 4,442,135円

平 成 28 年 度 実 績（中標津町分）

収納実績
引 継 人 数 30人

収 納 金 額 17,389,907円

差 押 等 件　　　　数 20件
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「知床（又はしれとこ）・地方版図柄入りナンバー」の
導入に向けた検討を行います。

　国土交通省は現在、地元の風景や観光資源が図柄となったナンバープレートを付けた車両が“走る広告塔”として、
地域の魅力を全国に発信することを目的に「地方版図柄入りナンバー」（以下、ご当地ナンバー）の導入地域を募集
しています。
　ご当地ナンバーの導入には、これまで登録自動車数が10万台を超えることが条件でしたが、「複数の自治体が導入
し、世界遺産など国内外で相当の知名度を有する地域表示であれば概ね５万台でも導入可能」という条件が加えられ
ました。
　これを受け羅臼町から、知床世界自然遺産周辺自治体が連携し、「知床（又はしれとこ）」の地名表示と地域をイメー
ジした図柄がデザインされたご当地ナンバーの導入に向けた検討を行いたいとの提案がありました。
　この地域の財産である「知床」を地域が一体となってPRすることで、地域経済の活性化や観光振興、自然環境の
保全などが期待されることから、中標津町も趣旨に賛同し、このたび設置された「知床・地方版図柄入りナンバー導
入検討協議会（以下、協議会）」に参加し、導入に向けた検討を行います。

Ｑ．ご当地ナンバーはどのようなものになるの？
Ａ．�現在の「釧路」の表示が「知床（又はしれとこ）」に変わり、地域を

表す図柄を入れることができます。図柄のデザインについては、今
後の協議会の中で検討していきます。

　　�ご当地ナンバーは「知床（又はしれとこ）」表示で、「①カラー図柄
入り　②モノクロ図柄入り　③無地」の３種類から選択できます。

Ｑ．対象車種は？
Ａ．自家用及び事業用の大型・中型自動車、自家用の軽自動車です。

Ｑ．いつから変更されるの？
Ａ．�ご当地ナンバーの導入は平成32年中に予定されています。導入されてもすぐに変わるわけではなく、車両

の入れ替えや移転登録などのタイミングで順次切り替わります。

Ｑ．協議会のメンバーは？
Ａ．�協議会が設立された８月30日現在、根室管内１市４町及びオホーツク管内から網走市・斜里町が参加し、

会長に羅臼町長が、副会長に斜里町長が就任しました。協議会を経てご当地ナンバー導入を申込む自治体に
所在する車両のナンバープレートが「知床（又はしれとこ）」表示になります。

ご当地ナンバーＱ＆Ａ

問い合わせは、経済振興課 地域振興係まで。

相談はすべて予約制です。予約申し込みは、釧路年金事務所��❸0154-61-6000まで。

釧路年金事務所年金相談所の開設日程について平成２9年度

平成29年11月 ７日㈫～８日㈬ 開設時間
　１日目　午後１時～午後５時
　２日目　午前９時～午後２時

開設場所
　中標津町役場�会議室

12月 ５日㈫～６日㈬
平成30年１月 ９日㈫～10日㈬
　　　　�２月 ６日㈫～７日㈬
���������３月 ６日㈫～７日㈬

イメージ：つくばナンバー
図　　柄：茨城県内筑波山
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　総務省消防庁において、住宅火災における被害状況を
分析したところ、住宅用火災警報器が設置されている場
合は、設置されていない場合に比べ、被害状況がおおむ
ね半減した結果が報告されており、住宅用火災警報器の
設置と維持管理が『生命』、『身体』、『財産』を守るため
に必要不可欠となっています。

　住宅用火災警報器の設置義務化に便乗して、ご家庭
へ訪問して販売や取り付けを行い、高額な代金を請求
する悪質販売や、住宅用火災警報器の設置調査と偽り
業者になりすまして住宅内に入りこみ、金品を盗んで
いく窃盗事件などが全国的に発生しています。

額面25万円　５年償還の記名国債
平成30年４月２日まで

　戦没者等のご遺族に対し、弔慰の意を表するために国が特別弔
慰金（記名国債）を支給します。
　なお、今回の第十回特別弔慰金については、戦後70周年（平
成27年）にあたり、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため償還
額を年５万円に増額するとともに、５年ごとに国債を交付します。

　戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年４月１日（基準日）において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者
戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方（戦没者等の妻や父母等）がいない場合に、次の順番による先順位
のご遺族一人に支給します。
（1）平成27年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
（2）戦没者等の子
（3）戦没者等の①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹
　　※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
（4）上記（1）から（3）以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）
　　※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有していた方に限ります。

◆住宅用火災警報器の全国における設置率………８１．２％（平成28年６月１日時点）
◆　　　〃　　　中標津町における設置率………８３．８％（平成29年６月１日時点）
※今年の春に町内全世帯から無作為に100世帯を選定して訪問調査した結果の数値です。

問い合わせは、中標津消防署　℡72－2181まで。

中標津消防署からのお知らせ

住宅用火災警報器の設置状況調査を実施しました

　現在、設置されている住宅用火災警報器の多く
は寿命が10年の電池を使用しているため、故障
や電池切れが増えるものと想定されます。
　設置世帯は、定期的な作動確認やお手入れ、電
池の交換を行い、住宅用火災警報器の維持管理を
徹底してください。

　点検ボタンを押すか、点検ひもをひっぱり
定期的に作動点検を実施しましょう。

　作動確認をしても住宅用火災警報器に反応
がなければ、本体の故障か電池切れです。本
体または電池を交換しましょう。

※１　�住宅用火災警報器の作動確認は、春秋の火災予防運動の時期に行うなど定期的に実施してください。
※２　�故障か電池切れかわからないときは、取扱説明書を確認するかメーカーに問い合わせてください。
　　　�電池切れと判明した住宅用火災警報器が設置から10年以上経過している場合は、本体内部の電子部品が劣

