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勇壮な提灯御輿
　なかしべつ夏祭りで恒例となっているパレー
ドの先頭を飾った、提灯御輿です。
　威勢の良い掛け声とともに市街地を練り歩き
ました。
　２日間で行なわれたなかしべつ夏祭りは、
43,000人が訪れ、大変盛り上がりました。
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　上の図のように、本町は標津断層帯や周辺海溝で発生する地震の影響を受ける地域です。平成６年10月４日には、北
海道東方沖を震源とする最大震度６の地震により大きな被害を受けました。このことを教訓として、本町では10月４日
を防災の日と位置づけています。
　災害はいつ発生するか予測できませんが、災害を知り、あらかじめ備えておくことで被害を軽減することができます。
　下記の考え方を中心に対策を行いましょう。

※この図は中標津町防災ハンドブックＰ13に掲載しています

※昭和56年５月31日以前に建てられた住宅は耐震性能が低い恐れがあります。耐震診断を受け、耐震改修が必要な場合は
「既存住宅耐震改修費補助制度」の対象となることがあります（補助上限30万円）。

10月4日は防災の日
中標津町

　あらかじめ、避難路を塞ぐ物を撤去する、家
の耐震改修※を行うなど極力危険を回避する。危険を回避しよう

　家具を固定するなどして、被害が発生しない
よう工夫する。被害が発生し、怪我をしてしま
うとその後の対応が取れなくなります。

被害発生の確率を下げよう

　地震保険に加入するなど、被害を見込んだ対
策を考えよう。被害を前提とした対策をとろう

　地震が発生した時に自分の身を守る行動を取
る、あらかじめ非常食を用意しておくなど、被
害に対応できるようにする。

被害に対応しよう
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詳しくは、総務課 防災係にお問い合わせください。

　近年の地震では、家具の転倒や落下による負傷が全体の３割～５割を
占めています。「怪我をしてしまう・避難路が塞がれてしまう」と、助
けが来るまで身動きが取れなくなり、火災が発生した場合に逃げ遅れ
る原因となります。また、夜に地震が起き、メガネや懐中電灯などが家
具の下敷きになると、暗闇の中で行動できない事態が考えられますので、
必ず家具の固定を行い、避難路を塞がないよう家具を配置しましょう。
　また、電気や水道が止まり、道路も損傷するなど、ライフラインが寸
断される恐れがあります。地震に限らず、災害時に必要な食料・飲料水、
懐中電灯、ラジオといった備蓄品を用意しておき自宅で過ごせる用意と
万が一の避難に備えた用意をしておきましょう。

出典 ： The Great Japan Shake Outホームページ
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①耐震粘着マット（床固定）
　ダイニングテーブル・ベッド・テレビ台など
　　・底部に耐震粘着マットを貼付ける
　　・重量やマットの種類で、必要枚数
　　 が異なるので注意する

・しっかり固定するには機器の取付箇所、
機器全体上下接合部の強度が必要。

・最適な対応が重要となり、対応方法が
メーカーや機種ごとに変わる場合があ
るため、販売店等に相談を。

⑦ヒートン＋チェーン（天井固定）
　照明・額など
　　・強い力がかかるため、固定点の強度が重要
　　・ヒートンを使用し、チェーンや紐で天井の丈夫な
　　 部分と固定する
⑧飛散防止フィルム
　ガラス戸棚・食器棚・ガラス窓など
　　・まず、ガラス戸棚・食器類など家具自体を固定する
　　・ガラス部分全体に飛散防止フィルムを貼る

⑤ラッチ
　食器棚・冷蔵庫・キャビネット類・書庫など
　　・開き戸・引出しにラッチを付け、収納物の飛出しを
　　 防ぐ
　　・飛び出し防止ゴムや滑り防止布を敷くのも効果的
⑥ストラップ式/耐震粘着マット
　ＰＣ類・レンジ・テレビなど
　　・電子機器類はストラップ式で固定する
　　・耐震粘着マットは強度を確認して選ぶ

③Ｌ字金具（壁固定）
　タンス・食器棚・冷蔵庫・サーバーラックなど
　　・Ｌ字金具を使い、壁に固定する
　　・固定位置は柱や間柱・胴縁など丈夫な部分を選ぶ
④平金具（連結）
　キャビネット・タンス・ガラス戸棚・書庫など
　　・平金具を使い、隣や背中合わせの家具と連結する②キャスターロック＋チェーン/ベルト

