
空空ととみどりみどりの交流拠点の交流拠点

2021 令和３年

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

　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№699

医療従事者へエール
　医療従事者への感謝と新型コロナウイル
スの収束を祈って開催された「コロナに負
けるな！激励・撃退プロジェクト」。
　医療従事者のみなさんへ打ち上げ花火で
エールを送りました。

３
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●受付時間延長●　…４月１日㈭、２日㈮　20時まで
　　　　　　　　　　　延長窓口　住民保険課（戸籍住民係　国保・高齢者医療係　保険年金係）
　　　　　　　　　　　　　　　　上下水道課　福祉課　介護保険課　子育て支援室　学校教育課
●休日窓口開設日●　…４月３日㈯、４日㈰　９時～17時まで
　　　　　　　　　　　開設窓口　住民保険課（戸籍住民係）のみ

　年度始めは、転入などの手続きにより受付窓口が大変混雑します。
　つきましては、以下のとおり休日窓口の開設および受付窓口の時間延長を行いますので、ご利用ください。

※手続きされる方は、時間に余裕をもってお越しください。
※詳しくは、担当課までお問い合わせください。

詳しくは、福祉課 社会福祉係まで。

　日本赤十字社北海道赤十字血液センターでは、全道各地で移動献血車を運行し、献血をお願いしています。
　中標津町においても毎年、移動献血車により町内事業所のご協力のもと、町民のみなさんに献血を呼びかけてい
ますが、献血協力者数は減少しています。
　献血は、16歳から行うことができますので、若年層の方々も、ご協力をいただきますようお願いします。
　また、献血会場では、職員の健康チェックや手指消毒、会場の良好な衛生環境の保持等、新型コロナウイルス感
染症対策を徹底していますので、安心してご利用いただけます。
　令和３年度につきましても４・６・７・８・10・11・12・２月に町内巡回を予定していますので、多くの方々の
ご協力をお願いします。
　詳しい日程が近づきましたら、町ホームページ・FMはな等でお知らせしますのでご確認ください。

献血にご協力ください� 献血にご協力ください� 

中標津町における献血実績 （人）
場　　　　　　　　　　　　　所

役　場 警察署 あるる 東　武 JA
中標津

JA
計根別 左記以外 中標津町

全体

年
　
　
　
　
度

29
実 施 月 4・8・12 6・12 8・2 10・2 6・12 2 4・6・8・10・2 4・6・8・10・12・2

献血人数 130 50 50 73 49 12 284 648

30
実 施 月 4・8・12 6・12 8・2 10・2 6・12 6・2 4・6・8・10・12・2 4・6・8・10・12・2

献血人数 156 58 86 89 70 35 241 735

1
実 施 月 4・8・12 6・12 8・2 10・2 6・12 6・2 4・6・8・10・2 4・6・8・10・12・2

献血人数 148 57 78 84 50 37 232 686

休日窓口の開設および受付窓口の時間を延長します休日窓口の開設および受付窓口の時間を延長します

広告
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申し込み・問い合わせは、教育委員会 管理課 総務係まで。

申込期間　３月８日㈪～４月２日㈮
　　　　　※ 成績証明書、在学証明書などが必要となります。
　申請書類は申込期間中に教育委員会で直接受け取るか、町ホームページから
ダウンロードしてください。
　貸付の決定は、育英資金運営委員会による審査後の４月下旬となる予定です。

　教育委員会では、令和３年度の育英資金貸付金の利用者を募集しています。利用者の対象は、町民の方で高等学校
以上の教育を受けようとする方です。

中標津町育英資金貸付金の利用者を募集します

高等学校 高　　専 大学・短大・専修学校

修学資金（年額） １２万円以内 １８万円以内 ２４万円以内

入 学 一 時 金 １０万円以内 １５万円以内 ２０万円以内

老人クラブ
加入の加入の
ご案内ご案内

　中標津町老人クラブ連合会では、
概ね60歳以上の方の地域老人クラ
ブへの加入をお勧めしております。
　概ね60歳以上の方なら随時入会
できますので、入会を希望される方
や興味のある方は、事務局までご連
絡ください。

中標津町老人クラブ連合会事務局
〒086-1110　中標津町西10条南９丁目１番地４

❸７９－１２３１　❹７９－１２３３
（総合福祉センター　中標津町社会福祉協議会）

問い合わせ先

　毎月、釧路年金事務所による年金相談所（出張相談所）が開設されます。
　相談は「完全予約制」ですので、ご希望の方は、釧路年金事務所に電話でご予約ください。

■開設時間
　１日目　13時～17時　
　２日目　９時～14時
■開設場所
　中標津町役場　会議室
■予 約 先
　日本年金機構　釧路年金事務所　
　❸0154-61-6000 または❸0154-61-6001
　◦いずれの電話番号にかけても、同じ自動音声が流れます。
　◦ 最初の音声案内で「１」を押し、次の音声案内で「２」を押してく

ださい。「お客様相談室」につながります。
　◦�ご予約の際は、年金手帳や年金証書など、基礎年金番号のわかるも

のをお手元にご用意ください。

　ご予約いただくことによって、スムーズに相談を受けるこ
とができます。

【予約相談実施時間】
　月　曜　日：８時30分～18時
　火～金曜日：８時30分～16時
　第２土曜日：９時30分～15時

予約受付専用電話　❸0570-05-4890
【受付時間：月～金曜日（平日）８時30分～17時15分】

釧路年金事務所年金相談所開設日程のお知らせ令和３年度

令和３年度　開設日程表
令和３年４月 ６日㈫～７日㈬

５月 11日㈫～12日㈬
６月 ８日㈫～９日㈬
７月 ６日㈫～７日㈬
８月 ３日㈫～４日㈬
９月 ７日㈫～８日㈬
10月 ５日㈫～６日㈬
11月 ９日㈫～10日㈬
12月 ７日㈫～８日㈬