化して火災を検知しなくなることが考えられるため、本体の交換を推奨しています。

定期的な作動点検

古くなったら交換

住宅用火災警報器の設置義務化から
10年が経過しています

悪質な訪問販売等にご注意ください

第十回特別
弔慰金の
支給について

問い合わせは、福祉課 社会福祉係まで。

※�請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金を受け取ることができなく
なりますので、ご注意ください。請求期間

支給内容

支給対象者

住宅用火災警報器の
設置と維持管理について

消防署が消火器や住宅用火災警報器の
訪問販売をすることは、

絶対にありませんので十分注意してください。

あやしいと思ったら、その場で
消防署へ連絡してください
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問い合わせは、地域生活支援センター ハート釧路  ❸0154-32-7400まで

　地域生活支援センター�ハート釧路では、脳外傷に関心のあ
る方を対象に講習会を開催します。

　厚生労働省では戦没者遺骨のDNA鑑定について、これまで遺留品等からご遺族が推定できる場合に、ご遺族からの
申請に基づいて戦没者遺骨とのDNA鑑定を行い、ご遺族と判明した場合ご遺骨を返還しています。
　戦後70年以上が経過しご遺族が高齢化されていること等を踏まえ、平成29年度においては試行的な取組として、ご
遺族と思われる方に対し、広くDNA鑑定の申請を募ることとしています。

　秋用たい肥として町民の皆さんに下水汚泥たい肥「環甦」を配布しますの
で、たい肥を入れる袋（肥料袋等）を持参のうえお越しください。（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。）
　なお、数量を制限していますのでご了承願います。

　具体的には沖縄県の10地域（※）で収容された戦没者のご遺骨について、
ご遺族だと思われる方からの申請を募り、厚生労働省保管資料や申請された
死亡場所等の情報に基づき、ある程度戦没者とのつながりが確認できる場合に、
ＤＮＡ鑑定を実施します。（記録上の死没場所と実際の死没場所が異なる場合
等もありますので、迷っている方も、まずは申請してください。）

※10地域の名称
　�真嘉比（那覇市）、幸地（西原町）、
大里字高平（南城市）、経塚（浦
添市）、前田（浦添市）、伊原（糸
満市）、米須（糸満市）、喜屋武（糸
満市）、真壁（糸満市）、具志頭
須武座原（八重瀬町）

　　　釧根脳外傷
リハビリテーション
講習会を開催します

第11回

下水汚泥たい肥「環
カン

甦
ソ

」の配布について

配布日時　10月11日㈬～20日㈮　※土日を含む
　　　　　午前10時から午後３時まで
配布場所　中標津下水終末処理場（中標津町東35条北６丁目１番地）

問い合わせは、厚生労働省 社会・援護局 事業課調査第一係
❸03-3595-2219（電話受付：月〜金　午前９時30分～午後６時）まで。

※詳しくは厚生労働省ホームページに掲載していますのでご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000171446.html

戦没者遺骨のDNA鑑定の実施について 厚生労働省からの
お知らせ

問い合わせは、上下水道課 下水道係まで。

地域生活支援センター�ハート釧路へ
電話で申し込んでください。

開催日時　11月11日㈯　午後１時20分～午後４時50分
会　　場　釧路労災病院　３階講堂
定　　員　100名　定員になり次第締め切りとなります。
参 加 費　無料（申し込み必要）

申し込み方法

「高次機能障害をとりまく現状から」
　　東京慈恵会医科大学付属第三病院
　　　リハビリテーション科　渡邉　修先生

「それぞれの立場から」
　　◆サハスネット
　　　　事業所の立場から
　　◆釧路保健所
　　　　行政の立場から

午後１時30分～午後3時10分

午後３時30分～午後４時30分

講習内容

講　演

報告会
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中標津町地域雇用創造協議会 講座開催のお知らせ

問い合わせは、中標津町地域雇用創造協議会  ❸７２－４１５４まで。

観光フォーラム

格子状防風林を守り育てる　林業のおしごと講座 N-Biz（エヌビズ）　ビジネス拡充支援セミナー

■求職者・転職希望者対象の講座

　日本各地で地域創生の起爆剤の一つといわれてい
る、『地域観光』を再認識し、中標津町での観光振
興の必要性や地域創生の展開について考える場とし
て「観光フォーラム」を開催します。今回は道東地
域でもニーズの高まる観光関連ガイド業について、
道東地域のガイド事業者などをお招きして、地域観
光の現状と人材育成について考えていきます。中標
津町の未来の可能性を考える皆さん、ぜひ参加くだ
さい。

　北海道遺産の格子状防風林を継承するために必要
な森林の保育管理を学び、林業の基本的な知識と技
術を身につける講座です。安全講習や、チェーンソー
やブラシカッタ―を使った作業の実演、現場での重
機デモなどを通じて林業体験ができます。

　中標津町の事業者や起業を目指している皆さん
を応援する講座「N-Biz」の開催をお知らせします。�
　今回のテーマは「中標津でのビジネスチャンスを探
る」として、講師に中標津町内の事業者の方をお招き
し開催します。
　中標津町で何かを始めたい、ビジネスの組み立て
方、会社経営のコツなど実践的なお話を聞ける機会
となりますので、中標津町の企業家の皆さん、起業
を目指している皆さんの参加をお待ちしています。

❸72-4154　　  info@n-job.net　　
☜各種講座詳細・申し込みはスマートフォンからどうぞ

※�すべての講座の参加費は無料ですが、事前申込みが
必要です。
※�開催内容の詳細や申込みは、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。

開催日：11月18日㈯　午後１時～午後４時
会　場：ウエディングプラザ寿宴　大ホール

開催日：（全４回開催）
　　　　10月24日㈫～27日㈮
会　場：中標津経済センター（午前）
　　　　※26、27日は現場実習があります。

開催日：（全５回開催）
◦５回目　11月８日㈬　午後７時～午後９時
　　起業・事業拡大支援セミナー
　　「中標津でのビジネスチャンスを探る」
会　場：トーヨーグランドホテル
講　師：中標津町内の事業者（予定）