　コピー機など
　　・転倒・移動軽減構造（キャスターロック、キャスター
　　 セミロック、アジャスター固定等）を使用し、チェー
　　 ンやベルトで、背面側上部・下部などを壁に固定する

ものの固定 ものの固定

ものの固定 ものの固定 ものの固定

被害発生の確率を下げよう～家具の固定方法～
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　北海道では今年度、経済的な負担を軽減す
るため、一定の要件を満たした要介護の方・
障がい者の方・妊産婦の方で、申請をされた
方に対して、北海道内の取扱店でご利用いた
だける商品券（5,000円分）を配布します。

◆要介護・障がい者の方
平成27年４月１日時点で北海道または道内
市町村が認定している次の項目に該当する方
１．要介護認定３以上の方
２．障害支援（程度）区分４以上の方
３．特別障害者手当受給者の方
４．経過的福祉手当受給者の方　
５．特別児童扶養手当支給者の方
◆妊産婦の方
平成27年１月１日～平成27年12月31日
までの期間に「母子健康手帳」を交付された
方で、申請時に北海道内に居住している方

◆要介護・障がい者の方◆
事務局から「事業案内兼交付申請書」が送付されます。「申請書」
を返信すると商品券が送られてきます。

平成27年10月１日〜平成28年１月31日
このほか、詳細は特設ホームページ（http://www.heartful-premama-hkd.jp）をご覧ください。

商品券
ご利用期間

給付対象の方 申 請 方 法 

重度の
要介護の方 障がい者の方 妊産婦の方

に商品券（5,000円分）が配布されます

・◦●	 ●◦・町立病院からのお願いとお知らせ
◆救急外来診療に際してのお願い
　救急外来は、緊急に治療が必要な重症の方々を診るためのもので、時間外診療ではありません。
　町立病院の救急外来は、医師１名と看護師２名が当直勤務し、さらに放射線技師・検査技師・薬剤師なども待機し
緊急の呼び出しに備えています。
　また、各科の医師も緊急呼び出しに対応できるよう待機の体制をとっています。
　しかし、実際の受診をみてみると、「日中は仕事で来られなかった」「日中は待ち時間が長いから」「前から腰が痛
いが薬がない」などの理由で時間外にかかる方が少なくありません。このような受診が増えると、医師・医療スタッ
フに過大な負担がかかるようになります。その結果、重症患者への対応が遅れたり、過労により翌日の診療に支障を
きたしたりするなど弊害が起き、ひいては救急医療そのものの存続を危うくします。
　緊急性のない方、軽症の方は平日の診療時間内に受診していただくというのが原則です。いざという時、だれもが
安心して医療を受けられるには、町民の皆さんが救急外来の目的をよく理解して受診することが大事です。緊急性の
ある患者さんが速やかに治療を受けられるよう町民皆さんのご理解とご協力をお願いします。
◆�眼科外来について
　当院の眼科外来については、本年4月から北大眼科からの常勤医派遣が終了したため出張医師による診療体制とな
り、月、火曜日を予約診療、水曜日を一般診療、金曜日は不定期開設診療としています。
　引き続き常勤医師の確保、診療日の増に努めておりますが、未だ見通しは立っておりません。当分の間、このよう
な状況が続きますので、ご理解ご了承賜りますようお願いします。
◆受付時間を早期終了する場合があります
　当院の外来受付時間は午前診療が午前８時30分から11時、午後診療は午後12時から15時30分までとなっていま
す（再来機は７時45分から受付。曜日により又は午後は受付を行っていない診療科がありますので診療体制表など
で確認してください）。ただし、当日の受診者が相当数となり診療に支障があると認めた場合には、受付時間の早期
締切や午前中に受付した方を午後からの診療とすることがあります。
　この場合、受付時間内に来院されたとしても受診できない場合がありますが、適切な診療体制確保のため、ご理解
とご協力をお願いします。
◆『北海道小児救急電話相談』を活用しましょう
　北海道では、お子さんが夜間、急な病気や事故で具合が悪いとき、家庭でどのように対処すればよいか、直ちに医
療機関にかかる必要があるかについて、電話で看護師が助言、アドバイスを行う「北海道小児救急電話相談事業」を
実施していますのでご利用ください。
　℡ 011-232-1599　受付時間19時～23時（365日）
　また、より専門的な知識を要するものについては、小児科医が助言、アドバイスをしてくれます。