令和４年１月 11日㈫～12日㈬
　　　　 ２月 ８日㈫～９日㈬

         ３月 ８日㈫～９日㈬

直接、釧路年金事務所で相談される場合も「予約相談」をご利用ください
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引っ越しの際のごみの出し方について

　近年、注射針や包丁、カミソリ等、危険・有害ごみに該当するものが資源ごみで排出されていた
り、使用済みマスクが資源ごみで排出されている状況が多く見られます。資源ごみの分別は従業員
が手作業で行なっているため、怪我や感染症の恐れがあります。大変危険なので、ごみの分別の徹
底をよろしくお願いします。分別の仕方がわからない等ありましたら、ごみの分別冊子を活用する
か、生活課 環境衛生係までお問い合わせください。

問い合わせは、生活課 環境衛生係まで。

ごみの分別のお願い

大量のごみが出た場合は

●収集日を変更しています

　「家電リサイクル対象品」
　　テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン
　「パソコンリサイクル対象機器」
　　デスクトップパソコン、ノートパソコン、ディスプレイ、ディスプレイ一体型パソコン
　「処理困難物」
　　タイヤ、消火器、廃油、バッテリー、除雪機等

●粗大ごみとして出せないもの

●粗大ごみとは
　指定ごみ袋からはみ出すもの。
　指定ごみ袋に入れて、重さで破けてしまうもの。

●粗大ごみの出し方
　ごみ一品に対し、「粗大ごみ処理証紙」を一枚貼ってください。
　「粗大ごみ処理証紙」は中標津町指定ごみ袋等販売店にて１枚220円で販売しています。
　「燃やせないごみの日」に収集しますので、８時30分までにご家庭で設置されたごみ箱の付近に出してください。

●粗大ごみを出すときの注意点
　箱のようなものを出すときは、中にほかのごみを入れないでください。（例）タンス、衣装ケースの中
　ピアノやソファーなど、大型で重量のあるものは、排出日や場所を役場に事前に連絡してください。

　大掃除や引越しなどで、一度に大量のごみが出た
場合は、ごみの収集に出さずに最終処分場へ持込願
います。
▽所 在 地／中標津町東当幌６番地11
▽搬入時間／10時～12時、13時～17時
　　　　　　（12時～13時は閉場となっています）
▽手 数 料／10kgまで 90円（一般家庭）
　　　　　／10kgまで130円（事業所）

　燃やせないごみ・粗大ごみの収集が令和２年７月１日より以下のとおり変更となっています。
　【変更前】　毎週（地区ごとに週１回）収集
　【変更後】　第１・３・５週（地区ごとに２週間に１回）　収集
　※その他
　　・収集日が祝日の場合は、翌週の同じ曜日に収集します。
　　・市街地地区、計根別地区が変更の対象となります。
　　・「燃やせるごみ」「資源ごみ」の収集は変更ありません。
　　・収集する曜日に変更はありません。
　　・郡部地区の収集については変更ありません。

中標津町一般廃棄物最終処分場

←計根別

↓釧路

標津→

道立ゆめの森公園

緑ヶ丘森林公園

中標津空港

中標津町役場

中標津市街

中標津町一般廃棄物最終処分場
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畜産食品加工研修センターからのお知らせ畜産食品加工研修センターからのお知らせ

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。

～ 令和３年度　研修会の開催について ～

　畜産食品加工研修センターでは、地域農業や地
場産物への理解を深めていただくことを目的とし
て、以下のとおり乳製品や食肉製品の製造体験研
修会を開催します。
　この機会にソーセージやチーズ作りなどを体験
してみませんか？

　◦開　催　日　�各研修の開催スケジュールについては町ホーム
ページでご確認いただくか、以下までお問い合わ
せください。

　◦受 付 期 間　参加希望日の前月１日～15日

　◦申 込 方 法　申込書をFAX、郵送、または直接センターへ提出
　　　　　　　　（�申込書は町ホームページよりダウンロードして

ください）
　　　　　　　　�各回抽選とさせていただいています。参加決定した方には、参加希望日の前月25日までに決定

通知書を送付します。

　◦持　ち　物　マスク、昼食（白衣、三角巾、当センターにて貸し出します）

　◦注 意 事 項　都合により日程の変更、または中止となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
　　　　　　　　昼食・飲み物等は、各自ご持参ください。
　　　　　　　　現在、新型コロナウイルス蔓延防止のため７人を超える団体の受付は行なっていません。

※ 現在、新型コロナウイルス感染拡大防止の対策の一環として１研修あたりの受け入れ人
数を５人前後とさせていただいています。参加者が５人より前後する場合は、上記金額
も増減する可能性がありますのでご了承ください。

【１人あたりの研修料金】(参加者が５人の場合)

【申し込み・受付について】

ソーセージ
（約２㎏）

（10時～14時頃）

ソーセージ
（約２㎏）

ハム
（約1.6㎏）

（10時～15時頃）

ソーセージ
（約２㎏）
ベーコン
（約1.6㎏）

（10時～15時頃）

ゴーダ・マリボー・
ストリング・カチョ
カバロのいずれか

（約２㎏）
（10時45分～15時頃）

チェダーチーズ
（約２㎏）

（10時45分～15時頃）

11月

～

４月
4,190円 9,880円 9,280円 3,622円 3,852円

５月

～

10月
4,080円 9,760円 9,160円 3,490円 3,720円
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問い合わせは、生活課 環境衛生係まで。