■事業者・起業希望者対象の講座

最低賃金額 時間額  810円

問い合わせは、厚生労働省 北海道労働局　❸011-709-2311まで。

　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ました。

（効力発生年月日　　平成29年10月１日）

●�最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入され
ません。
●�最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
●�特定の産業（「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」）で働く方には北海道の
特定（産業別）最低賃金が適用されます。

北 海 道 最 低 賃 金
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町職員の給与と
職員数のあらまし

表１　採用の状況� 平成29年４月１日現在

区　　分 競　争　試　験 その他 小計大学 短大 高校 その他
一　般
行政職

事務職 ２ ３ ９ 14
技術職 ２ ２
労務職

教　育　職 ３ ３
病 院 関 係 ５ ２ ７
合　　　計 ９ ５ ９ ３ 26A

・定年退職～�地方公務員法第28条の２第１項および同法第28条の３
第１項の規定による退職

・早期退職～早期退職募集制度による退職
・普通退職～自己都合による退職
・再 任 用～再任用職員任期満了による退職
・分限免職～地方公務員法第28条第３項の規定による免職
・懲戒免職～地方公務員法第29条の規定による免職
・失　　職～地方公務員法第28条第４項の規定による失職

表２　退職等の状況� 平成28年度

区　　分
退　　職 免　職

失職 小計定年 早期 普通 死亡 再任用 分限 懲戒

一　般
行政職

事務職 ３ ４ ２ ９
技術職 １ １
労務職

教　育　職 ２ ２
病 院 関 係 １ 15 16
合　　　計 ４ 22 ２ 28B

　町職員の給与は、職務に応じた給料と諸手当から構
成され、国や他の地方公共団体の給与との均衡を考慮
し、町議会で議決された「中標津町職員の給与に関す
る条例」によって決められています。
　職員の給与内容を町民の皆さんにご理解をいただく
ため、職員数の状況とともに、その概要をお知らせし
ます。

１．任　　　免
　平成29年４月１日の採用者数は26人です。その内訳は
表１のとおりです。募集する職種や採用者数は、退職者の
状況により毎年異なります。また、平成28年度中に退職
した職員は28人で、その内訳は表２のとおりです。

表５　定員適正化目標数値� 各年度４月１日現在

年度 28 29 30 31 32 33
職員数
（目標） 225人 234人 234人 234人 233人 232人

職員数
（実績） 225人 236人 ―人 ―人 ―人 ―人

人口 23,724人 23,582人 23,724人 23,724人 23,724人 23,724人

千人あたり 9.48 10.01 9.86 9.86 9.82 9.78

４．定員適正化の取り組み
　町は組織の簡素化や事務事業の効率化を図り、今後の定
員管理の基本的な指針を定め、計画的に取り組みを進めて
います。最終的には職員数が人口千人あたり10人（公営
企業会計職員及び教員を除く）となるよう目標値を定めて
います。

表４　職員数の状況� 各年度４月１日現在

区　分 職　員　数 対前年
増減数 主な増減理由平成28年度 平成29年度

一
般
行
政
部
門

議 会
総 務
税 務
民 生
衛 生
労 働
農林水産
商 工
土 木

３
46
15
38
19
１
16
４
18

３
49
15
40
20
１
18
４
19

０
３
０
２
１
０
２
０
１

支所窓口、北方領土対策業務の充実による増

事務分掌見直しによる増
保健事業充実による保健師増

農業部門の充実、執行体制見直しによる増

欠員補充

教育部門 63 64 １ 高校教員の増

その他※１ 24 26 ２ 介護保険事業の充実、休職者の補充

小　　計 247 259 12

公
営
企
業

病 院
水 道

182
７

177
７

▲５
０
医療技術スタッフの減

小計 189 184 ▲５

総 合 計 436 443 ７ 年度途中採用者９人C
443＝436＋C－B＋A

※１　国保、介護、後期高齢、下水道、簡易水道事業特別会計職員

２．職 員 研 修
　町では中標津町職員研修規則に基づき、年度当初に研修
計画を立て各種研修を実施しています。
表３　平成28年度研修実績
研 修 場 所 受講者数 研　修　内　容

北 海 道 市 町 村
職員研修センター 17 一般研修、政策研修、専門実務

研修、能力開発研修
市町村アカデミー １ 制度運用研修
北海道市町村振興協会 ２ 人材育成、海外研修

町村会主催研修 65
新規採用職員研修、接遇マナー
研修、初級職員研修、中級職員
研修、法務研修、講師養成研修

町 主 催 研 修 360 新規採用職員研修、ミドルマネージャー
養成研修、人事評価制度研修

３．職　員　数
　職員定数は、常勤職員を任用できる限度として町議会の
議決を経て条例で540人と定められています。
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問い合わせは、総務課 職員係まで。

表７　諸手当の内容� 平成29年４月１日現在

区　分 内　　　　容 国の制度
との比較

扶　養
手　当
（月額）

○配偶者：：：：10,000円
○子：：：１人8,000円
　�満16歳～満22歳までの子１人につき5,000円を加算
○父母等：：：１人6,500円

同

住　居
手　当
（月額）

借家（家賃12,000円を超える職員に限る）
：：家賃の額に応じて27,000円を限度に支給 同

自宅：：：10,000円 異

通　勤
手　当
（月額）

【通勤距離２キロ以上に限る】
交通機関：：：運賃額に応じて55,000円を限度に支給
交通用具（自家用車等）：：：通勤距離に応じて
31,600円を限度に支給

同

期末・

勤　勉

手　当

【６月期】
○期末手当：：：1.225月分
○勤勉手当：：：0.850月分
【12月期】
○期末手当：：：1.375月分
○勤勉手当：：：0.850月分
※役職に応じて役職加算があります。