　犬の飼い主には飼い犬の登録をすることと狂犬病予防注射を受けさせることが狂犬病
予防法により義務付けられており、違反したものは20万円以下の罰金に処せられます。
犬の登録は生涯に１回、狂犬病予防注射は年に１回受けさせなければなりません。狂犬病予防注射は室内犬、室外
犬関係なく、打たなければならないので、必ず接種をお願いします。
　狂犬病は、現在国内での感染は確認されていませんが、隣国で発生している地域も多く国内にも広まってくる可
能性も皆無ではありません。
　みなさんの大切な愛犬を守るためにも、予防注射の接種をお願いします。

狂犬病予防注射接種のお願い

問い合わせは、企画課 行政改革・協働推進係まで。

　自治を取り巻く多くの課題を解決するため、町民、議会及び
行政は、国内外の様々な交流によって得られる経験・知識・技
術を活かし、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を
実現するため、町民が主体の自治の確立に取り組むことを定め
ています。

　条例は、施行後、初期の目的が達成されているか、定期的に
見直しをすることが必要です。
　この条例では、本町の自治の基本に関する事項を定めていま
すが、自治の課題は、社会経済情勢の変化や時間の経過ととも
に変化していくものであることから、５年を超えない期間ご
とに、条例及び条例に基づく制度が適正に運用されているかを
チェックし、必要に応じ見直しを行うことで、常に最新の自治
の課題に対応できる内容を備えるために定めるものです。
　このような意味から、時代の要請に応え、社会情勢の変化に
対応することができる条例とするため、条例の見直しにあたっ
ては、町長から「中標津町自治推進会議」へ見直しについての
諮問を行うこととしています。
　なお、見直すことが適当であると判断したときは、必要な措
置を講ずるものとすることを定めています。

中標津町自治基本条例中標津町自治基本条例
『第36条（国内外との交流）』『第36条（国内外との交流）』

『第37条（条例の見直し）』『第37条（条例の見直し）』

解　説

次回は中標津町自治基本条例の第38条（中標津町自治推進会議）について紹介します！

（国内外との交流）
第36条�　町民、議会及び行政は、国

内外の様々な人々や団体との
交流を深め、安心して心豊か
に暮らすことのできる地域社
会を築くため、得た経験、知
識及び技術を活かし、町民が
主体の自治の確立に取り組み
ます。

（条例の見直し）
第37条�　この条例の見直しは、施行

の日から起算して５年を超え
ない期間ごとに行います。

２　�町長は、前項に規定する見直しに
当たっては、次条に定める中標津
町自治推進会議に、必要な意見を
求めます。

３　�議会及び町長は、前２項に規定す
る検討の結果を踏まえ、この条例
とこの条例に基づく制度を見直す
ことが適当であると判断したとき
は、必要な措置を講じます。

中標津町自治基本条例
第９章　連携及び交流

第10章　条例の見直し

条例本文

みんなでみんなで中中
ま ちま ち

標津標津づくりに参加しよう づくりに参加しよう ～自治基本条例～～自治基本条例～
その23
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3

申し込み・問い合わせは、教育委員会 管理課 総務係まで。

申込期間　３月８日㈪～４月２日㈮
　　　　　※ 成績証明書、在学証明書などが必要となります。
　申請書類は申込期間中に教育委員会で直接受け取るか、町ホームページから
ダウンロードしてください。
　貸付の決定は、育英資金運営委員会による審査後の４月下旬となる予定です。

　教育委員会では、令和３年度の育英資金貸付金の利用者を募集しています。利用者の対象は、町民の方で高等学校
以上の教育を受けようとする方です。

中標津町育英資金貸付金の利用者を募集します

高等学校 高　　専 大学・短大・専修学校

修学資金（年額） １２万円以内 １８万円以内 ２４万円以内

入 学 一 時 金 １０万円以内 １５万円以内 ２０万円以内

老人クラブ
加入の加入の
ご案内ご案内

　中標津町老人クラブ連合会では、
概ね60歳以上の方の地域老人クラ
ブへの加入をお勧めしております。
　概ね60歳以上の方なら随時入会
できますので、入会を希望される方
や興味のある方は、事務局までご連
絡ください。

中標津町老人クラブ連合会事務局
〒086-1110　中標津町西10条南９丁目１番地４

❸７９－１２３１　❹７９－１２３３
（総合福祉センター　中標津町社会福祉協議会）

問い合わせ先

　毎月、釧路年金事務所による年金相談所（出張相談所）が開設されます。
　相談は「完全予約制」ですので、ご希望の方は、釧路年金事務所に電話でご予約ください。

■開設時間
　１日目　13時～17時　
　２日目　９時～14時
■開設場所
　中標津町役場　会議室
■予 約 先
　日本年金機構　釧路年金事務所　
　❸0154-61-6000 または❸0154-61-6001
　◦いずれの電話番号にかけても、同じ自動音声が流れます。
　◦ 最初の音声案内で「１」を押し、次の音声案内で「２」を押してく

ださい。「お客様相談室」につながります。
　◦�ご予約の際は、年金手帳や年金証書など、基礎年金番号のわかるも

のをお手元にご用意ください。

　ご予約いただくことによって、スムーズに相談を受けるこ
とができます。

【予約相談実施時間】
　月　曜　日：８時30分～18時
　火～金曜日：８時30分～16時
　第２土曜日：９時30分～15時

予約受付専用電話　❸0570-05-4890
【受付時間：月～金曜日（平日）８時30分～17時15分】

釧路年金事務所年金相談所開設日程のお知らせ令和３年度

令和３年度　開設日程表
令和３年４月 ６日㈫～７日㈬

５月 11日㈫～12日㈬
６月 ８日㈫～９日㈬
７月 ６日㈫～７日㈬
８月 ３日㈫～４日㈬
９月 ７日㈫～８日㈬
10月 ５日㈫～６日㈬
11月 ９日㈫～10日㈬
12月 ７日㈫～８日㈬

令和４年１月 11日㈫～12日㈬
　　　　 ２月 ８日㈫～９日㈬

         ３月 ８日㈫～９日㈬

直接、釧路年金事務所で相談される場合も「予約相談」をご利用ください

全枠

半枠

４分の１枠

有料広告を募集中！

広告をのせませんか？

町内全世帯へ毎月配布 どのような広告が載せられるのか
　広報なかしべつは、町内のおよそ11,300世帯
に毎月配布しています。町内に住むすべてのみな
さんの目に留まる可能性があります。
　ぜひ、広告、ＰＲなどにお役立てください。

　これまで、「従業員の募集」や「施設の入居者
募集」、「イベントの案内」など、いろいろな実績
があります。
　まずは以下の担当までご相談ください。

町では、広報なかしべつに掲載する広告を募集しています。
広報なかしべつは、中標津町内にお住いの全世帯へ配布しており、広告の効果は抜群です。
日本国内に事業所のある事業者や団体であれば掲載できますので、ぜひご相談ください。

広報なかしべつに

問い合わせは、総務課 情報化推進・広報調査係まで。

２０，０００円／１回
縦１０㎝ × 横１８㎝

１０，０００円／１回
縦５㎝ × 横１８㎝

５，０００円／１回
縦５㎝ × 横９㎝
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第２期中標津町都市計画マスタープランの内容は、広報４月号に「概要版」を折込みます。
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ニュースニニュースニューニューススススニュニュュュ ススニニニ ースースニュニュースニニュ ニュースニニュースニューニューススススニュニュュュ スースーニニニ ースースニュニュースニニュニュースニュースニュース de ニュースニュースニュース
　これまで、暴風雪等で発生した事件、
事故、救急搬送車両の現地までの誘導
については、中標津町と釧路方面中標
津警察署と相互に協力する体制をとっ
て対応してきましたが、重大な事故や
災害時等の初動対応の枠組みとして、
協定を結ぶことにより住民の生命や身
体の保護につながるとして、除雪車出
動に関する協定が締結されました。
　これまでの協力体制と変わりなく正
式に協定を締結したものであり、今後
も暴風雪等により警察官が現場にたど
り着くことができず、警察の初動対応
に遅れが生じるといったことのないよ
う、中標津町としても引き続き中標津
警察署と協力し、町民みなさんの安全
と安心を守っていきます。

コ
ロ
ナ
に
負
け
る
な
！ 

激
励
・
撃
退
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

6・7
日

　なかしべつ祭り実行委員会は、新型
コロナウイルス感染症拡大により中止
となった「第46回なかしべつ冬まつ
り」に代わるイベントとして、医療従
事者への感謝と新型コロナウイルスの
収束を祈って「コロナに負けるな！激
励・撃退プロジェクト」を２日間にわ
たり開催しました。
　町立中標津病院駐車場としるべっと
広場には、イルミネーションやアイス
キャンドル、氷像などが飾られ、花火
も打ち上げられました。

２月

除
雪
車
出
動
に

関
す
る
協
定

10
日

２月

申し込み・問い合わせは、総務課 職員係 まで。

中標津町職員（技術職）募集お知らせ中標津町職員（技術職）募集お知らせ

募集職種・採用予定人員
　技術職（土木）　若干名
採用予定日　
　令和３年４月１日以降（採用日は合格者と協議のうえ決定します）
受験資格　
　昭和55年４月２日以降に生まれた方で、次の⑴～⑵のいずれかに該当する方
　⑴最終学歴が高等学校以上で、１級もしくは２級土木施工管理技士または技術士（建設部門）の資格を有する方
　⑵ 最終学歴が高等学校以上で、次に掲げる業種の民間企業等で設計、施工監理または構造物の維持管理に係る職

務経験が３年以上ある方
　［業種］
　　 土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、機械器具設置工事業、電気

通信工事業、造園工事業、さく井工事業、水道施設工事業
　※令和３年１月１日現在、中標津町に本社を置く建設業の企業に勤務している方を除く
応募締切
　随時受付中　※募集状況によって予告なく募集を締め切る場合があります。
試験日程　
　一次試験：書類選考
　二次試験：個別に通知します
　提出書類など、詳細は町ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

　令和３年４月１日以降に採用する職員を募集しています。

受験資格（民間企業等
での職務経験）を変更
しています！

詳細はこちら
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　停電時には、エアコン、電気ヒーター、コタツ、床暖房等は使えなくなります。電気を使わない暖房器具
や防寒グッズが必要不可欠です。日頃から備えている災害時の非常持ち出し品以外にも停電時に役立つもの
として以下のものを用意しておきましょう。

　町公式アカウントでは、日ごろから町の各種情報をお伝えしていますが、災害時には、地震、吹雪、公共
交通機関の運行状況など災害時に役立つ情報をお届けします。
　町公式ホームページにアクセスし以下のアイコンをクリックするか、アプリ内で「中標津町」と検索！