同

管理職
手　当

○部長職：：：47,000円
○次長職：：：37,000円
○課長職：：：35,000円

異

時間外
勤務手当

平成28年度実稼動職員１人当たり
平均支給月額：：：38,200円 異

特　殊
勤　務
手　当

○防疫等作業に従事する職員～2,000円/日
○行旅死亡人の取扱業務に従事する職員～3,000円/日
○野犬掃討業務に従事する職員～500円/日

異

寒冷地手当
（月額）

支給期間11月～3月
扶養家族の状況に応じて

10,340円～26,380円
同

退　職

手　当

【自己都合退職】
○勤続20年：：：20.44500月分
○勤続25年：：：29.14500月分
○勤続35年：：：41.32500月分
※最高限度：：：49.59000月分
【定年退職】
○勤続20年：：：25.55625月分
○勤続25年：：：34.58250月分
○勤続35年：：：49.59000月分
※最高限度：：：49.59000月分

同

表８　特別職の報酬の状況� 平成29年４月１日現在

区　分 特　別　職 議　　　　員
町　長 副町長 議　長 副議長 議　員

給料・報酬
月　　額 847,000円 679,000円 306,000円 245,000円200,000円

期末手当 年間　4.３月分 年間　4.３月分

５．職員の給与の状況
　職員の給与は、基本給（給料）と扶養手当、住居手当、期末・
勤勉手当などの諸手当で構成され、町議会の議決を経て定
められています。初任給の状況および、一般行政職の経験
年数・学歴別平均給料月額の状況は表６、諸手当の状況は
表７となっています。町議会議員の報酬や町長など特別職
の給料は、町内各団体などの代表者からなる特別職報酬等
審議会の答申を受け町議会の審議を経て条例で定められて
います。現在の状況は表８のとおりです。

表９　勤務時間の状況� 平成29年４月１日現在

※表中の時間数は、代表的な勤務時間です。

勤務時間
(１週間)

勤務時間等の割振り
始業時間 終業時間 休憩時間 週休日

38時間45分 ８時30分 17時15分 60分 土曜日・日曜日

表10　年次有給休暇の状況� 平成28年

※�各日数は、１月１日から12月31日までの全期間に在職した一般行
政部門職員の合計です。

総付与日数 総取得日数 全期間在職職員数 １人当たり平均取得日数
7,081日 1,615日 189人 8.5日

６．勤務時間その他の勤務条件
　職員の勤務時間や休暇などに関しては、町の条例・規則
で定められています。職員の勤務時間や年次休暇の取得状
況は表９、表10のとおりです。

表11　公務災害等の発生状況� 平成28年度
区　　分 一般行政部門 教 育 部 門 公営企業部門
公務災害 ０件 １件 ２件
通勤災害 ０件 ０件 ０件

７．職員福利厚生
　町では職員の健康保持増進を図ることを目的に健康診断
（総合健診・定期健診）、相談、セミナー開催などの各種事
業を行っています。
　さらには衛生委員会を設置し、職場における健康安全管
理の指導、啓発、ストレスチェックを行っています。

８．分限処分および懲戒処分
　分限処分は、心身の故障等のために職員が職務を十分に
果たすことの出来ない場合に、公務の効率的な運営を確保
することを目的として行う処分（降任・免職・休職）をい
います。また、懲戒処分は公務員の秩序を維持するための
職員の義務違反に対する制裁措置（戒告・減給・停職・免
職）をいいます。
　平成28年度の分限処分は、心身の故障による休職が２
件ありました。なお、懲戒処分は、公務外非行による免職
が２件ありました。

９．再就職状況

表６　一般行政職員の初任給および経験年数･学歴平均給料
平成29年４月１日現在

区分 初任給
経　　験　　年　　数 平均給料

月　額
平均
年齢10年以上

15年未満
15年以上
20年未満

20年以上
25年未満

大学卒 円
178,200

円
251,800

円
304,700

円
359,900

円
287,300

歳
38.9

高校卒 146,100 207,600 208,200 316,400 289,600 39.4

平成28年度退職者

離
職
時

の
　
　
職

退
職
者
数

再　　就　　職　　先 再
就
職
者

合
　
　
計

町
再
任
用

職
　
　
員

町
臨
時

職
員
等

地
方
公
共

団
　
　
体

非
営
利

法
　
　
人

営
　
　
利

法
　
　
人

そ
の
他

部長職 １ １ １
課長職
計 １ １ １
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財政の健全性を表す比率についてお知らせします

目的税の使途状況についてお知らせします

１　早期健全化・財政再生に関する比率（平成28年度健全化判断比率）

平成28年度

２　公営企業の経営健全化に関する比率（平成28年度資金不足比率）

　深刻な財政状況に陥る前の早い段階で財政の健全化を図る目的で、平成19年６月に「地方公共団体の財政の健全
化に関する法律」が公布されました。この法律によって、各年度決算に基づき算定した財政の健全性を表す比率（実
質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）と公営企業の経営の健全性を表す比率（資金不足
比率）を監査委員の審査を受けたうえで議会に報告し、公表することとなっています。
　それぞれの比率が、早期健全化基準・財政再生基準、経営健全化基準以上になった場合には、財政健全化の計画ま
たは経営健全化の計画を策定し、財政の早期健全化や再生等を図ることとなりますが、中標津町においては、いずれ
の比率も国の基準を下回る健全財政の範囲内にあります。

町税の中で、使途が定められている目的税（都市計画税・入湯税）の収入額および充当事業等は次のとおりです。

指　標　名 説　　　　　　明

実質赤字比率
【－】

早期�13.68％
財政�20.00％

一般会計等の赤字額の割合により、財政
運営の深刻度を表す比率です。平成28年
度は赤字ではないのでグラフにはありま
せん。

連結実質赤字比率
【－】

早期�18.68％
財政�30.00％

全ての会計の赤字と黒字を合算し、町全
体の赤字額の割合により、財政運営の深
刻度を表す比率です。平成28年度は赤字
ではないのでグラフにはありません。

実質公債費比率
【8.9％】
早期�25.0％
財政�35.0％

借入金の返済額とこれに準じる額を合算
し、その負担割合の３ヶ年平均を表す比
率です。平成28年度は8.9%でした。

将来負担比率
【74.6％】
早期�350.0％

借入金の残高や将来支払う可能性のある
負担など現時点での残高の割合により、
将来の財政負担の影響度合いを表す比率
です。平成28年度は74.6%でした。

特　　別　　会　　計　　名 資金不足比率 経営健全化
基　　　準 説　　　　　　　　明

水 道 事 業 会 計 －

２０．０％

公営企業の資金不足と事業規模を比較して、経営
状況の深刻度を表す比率を算出します。当町では
４つの会計が対象となり、これらの公営企業では、
これまで資金不足を生じていませんでしたが、平
成28年度決算で初めて町立中標津病院事業会計か
ら6,622万6千円（資金不足比率2.4%）の資金不
足が生じています。なお、その他の会計は資金不
足が生じていないため、「－」で示しています。