◦カセットコンロ、ガスボンベ　◦懐中電灯
◦湯たんぽ　　　　　　　　　　◦モバイルバッテリー
◦ガスストーブ、石油ストーブ　◦携帯ラジオ
◦防寒着、毛布　　　　　　　　◦生活用水
◦簡易トイレ　　　　　　　　　◦使い捨てカイロ

詳しくは、総務課 防災係まで。

じゃがいもずきん
「ききぼう」くん

防災ワンポイント もし真冬に停電が起きたら第86回

停電に備えて用意するもの

電気を使わない防寒グッズ電気を使わない防寒グッズ

中標津町公式SNS（Facebook、Twitter）

　平成30（2018）年９月に発生した北海道胆振東部地震では、最大震度７の地震を観測
し、北海道全域で大規模停電（ブラックアウト）が発生しました。
　胆振東部地震は９月に発生しましたが、真冬の厳寒期に長時間の停電となると、電気の
必要な暖房器具等は使えなくなり、冬の寒さが厳しい地域では、室内にいても寒さによる
低体温症や凍死のリスクがあります。
　いつ停電が復旧するか分からない状況のため、いつでも暖をとれるよう今一度、家庭内
の備蓄品などを確認しましょう。

マメ情報
　災害時には、情報収集や連絡手段、テレビやラジオに代わる情報源、ストレス解消のツールとしてスマー
トフォンを利用する機会は多くなることが予想されます。
　現在は、モバイルバッテリーなどの普及により、長時間にわたって携帯を使用することが可能となってい
ますが、無駄なバッテリーの消費を抑えるため、災害時には以下のことに注意しましょう。

　また、電力復旧までに長時間を要する場合は、臨時の携帯充電用スペースが設けられる場合もありますの
で、災害時には、町公式FacebookやTwitterなどで情報配信しますので、ご確認ください。

○スマホ画面（ディスプレイ）を暗くする。
　�　電池をもっとも消費するのはディスプレイです。画面の自動オフ（消
灯）までの時間を短くすることも有効です。

○通信状態が悪くなったら「機内モード」に切り替える。
　�　災害によっては、通信しづらい状況になる場合があります。スマホが
電波を探すために電池を消費することになるので、通信機能をオフにす
る「機内モード」に切り替えることで電池の消費を抑えることができます。

○「低電力」や「省電力モード」を選択する。

中標津町
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　「朝、なかなか起きられない」「休日は寝だめをする」「日中に強い眠気に襲われる」こ
んなことありませんか？
　健やかな睡眠は『こころ』と『からだ』の疲労を回復させる働きがあります。そのため
睡眠不足になると、だるさや眠気につながり、集中力も低下します。日々の生活に支障を
きたし、極端な場合には事故につながることもあります。また、事故につながらなくても、
この状態が長く続くと生活習慣病やうつ病などになるおそれがあります。

　必要な睡眠時間は個人差があり、季節によって
も変化します。また、年齢を重ねると睡眠時間は
短くなります。自分に合った睡眠時間を見つけま
しょう。

　目が覚めたら日光を取り入れ、体内時計をリ
セットしましょう。

　背景に、睡眠の病気の可能性があるので、医療
機関を受診しましょう。

　眠ろうという意気込みが頭を冴えさせます。眠
れないときは一度起き、眠くなったら再度布団に
入りましょう。

　長い昼寝はかえってぼんやりのもとになります。
夕方以降の昼寝は夜の睡眠に悪影響です。

　睡眠薬代わりの寝酒は、深い睡眠を減らし夜中
に目覚める原因となります。晩酌は就寝４時間前
に！

　就寝４時間前にはカフェインの摂取、１時間前
には喫煙を避けましょう。軽い読書や、筋弛緩ト
レーニング（体の一部の筋肉を緊張→緩めるを繰
り返す）、就寝２時間前の入浴（ぬるま湯に浸る）
がおすすめです。