町立中標津病院事業会計 ２.４

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 －

下 水 道 事 業 特 別 会 計 －

税　　目 平成28年度収入額 事　　業　　内　　容 事　業　費

都市計画税 １億４,４１７万円
公共下水道整備事業 ２億8,644万円
地方債償還（公園、街路、下水道） ５億1,323万円

小　　　　　　　　計 ７億9,967万円

入　湯　税 ８２２万円

環境衛生施設整備事業（一般廃棄物処理施設） 2,014万円
消防施設等整備事業（消火栓更新、消防ポンプ自動車整備等） 9,869万円
観光振興対策経費（観光協会補助、観光イベント補助） 939万円

小　　　　　　　　計 １億2,822万円

実質公債費比率および将来負担比率の推移
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早期健全化基準値 

74.6%
50.5% 44.9%

18.9%
31.8%

49.5%36.8%

9.6% 8.6% 8.6%
10.5%

12.8%
11.7%

8.9%

28年度22年度 23年度 24年度 25年度 27年度26年度 ※「早期」＝早期健全化基準／「財政」＝財政再生基準を表す。

※単位（万円）未満を四捨五入しています。
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問い合わせは、財政課 財政係まで。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の
使途状況についてお知らせします

○平成28年度決算額
 【歳入】 地方消費税交付金（社会保障財源化分）１億8,010万円　　【歳出】 社会保障施策に要する経費　38億2,864万円

　平成26年４月１日から消費税率が５％から８％へ引き上げられたことに伴い、国から交付される地方
消費税交付金も１％から1.7％へ引き上げられました。この地方消費税交付金の増収分については、その
使途を明確化し、全て「社会保障施策に要する経費」に充てるものとされており、平成28年度決算にお
いて、地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられた社会保障施策に要する経費は次のとおりです。

区　　　　分 事　業　費

財　　　源　　　内　　　訳
特　定　財　源

一 般 財 源
国・道支出金 そ　の　他 うち社会保障財源化分

の地方消費税交付金

社会
福祉

障がい者に対する給
付費、子ども・子育
て支援に要する経費
など

16億2,789万円 8億7,657万円 1億723万円 6億4,409万円 4,272万円

社会
保険

国民健康保険事業特
別会計、介護保険事
業特別会計、後期高
齢者医療特別会計へ
の繰出金など

5億1,021万円 1億2,118万円 129万円 3億8,774万円 2,572万円

保健
衛生

救急医療確保、医師
確保対策など町立病
院事業会計への繰出
金、各種予防接種に
要する経費など

16億9,054万円 128万円 576万円 16億8,350万円 1億1,166万円

合　　　　計 38億2,864万円 9億9,903万円 1億1,428万円 27億1,533万円 1億8,010万円

「まちづくりを考える懇談会」を開催します
～みなさんの声を　お聞かせください～

　地域の抱えている問題や、行政に対す
るご意見・ご要望など、まちづくりにつ
いて町民の皆さんと直接話し合う「まち
づくりを考える懇談会」を開催します。

開催月日 開始時間 開　催　場　所
10月24日㈫ 午後７時30分 中標津町交流センター（計根別）
10月25日㈬ 午後７時30分 中標津町総合文化会館２階第２研修室

問い合わせは、総務課 情報化推進・広報調査係まで。

　畜産食品加工研修センターでは、未経験者や個人の方を対象とし
た研修会の参加者を募集しています。

■募集人数　10名（先着順）
■募集期間　10月５日㈭～13日㈮
　　　　　　（定員になり次第締め切り）
■持参するもの　昼食（飲み物・お菓子含む）
　※白衣・三角巾・長靴は用意します。
　※作った製品は持ち帰ることができます。

申し込み・問い合わせは、畜産食品加工研修センター　❸７８－２２１６まで。

ストリングチーズを
つくりませんか

日　時　10月20日㈮
　　　　午前10時30分～午後３時30分
　　　　（終了時間は多少前後あり）
費　用　一人　2,076円 ストリングチーズ

※単位（万円）未満を四捨五入しています。

※どちらに参加するかは自由です。ご都合の良い日にお越しください。

中標津町民どなたでも参加できます！
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詳しくは、総務課 防災係まで。

Doはぐ体験を希望される方や団体は、総務課防災係までご連絡ください。

防災ワンポイント

じゃがいもずきん
「ききぼう」くん

Doはぐ（避難所運営ゲーム）
を体験してみませんか？第51回

　『Doはぐ』(避難所運営ゲーム)とは、避難者の年齢、性別、国籍やそれぞれが抱える事情が書かれ
たカードを、避難所に見立てた地図にどれだけ適切に配置できるか、また避難所で起こる様々な出来
事にどう対応するかを模擬体験するゲームです。北海道版では、真冬の北海道で大地震が発生したと
いう想定に基づき、極めて過酷な条件下での避難所運営を擬似体験します。

　中標津町では、Doはぐが作成された平成28年からDoはぐの啓発・体験活動を行っており、これまでに町内・
町外の９団体の方々が体験されています。

　大災害発生直後の避難所の運営は、地域住民が協力して行う『共助』
の最たるものの１つです。避難所を円滑に運営するためには、その時
その場にいる方が、時刻や天気、ライフラインの状況、周辺の被害状
況などの条件を理解し、即断即決かつ臨機応変な対応をすることが求
められます。
　Doはぐではこのような避難所の状況を図上で体験することができ
るため、いざというときに対応する力を自然に養うことができます。