　食事と運動は体内時計に影響します。朝食は心
と体の目覚めに重要です。運動習慣は熟眠を促し
ます。

　長時間眠っても、日中の眠気で仕事や学業に支
障がある場合は医療機関へ相談し、車の運転や事
故に注意してください。

　早寝早起きではなく、まずは早起きを続け、早
寝につなげていきましょう。

　布団で長く寝すぎると、熟眠感が減ります。眠
りが浅い日が続く場合は遅寝・早起きにしてみま
しょう。

　一定時刻に服用し、就床します。アルコールと
の併用は禁物です。

　ストレスや悩みがあると一時的に眠れなくなることはよくあることですが、長期的に続くときは、医療機関を受
診しましょう。保健センターへもお気軽にご相談ください。

※厚生労働省　精神・神経疾患研究委託費　睡眠障害の診断・治療ガイドライン作成とその実証的研究班　参考

中標津町保健センター　健康推進課 健康推進係

問い合わせは、中標津町保健センター 健康推進課 健康推進係  ❸７２－２７３３まで。

ぐっすり眠る12のポイントぐっすり眠る12のポイント

睡眠時間は人それぞれ、
日中の眠気で困らなければ十分

光の利用で良い睡眠

睡眠中の激しいイビキ・呼吸停止や
足のぴくつき・ムズムズ感は要注意

眠たくなってから布団に入る、
就寝時間にはこだわりすぎない

昼寝をするなら、
15時前の20～30分間

睡眠薬代わりの寝酒は不眠のもと

刺激物を避け、
眠る前には自分なりのリラックス法

規則正しい３度の食事、
規則的な運動習慣

十分眠っても
日中眠気が強い時は専門医へ

毎日同じ時間に起きよう

眠りが浅いときは、
むしろ積極的に遅寝・早起き

睡眠薬は医師の指示で
正しく使えば安全

なかなか健康なかしべつ～こころの健康づくり～

毎日ぐっすり眠れていますか？

～できるところから取り組んでみましょう～

❽

❾

�

�

�

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼
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　こんにちは！今年は昨年より寒い日が続いておりますが皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。昨年の冬は家
で映画を見たりして室内で過ごすことが多かったですが、今年の冬は雪で滑り台を作ったり（笑）ミニスキーやそ
り滑りに挑戦したりと道東の冬を満喫しています。
　また、長靴アイスホッケーに参加する機会をいただき、
練習なしのぶっつけ本番で試合に出場しました。スティッ
クがボールに当たらず転んでばかりでしたが、敵味方関係
なく周囲の方々が温かく見守ってくださったおかげで、人
生初の長靴アイスホッケーは想像以上に楽しく、またひと
つ道東の魅力を知ることができました。長靴アイスホッ
ケーは柔らかいゴムボールを使用し、文字通り長靴を履い
てプレーするので、スケートが苦手な方はもちろん、子ど
もから大人まで男女関係なく楽しめると思いました！町内
の方で、まだ長靴アイスホッケーをされたことがない方はすごくおすすめなので是非挑戦してみてください！

　またアイスキャンドル作り体験もしました。初めて見るアイスキャ
ンドルの綺麗さにうっとりしました。観光協会では容器を変えたり、
ロウソクと一緒に飾りを入れたりしてオリジナルアイスキャンドルを
作っています。皆さんも是非アイスキャンドルをご自宅に飾って冬を
満喫してみてはいかがでしょうか。

地域おこし協力隊が行く� 其の
60

中標津町地域おこし協力隊  田
た

中
なか

　美
み

希
き

メールアドレス　tanaka@kaiyoudai.jp

相談は、中標津町消費生活センター（役場生活課内）まで。

契約は慎重に！契約は慎重に！
　2015年２月から光回線サービスの卸売りが始まり、多数の事業者が独自のサービスプ
ランを展開しているため電話勧誘も増えています。電話の相手から料金が安くなる、今な
らキャンペーンでキャッシュバックがあるなど、利点だけの説明で内容がわからないまま
契約をしてしまうと、実際は有料サービスの追加が必要で料金が高額になるなど思いがけ
ないトラブルになることがあります。

◦�相手が大手通信事業者の代理店やコールセンターなどと名乗って電話をかけてきても、できるだけ事業者名や連絡
先などをしっかり確認するようにしましょう。

◦�長期契約になるためすぐに判断せず、どのような内容なのか、利用料金や解約の条件、自分に合った内容なのか、
現在契約中の内容とどう違うのか、ほかの事業者ではどのような内容で料金はいくらなのかなど、比較、検討して
みることも必要です。

◦�光回線と携帯電話のセットが条件の割引を利用している場合、通信事業者が変更になることで割引がなくなり以前
より料金が高くなってしまうこともあります。相手の言葉に惑わされず、契約前に本当に必要なのかよく考えて、
必要なければはっきり断りましょう。

「ひとりで悩まずにまずは相談を�」みなさんへのアドバイス

知っ得
くらしの

ガイド
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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、中標津町緊急情報メール（キキボ
ウ）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

14

に卒業見込みの方など
受付期間
〇海上保安官（大卒課程）
　インターネット　
　　３月26日㈮～４月７日㈬
　郵送・持参
　　３月26日㈮～29日㈪
〇海上保安学校
　インターネット
　　３月26日㈮～４月２日㈮
　郵送・持参
　　３月26日㈮～29日㈪
試験日程
〇海上保安官（大卒課程）
　　６月６日㈰
〇海上保安学校
　　５月16日㈰
そ の 他
　 　申込方法、試験内容等は、人事院

ホームページ国家公務員試験情報Ｎ
ＡＶＩをご覧ください。

　問い合わせは、根室海上保安部 管
理課  ❸0153-24-4183まで。

　　知っていますか？　　
道の「苦情審査委員」制度

　道が行なった業務や制度の内容を審
査する制度が、「北海道苦情審査委員」
制度です。みなさん自身の利害に関す
る苦情であれば、苦情審査委員に申立
てができます。みなさんに代わって、
苦情審査委員が公正で中立的な立場か
ら、道の関係機関に対し、必要な調査
等を行います。審査の結果、道の業務
に不備な点や制度に問題があるときは、
道の機関に是正や改善を求めます。も
ちろん、個人情報の保護にも十分配慮
します。
　問い合わせは、北海道総合政策部知
事室道政相談センター  ❸011-204-
5523まで。

「フレッシュミズのつどい」
開催中止のお知らせ

　結婚10年目までの奥様と新規就農
された奥様を対象とし、お互いの親睦
を深めることを目的とした『フレッ
シュミズのつどい』は例年３月頃開催
しておりましたが、新型コロナの感染
拡大防止のため昨年に続きやむを得ず
中止とします。本イベントには多数の
方の参加と好評をいただいております
が、新型コロナが終息した段階で開催
を検討しますのでご理解願います。
　問い合わせは、中標津町農業委員会
庶務係まで。

　　　　　② 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。

　北海道警察官採用試験の　
お知らせ

受付期間　３月１日㈪～４月２日㈮
試 験 日　５月９日㈰
採用予定人員
○男性Ａ区分　125人程度　
○女性Ａ区分　 40人程度　
○男性Ｂ区分　 40人程度　
○女性Ｂ区分　 15人程度　
募集区分
○男性・女性Ａ区分
　・ 学校教育法による大学（短期大学