「宝くじの助成金」で防災備品等を整備しました

◆テント（３張）
◆テント用ウエイト（18個）
◆発電機（１機）
◆かまどセット（２機）
◆クーラーボックス（５個）
◆給水タンク（６個）

◆投光器セット（２台）
◆ホワイトボード（１台）
◆メガホン（１個）
◆ガソリン携行缶（２缶）
◆ポリタンク（６個）

整 備 備 品

●なぜ『Doはぐ』の体験が必要なの？

白樺町内会（H28.11） 全町連女性部（H29.2） 計根別学園（4､5年生）（H29.7）

整備された備品

　緑町町内会防災会では、宝くじの社会貢献広報事業である、
コミュニティ助成事業を活用して防災用備品等を整備しました。
　この事業は宝くじの受託事業収入を財源としており、地域社
会の健全な発展と住民福祉の向上に大きく寄与する「宝くじの
助成金」は、明るく住み良いまちづくりのために活用されてい
ます。
　緑町町内会では、平成25年度に自主防災組織をつくり、防
災訓練を実施するなど防災活動に積極的に取り組んでいます。
　この助成金を活用して町内会の防災備品等を整備する場合、
町が認める自主防災組織であることが要件の一つです。助成金
額は30万円から200万円までです。
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「東京中標津会」･「札幌中標津会」 会員募集中

問い合わせは、経済振興課 地域振興係まで。

　「東京中標津会」及び「札幌中標津会」では、新規会員を募集しています。首都圏や札幌近郊にお住まいのご家族・
ご親戚・ご友人がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。

東京中標津会 札幌中標津会

会 員 数 264名 405名

活動内容
・総会、懇親会の開催
・北海道フェアへの出店
・�北方領土返還運動への
参加

・総会、懇親会の開催
・�各種イベントへの参加

会　　費 年会費（個人）� 3,000円
　　　（法人）10,000円 入会金　10,000円

事 務 局
（連絡先）

副会長　竹嶋　博行
❸�045-332-9271

会　長　西村　茂樹
❸�090-9514-1431

｢東京中標津会｣・｢札幌中標津会｣とは
　首都圏や札幌近郊に住んでいる中標津町出
身者などで活動している中標津町のサポー
タークラブです。
　遠く離れた都会で暮らしながら〝ふるさと
中標津〟への共通の思いを土台として、会員
同士の親睦を深
め、各種イベン
トの開催など故
郷のために活動
しています。

【午前11時～午後３時】
　・ANAこども制服記念撮影会
　・青空市（飲食・ANA機用品販売・こども縁日）
　・ひがし北海道５空港ネット抽選会

【午前11時15分～午後00時30分】
　・ダンス＆ライブ
　　（ガールズコレクション＆中標津町吹奏楽団）

【午後00時30分～午後２時45分】
　・制限区域開放

【午後１時50分～午後２時35分】
　・ANA機側撮影会（当日抽選45名限定）

※�天候状態や緊急事態発生などによって一部変更、
中止する場合があります。

主催：根室中標津空港ビル株式会社
協力：空とみどりの交流委員会

■会場　　中標津空港　おまつり特設会場（東京航空局中標津空港出張所駐車場内）
　　　　　　※雨天時は空港ビル内に変更となる場合があります。

なかしべつ空港フェスタ2017

主
な
内
容

詳しくは、根室中標津空港ビル株式会社　❸７３－５６０１まで。

10月15日㈰ 午前11時～午後３時　※入場無料

　この表彰は、道路維持管理に功
労のあった個人と団体を対象に
表彰するもので、中標津町シル
バー人材センター（山崎武司理事
長）は、平成５年より23年間に
わたり国道272号や道道中標津空港線など、町内の沿道で花いっぱい
運動を展開し、花の植栽や歩道清掃を行なっており、平成21年度か
らは「中標津コスモスの里3300の会」としても、会員の皆さんが中
心となって、植樹枡への植栽や歩道清掃に取り組まれてきました。
　これらの活動は、町民だけでなく、来町者にも安らぎを提供し地域
に貢献していると評価され、８月24日に桑島隆一釧路開発建設部長
から賞状と記念品が手渡されました。

中標津町シルバー人材センターが、
平成29年度道路功労者表彰（国土交通大臣表彰）
を受賞し、伝達式が行なわれました。



InformationInformation
くらしの広場くらしの広場

中標津町役場  ７３―３１１１　　計根別支所  ７８―２２１１

　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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　詳しくは北海道のホームページをご
覧ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/
rd/sms/

地域応援！女性・若者起業家
育成支援事業の開催のお知らせ

■実践起業塾
　釧路・根室圏域で起業を希望する方
へ、起業に必要な基礎的知識の習得な
どを目的とした起業塾を開催します。
創業支援において、多くの実績を持つ
中小企業診断士・税理士が、起業に必
要な知識を２日間に凝縮して伝えます。
日　　時　10月21日㈯
　　　　　午前９時30分～午後５時30分
　　　　　10月22日㈰
　　　　　午前９時～午後０時30分
場　　所　�中標津経済センター�研修

活動室
対 象 者　�起業に興味があるまたは起

業を考えている女性・若者
定　　員　10名
■先輩起業家交流会＆起業相談会
　釧路・根室圏域で起業を希望する方
へ、地域の先輩起業家の事業所におい
て、施設や商品などの見学及び起業体
験談を聴講する交流会を開催します。
その後、起業時の手続きや事業計画策
定など具体的な起業に向け相談会を開
催します。
日　　時　10月28日㈯
　　　　　【先輩起業家交流会】
　　　　　午後１時30分～午後３時30分
　　　　　【起業相談会】
　　　　　午後４時～午後５時
場　　所　【先輩起業家交流会】
　　　　　有限会社ラ・レトリなかしべつ
　　　　　【起業相談会】
　　　　　�中標津経済センター�研修

活動室
対 象 者　�起業に興味があるまたは起

業を考えている女性・若者
定　　員　10名
　申し込み・問い合わせは、（公財）
北海道中小企業総合支援センター
❸011-232-2402まで。

別海駐屯地創立52周年記念行事
を開催します

　陸上自衛隊別海駐屯地創立52周年
記念行事を次のとおり開催します。ぜ
ひご来場ください。
日　　時　10月７日㈯
　　　　　午前９時～午後２時
場　　所　別海駐屯地
　　　　　別海町西春別42-1
内　　容　�戦車滑り台、飲食、グッズ

販売
　　　　　�午前10時30分～式典、車

両行進、訓練展示
　　　　　�午後０時30分～装甲車、

戦車の試乗
　※�荒天時を含め、行事内容・時間を

変更する場合があります。
　問い合わせは、陸上自衛隊別海駐屯
地広報班��❸77-2231まで。

　予約申し込みは、釧路年金事務所
❸0154-61-6000まで。

秋の火災予防運動を実施します
　秋から冬にかけて、暖房器具の使用
等により火災が発生しやすい時季を迎
えるにあたり、全国的に火災予防運動
が展開されます。
　中標津消防署では10月15日㈰から
31日㈫までの間、火災予防思想の一
層の高揚と普及を図ることにより火災
の発生を防止し、高齢者等を中心とす
る死傷事故を減少させるとともに財産
の損失を防ぐことを重点目標に、「秋
の火災予防運動」を実施します。期間
中は火災予防広報や一般家庭の防火指
導を実施します。
　また、10月16日㈪には、中標津町
総合文化会館前庭で初日行事のセレモ
ニーと幼年消防クラブ員の鼓笛演奏後、
町内の大型店舗で火災予防の街頭啓発
を実施します。
　問い合わせは、中標津消防署�予防
課�予防係��❸72-2181まで。

ハロウィンジャンボ宝くじ発売
【抽選日は11月９日㈭】

　10月11日㈬から31日㈫までハロ
ウィンジャンボ宝くじが発売されます。
ハロウィンジャンボ宝くじの賞金は、
１等・前後賞合わせて５億円です。
　併せて、今年から発売されるハロ
ウィンジャンボミニの賞金は、１等・
前後賞合わせて5,000万円です。
　この宝くじの収益金は、市町村の地
域経済活性化や環境保全など、地域住
民の明るく住みよいまちづくりのため
に使われます。

通年雇用支援セミナー開催の
お知らせ

　根室管内４町通年雇用促進協議会で
は、事業主の方を対象に「働き方改革」
と題したセミナーを開催します。
日　　時　10月25日㈬
　　　　　午後１時30分～午後３時30分
場　　所　中標津経済センター
　　　　　なかまっぷ２階多目的ホール
内　　容　「働き方改革」セミナー
　　　　　～働き方改革は

　　　　　人材育成の第一歩～
定　　員　30名（参加無料）
申込方法　�10月24日㈫までに、電話、

メールまたは申込書をＦＡ
Ｘで申し込みください。

　申し込み・問い合わせは、根室管内
４町通年雇用促進協議会��❸72-6789
　メールアドレス��n4cho-tsuunen-
koyou@bz03.plala.or.jp�まで。

ご存知ですか？労働委員会
～雇用のトラブルまず相談～

　北海道労働委員会では、突然の解雇
や賃金未払いなど、労働者個人と使用
者間の労働問題に関するトラブルの解
決を支援する「個別的労使紛争あっせ
ん」を行っています。

改めてお知らせします。
　インフルエンザワクチンは、免疫を
つけ、死亡者や重症者の発生をできる
限り減らすことを目的に接種するもの
です。
●小 児 科　毎週月・水・金曜日
　受付時間：正午～午後３時30分
　接種時間：午後３時～午後３時30分
　費　　用：
　　　　３歳未満��１人１回�2,500円
　　　　３歳以上��１人１回�3,000円
　　　　（13歳未満は２回接種）
　※生後６ヶ月から中学生までが対象
●内　　科　毎週木曜日
　受付時間：午後３時～午後４時
　接種時間：午後３時～
　費　　用：１人１回�3,500円
　※�慢性疾患等で受診している方は、

開始日以降の受診日に受けられま
すので当日外来窓口にお申し出く
ださい。

　※�妊婦さんの接種については、妊婦
健診時に医師の診察を受けてから
の接種になりますので健診時に外
来窓口へお申し出ください。

　問い合わせは、町立中標津病院�医
事課��❸72-8200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　11月21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　木名瀬�広�暁　弁護士
定　　員　７名
申込受付　�11月１日㈬から先着順に

受け付け、定員になり次第
締め切ります。

　詳しくは、生活課�交通町民相談係
まで。

高齢者交通安全講習会の実施
について

　秋は日が短くなり、交通事故が多発
する季節です。特に近年は高齢者の事
故が多発していることから、高齢者の
方を対象とした講習会を次のとおり開
催します。運転免許証取得の有無に関
わらず、中標津町に住んでいる方なら
どなたでも参加できます。
日　　時　10月27日㈮
　　　　　午前10時～11時30分
場　　所　中標津町自動車学校
内　　容　警察官の講話、
　　　　　実技を含めた運転講習
申込締切　10月20日㈮
主　　催　中標津町交通安全協会
　申し込みは、生活課�交通町民相談
係まで。

年金相談所開設のお知らせ
開設日時
　11月７日㈫　午後１時～午後５時
　11月８日㈬　午前９時～午後２時
開設場所
　中標津町役場�会議室

10October
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　問い合わせは、根室税務署
❸0153-23-3261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
おりとなりますのでお知らせします。
日　程 ごみ収集 最終処分場

10月９日㈪ 休み 休み
11月３日㈮ 休み 休み
　詳しくは、生活課�環境衛生係まで。

乳幼児等医療費受給者証について
　該当される方へ９月末に「乳幼児等
医療費受給者証」を送付しました。該
当しているのに受給者証が届いていな
い方は、お問い合わせください。
　小学生の年齢のお子さんには、受
給者証の交付はされませんが、「入院」
の場合、医療費の助成が受けられます。
入院したときには受給者証の申請をし
てください。
※�ただし、交付には保護者の方の所得
要件があります。
　詳しくは、子育て支援室�子育て給付
係まで。