を除く）等を卒業した方（令和４
年３月末日までに卒業見込みの方
を含む）

○男性・女性Ｂ区分
　・ Ａ区分以外の方（学校教育法によ

る高等学校に在学中の者を除く）
募集年齢　
　Ａ・Ｂ区分とも平成元年４月２日か
ら平成16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 警務
課  ❸72-0110まで。

　海上保安官（大卒課程）・　
海上保安学校学生募集

　海上保安庁では、海上保安官および
令和３年10月期採用の学生を募集し
ます。海上保安官（大卒課程）は、海
上保安大学校において２年間の研修を
実施します。海上保安学校学生は、同
校において船艇乗組員として１年間の
教育を受けます。
待　　遇
　海上保安学校は、入学金、授業料が
一切不要で、学生は海上保安官と同様
に、入学と同時に国家公務員としての
身分を与えられ、毎月の給与やボーナ
スが支給されます。
受験資格
〇海上保安官（大卒課程）
　 　平成３年４月２日以降生まれの方

で、大学（短期大学を除く）を卒業
した方および令和３年３月までに卒
業する見込みの方など

〇海上保安学校学生
　 　令和３年４月１日において高等学

校または中等教育学校を卒業した日
の翌日から起算して13年を経過し
ていない方および令和３年９月まで

ありますのでご注意ください。
※ 受給者（父等）のみ、また児童のみ

が転入・転出するときに手続きが必
要な場合があります。

※ 中学３年生までの児童を養育してい
て受給していない方はお問い合わせ
ください。

※ 公務員の方は勤務先所属庁から支給
されます。

　詳しくは、子育て支援室 子育て支
援管理係まで。

年金相談所開設のお知らせ
開設日時
　４月６日㈫　13時～17時
　４月７日㈬　９時～14時
開設場所
　中標津町役場　２階202号会議室
　予約申し込みは、釧路年金事務所
❸0154-61-6000または❸0154-61-
6001まで。
※ 電話をかけると自動音声が流れます。

最初の案内で「１」を、次の案内で
「２」を押してください。お客様相
談室につながります。

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

３月20日㈯ 休　み 休　み

　詳しくは、生活課 環境衛生係まで。

　　　３月定例会の　　　
開催予定について

日　　程　３月８日㈪～18日㈭
場　　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。

家庭菜園使用者募集
　暖かくなったら家庭菜園で野菜を栽
培してみませんか？
利用資格　中標津町に居住している方
申込受付　４月１日㈭から
使 用 料　１区画2,000円（72㎡）
使用期間　５月12日㈬から
　　　　　10月31日㈰まで
場　　所　中標津町東21条北４丁目
そ の 他　① 肥料および害獣被害防止

柵などは各自でご対応願
います。

March 3
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預金調査などの財産調査の後、差押え
等の滞納処分を行うこととなりますの
で、定められた納期限までに納めるよ
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
３月16日㈫　18時～20時

休 日 相 談 日
３月28日㈰　９時～17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。

確定申告期間の延長について
　国税庁では、令和２年分所得税及び
復興特別所得税、贈与税、消費税及び
地方消費税（個人事業主）の申告・納
付期限を全国一律で４月15日㈭まで
延長することとしました。
　これに伴い、中標津町役場での確定
申告相談期間も４月15日㈭まで延長
することとしましたのでお知らせしま
す。なお、受付時間は９時から16時
30分までです。
　問い合わせは、根室税務署❸0153-
23-3261または税務課 住民税係まで。

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・転出したとき
●公務員になったとき・退職したとき
● 児童が児童福祉施設等に入退所した

とき
●養育する児童が増減したとき
※手続きに必要なもの
　・印鑑
　・受給者名義の口座がわかるもの
　・健康保険証またはその写し
　　（出生のときは扶養者の健康保険証）
　・ 個人番号カードまたは個人番号通

知カード（通知カードの場合、運
転免許証等本人確認ができるもの
の提示が必要）

※ 手続きが遅れた場合、受給できるは
ずの手当が受けられなくなることが

個人負担で接種できます。
実施場所　 町立中標津病院
　　　　　石田病院
　　　　　富沢内科医院
　　　　　中標津こどもクリニック
実施期間　３月31日㈬まで
　問い合わせは、中標津町保健セン
ター  ❸72-2733まで。

風しん抗体検査のお知らせ
　風しんの予防接種は、現在、予防接
種法に基づき公的に行われています。
しかし、公的な接種を受ける機会がな
かった昭和37年４月２日から昭和54
年４月１日に生まれた男性は、抗体保
有率がほかの世代に比べて低く（約
80%）なっています。そのため対象
の方の風しん抗体検査・予防接種を無
料で行なっています。
実施場所　町立中標津病院
　　　　　石田病院
　　　　　富沢内科医院
　　　　　 中標津こどもクリニック

（要予約）
実施期間　３月31日㈬まで
対　　象　 昭和41年４月２日～昭和

47年４月２日生まれの男
性、もしくは令和元年度未
実施者の方（昭和47年４
月２日～昭和54年４月１
日生まれの男性）

料　　金　無料
　問い合わせは、中標津町保健セン
ター  ❸72-2733まで。

３月は国民健康保険税(第10期）
の納期です【納期限は３月31日】

　今月納期分の指定口座からの振替日
は３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（全て）
○ 固定資産税（全て）
○ 国民健康保険税（第１～９期）
○ 軽自動車税（種別割）

　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
る方との公平性を保つため、職場調査・

「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特
定健康診査を、次の医療機関で実施し
ています。
医療機関・予約方法　
・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。
・石田病院　❸72-9112
　石田病院へご予約ください。
・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

❸0154-37-3370
　 釧路がん検診センターへご予約くだ

さい。　
　※ がん検診と一緒に受診できます

（別料金）。
実施期間　３月31日㈬まで
対　　象　 中標津町国民健康保険加入

の40～74歳の方
※ 昭和56年３月31日以前に生まれた

方で検診日に75歳未満の方
料　　金　無料
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。

　詳しくは、中標津町保健センター  
❸72-2733まで。

小学校入学予定児の麻しん風しん
混合ワクチン第２期予防接種のご案内

　令和３年度入学予定児の麻しん風し
ん混合ワクチン第２期の予防接種につ
いて、無料で受けられる期間が３月末
までとなっています。母子手帳を確認
し、まだ受けていない方は忘れずに接
種しましょう。
実施場所　町立中標津病院小児科外来
　　　　　中標津こどもクリニック
対　　象　 平成26年４月２日～平成

27年４月１日生まれの方
　問い合わせは、中標津町保健セン
ター  ❸72-2733まで。

高齢者肺炎球菌予防接種の
お知らせ

　令和２年４月２日から令和３年４月
１日の期間で65歳・70歳・75歳・80
歳・85歳・90歳・95歳・100歳になる
方は定期予防接種として、2,000円の

税　　金税　　金税　　金
一　　般一　　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）

健　　康健　　康健　　康



※ 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６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。

誕生 8人　 死亡 21人　 転入 54人　 転出 56人
乳用牛飼養戸数 289戸　乳用牛飼養頭数 42,615頭

※各農協２月１日現在データ

１月31日現在住民登録人口
町の人口 23,188（－15）
　 男 11,413（－22）
　 女 11,775（＋ 7）
世 帯 数 11,324（＋ 5）

（　　）内は前月比

令和３年3
VOL.699

◦● 町立中標津病院から ●◦

町立病院の新型コロナウイルス感染症対策を紹介します町立病院の新型コロナウイルス感染症対策を紹介します

　「いつでも相談、気軽に受診」
できる外来を目指しております。

　午前・午後とも一般診療を行なっておりますが、現在新型コロナ対策のため
午前は発熱患者さんのみ、午後は発熱のない患者さんのみに分けて受診してい
ただいております。皆様にはご不便をおかけしていますが、感染拡大防止のた
めにご協力お願いします。
　予防接種は風邪の患者さんと接触しないように、月・水・金の15時～15時
30分に行なっております。ワクチンの種類は年々増えてきて、一般の人が（実
は医療関係者も）全部を把握するのは大変です。何をいつ受けたら良いのかわからない、きちんと受けているの
か不安、など自信のない方はいつでもご相談ください。
　また、特殊外来として、心臓外来を月１回、腎臓外来を３か月に１回、内分泌外来を３か月に１回設けていま
す。それぞれ北大などから専門の先生が来て診てくれますので、どうぞご利用ください。
　町立病院の小児科外来には、素敵な受付嬢と、働き者の助手さんと、とても優しい看護師さんと、優しいのか
優柔不断なだけなのかよくわからないお医者さんがいます。
　みんな子どもが大好きで、かわいい子どもたちがやってくるのを毎日楽しみにしています。
　人に自慢したりはしないけどひそかに「うちの子はかなりかわいい」と思っている親御さんは是非お子さんを
連れてきてください。スタッフ一同喜びます。

小児科紹介

【看護師募集】詳細は   検索　町立中標津病院 ➡

小児科診療部長　佐竹より小児科診療部長　佐竹より

看護職QRコード

３月１日より新しい「泌尿器科」の医師が着任しました

伏
ふし

  谷
たに

　俊
しゅん

  作
さく
（平成13年��鹿児島大学卒）

2019年度　小児科外来患者数（人）
中標津町 8,878 標 茶 町 207
別 海 町 979 弟子屈町 137
標 津 町 2,043 釧 路 市 9
羅 臼 町 744 そ の 他 176
根 室 市 25

合　　計 13,198

日本脳炎ワクチンの不足について
　日本脳炎ワクチンについては製造元での出荷停止を受け、ワクチンの出荷調整が行われています。供給量が
安定するまでの間、以下のとおり優先順位を設定させていただきます。
　日本脳炎ワクチンの標準的な接種時期は、３歳時に２回（１期１回目・２回目）、４歳時に１回（１期
３回目）、９歳時に１回（２期４回目）となります。
　ワクチン不足に対応するため、当面の間、１期１回目と２回目の方の接種を優先させていただきます。
　１期３回目、２期４回目の接種を希望される方で定期接種の対象年齢期限まで時間がある方については、
ワクチンの供給量が安定する時期まで、接種予定の延期をお願いします。
　また、定期接種の対象年齢期限（３回目の７歳６か月未満、４回目の13歳未満）が迫っている方につ
いても優先させていただきます。
　不明な点については小児科外来までお問い合わせください。

　この度、外来ホールに大型ラックを設置しました。
　当院の広報誌「開陽330°」での各外来紹介をはじめ、病院紹
介パンフレット、看護部紹介パンフレット、人間ドック等の案内
状を入れていますので、ご自由にお持ち帰りください。
　昨年10月に外来患者さん満足度アンケートを実施しました。
お忙しい中たくさんのご意見をいただきました。ご協力ありがと
うございます。結果は外来ホールに掲示します。

【紫外線微生物除去システム】
　紫外線を照射することでウイルスを死滅させることがで
きます。

　病棟に陰圧システムの病室を増設しました。新型コロナ
ウイルス疑いの患者さんに使用します。