道営住宅入居者募集
募集団地
・さかえ団地（４階建）
　大通北４丁目１番地３
　４階　２LDK　１戸
　平成22年建設�※世帯向け一般住宅
　家賃19,900円～39,000円
　�他駐車場使用料（月額3,050円）、
共益費、給湯設備使用料
　参考：前回応募倍率　16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　11月４日㈯～17日㈮
　　　　　　　（日曜日は除く）
入居申込受付　11月11日㈯～17日㈮
　　　　　　　（日曜日は除く）
抽 選 日　11月28日㈫（予定）
抽選会場　中標津経済センター（予定）
入居時期　12月中旬（予定）
※上記は変更の可能性があります。
※�平成26年度から指定管理者制度によ
り管理は下記事業者が行っています。
お間違えのないようお願いします。
　申し込み・問い合わせは、道営住宅
（中標津町）指定管理者　㈲アクロス
❸72-5515まで。

町立中標津病院からのお知らせ
　今年のインフルエンザワクチンは、
全国的にワクチン量の不足が見込まれ
ており、納入時期も例年より遅れる予
定です。そのため、現時点でワクチン
接種の開始日は決まっていませんが、
開始した際には次の日程で実施を予定
しています。開始日が決まりましたら

「特定健康診査」個別健診のお知らせ
　中標津町国民健康保険加入の方の個
別健診を、下記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53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　
・富沢内科医院
　�予約は不要です。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
　※�がん検診と一緒に受診できます

(別料金)。
料　　金　無料
実施期間　平成30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。

　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(11月分)
実施期間　�11月１日㈬～30日㈭
　　　　　毎週火～金曜日
受付時間　午前10時30分～午前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）
　　　　　�中標津町国民健康保険加入

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　10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（11月分）
実施場所　町立中標津病院

産婦人科外来
　　　　　古野医院
実施期間　町立中標津病院
　　　　　　11月１日㈬～30日㈭
　　　　　　毎週月～金曜日
　　　　　　（申込締切10月20日）
　　　　　古野医院
　　　　　　水曜日･祝日以外の診療日
受付時間　町立中標津病院
　　　　　　午前８時30分～午前11時
　　　　　古野医院
　　　　　　午前10時～午後１時
　　　　　　午後３時～午後５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
　申し込みは、中標津町保健センター
❸72-2733まで。

10月は国民健康保険税(第５期)
町道民税(第３期)の納期です
【納期限は10月31日】

　今月納期分の指定口座からの振替日
は10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。

～納期が既に経過しています～
○　町道民税（第１・２期）
○　固定資産税（第１～３期）
○　国民健康保険税（第１～４期）
○　軽自動車税

　納期限を過ぎた税は『滞納』となり
ます。納期を過ぎると納期内に納めた
方との公平性を保つため、未納者に対
しては納付の催告(催促)文書を送付し、
職場調査・預貯金調査等を行います。
　なお、納期限の翌日から納める日ま
での期間に応じ延滞金がかかります。
もう一度お手元の納付書をお確かめの
うえ、納付されていない方は早急に納
めてください。

＜休日・夜間相談窓口＞
夜�間�相�談�日

10月16日㈪　午後６時～午後８時

休�日�相�談�日
10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。
　なお、当日窓口では町税・国民健康
保険税のみ納めることができます。

消費税の軽減税率制度に関する
説明会の開催について

　平成31年10月に実施される消費税
の軽減税率制度に関する説明会を開催
します。
内　　容　・�軽減税率制度（軽減対象

品目、帳簿・請求書等の
記載方法、税額計算等）
の概要

　　　　　・�軽減税率制度へ対応する
ための中小事業者への支
援措置について

日　　時　10月25日㈬　
午後４時～午後５時

会　　場　トーヨーグランドホテル
※会場の収容人数には限りがあります。
　満席の際には、会場に入場できない
場合がありますのであらかじめ了承願
います。

税　　金税　　金

一　　般一　　般

きまりを守り明るいまちにしましょう（町民憲章より）
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8月31日現在住民登録人口

誕生 11人　 死亡 22人　 転入 52人　 転出 61人

町の人口 23,711（－20）
　 男 11,595（－12）
　 女 12,116（－ 8）
世 帯 数 11,115（＋ 2）

（　　）内は前月比

北海道スマイルキャラバンin中標津８月

25～27
日

　中標津空港前に広がる道立ゆめの森公園で「第30回じゃがいも伯爵まつり
＆ふれあい広場」が開催されました。
　今年は台風の影響が懸念されたためダンスイベントなどが中止となりました
が、当日は晴れ間も見え、たくさんの人たちが乗馬体験やイモ掘りなど、収穫
の秋を楽しみました。

　北海道日本ハムファイターズ主催の「北海道スマイルキャラバン」が開催され、Ｂ★Ｂや
元プロ野球選手、ファイターズガールなどの皆さんが中標津にきてくれました。

　25日㈮は計根別学園などでキャッチボールやダンス、26日㈯～27日㈰には、しるべっと広場でスポーツ体験
イベントなどを通じて子供たちと交流しました。土日２日間の来場者は約3,300名となり、大いに盛り上がった
イベントとなりました。

　中標津空港への格安航空会社（ＬＣＣ）就航誘
致に向けた講演会がトーヨーグランドホテルを会

場に開催され、根室管内の観光関係者など約350人が参加しました。
　ＬＣＣのピーチ・アビエーション副社長は講演で「就航には空港会
社と地元公共交通機関、地元自治体との連携が必要」と述べ、その後
行われた意見交換では、「中標津空港の特徴を生かすとともに情報を
発信していき、受入れ地域としての意識を高めていきたい」などの意
見が交わされました。

じゃがいも伯爵まつり＆ふれあい広場

中標津空港LCC就航誘致講演会９月

６
日

９月

3
日