相談窓口　ホッカイドウ・ハートフル臨時支援事業事務局
　TEL（011）330-8041（平日9：00～17：00　土日祝除く）

相談窓口　こんにちは赤ちゃん・プレママ臨時サポート事業事務局
　TEL（011）330-8523（平日9：00～17：00　土日祝除く）

◆妊産婦の方◆
「母子健康手帳」交付時に保健センターから「商品券交付申請書」
封筒を受け取り、「申請書」を返信すると商品券が送られてきます。
（既に「母子健康手帳」の交付を受けている方は、保健センター
で「申請書」をお受け取りください）
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　皆さんは食べることが好きですか？おいしく食べられています
か？１日３度の食事、できるだけおいしく味わって食べたいもの
です。しかし、痛い歯やぐらついた歯、抜けてしまった歯が１本
でもあると、同じ食事なのにおいしさが違ってきます。おいしく
食べるためには、しっかりと噛める歯が必要なのです。
　よく噛める歯を保つためのポイントは次の２点です。
１．何ともなくても年に１〜２回は歯医者さんへ行きましょう
　�　歯周病は自分ではわからないので、専用の器具（写真１）を
使って歯と歯ぐきの隙間の深さを測って診断（図１）してもら
います。深いところの汚れは歯医者さんで定期的にきれいにしてもらうことが大事です。

２．デンタルフロスを使って歯と歯の間を磨きましょう
　�　歯医者さんへ行く以上に大事なのが、自分で行なう毎日のケアです。歯の間に残った汚れが歯ぐきの中に入り
込み、隙間をドンドン深くしますので、歯ブラシだけではなくデンタルフロス（写真２、３）を使うことが大切
です（デンタルフロスの詳細は広報中標津２月号に掲載しています）。

　今回紹介したポイントは、町民の方と行政とが協働で策定したなかなか健康なかしべつ（中標津町健康づくり推
進計画）の目標でもあります。皆さんで取り組み、いつまでも良い歯でおいしい食事を楽しみましょう。

歯の健康～いつまでも美味しく食べるために

中標津町保健センター　歯科衛生士　表　美香

写真１　歯周病検査に使う器具 図１　歯周病検査 写真２　デンタルフロス

写真３　�歯に沿わせて、ゆっ
くりと歯ぐきの中の
歯垢を取る

健康な状態
歯と歯ぐきの
隙間は１～２
㎜くらい

歯周病
歯と歯ぐきの
隙間が深く
なっている

『認知症サポーター養成講座』を開催します�
～地域包括支援センターからのお知らせ～

　認知症は誰にでも起こりうる病気です。中標津町では認知症を正しく理解し、地域や職域で認知症の人やその家
族を温かい目で見守り・支える人を養成する「認知症サポーター養成講座」を開催します。
　認知症への偏見をなくし、理解を深めて自分のできることを考えてみませんか？

日　　時　10月19日㈪　午後６時30分～７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18歳以上の方
定　　員　30名
参 加 料　無料
　　　　　※参加された方には、認知症サポーターオレンジリングを差しあげます。
内　　容　講師であるキャラバンメイトによる講話等
申し込み　９月25日㈮　午後５時まで
　　　　　※電話で氏名・年齢・電話番号をお知らせください。

申し込み・問い合わせは、中標津町地域包括支援センター（介護保険課 介護支援係）まで。
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問い合わせは、国勢調査中標津町実施本部（総務課 情報化推進・広報調査係）まで。

国勢調査が実施されます ④
平成27年10月１日

　10月１日を基準日とした国勢調査が間近に迫ってきました。
　皆さんから回答された調査結果は、地方交付税交付金の算定基準や都市計画、防災計画の基礎資料など、様々な
用途で活用されます。
　９月中旬頃から皆さんの世帯に国勢調査員が伺います。
　日本の未来のため、調査への回答にご協力をよろしくお願いします！

国勢調査の疑問にお答えします！　国勢調査 Q＆A
●国勢調査ってなんですか？
　�　国勢調査は、日本に住んでいるすべての人と世帯を対象とする国の最も基本的な統計調査です。国
内の人口や世帯などの実態を把握するために、統計法に基づき５年に一度実施されます。

●個人情報が守られるのかが心配…回答しても大丈夫？
　�　ご安心ください。国勢調査に従事する者には、統計法によって守秘義務が課せられています。また、
回答された調査票は厳重に保管され、集計後は溶解処理等を施し処分されます。

●調査票の書き方がわからない場合は？
　�　調査票の書き方がわからないときは、総務省が設置している「国勢調査コールセンター」をご利用
ください。
　　電　　話：0570-07-2015（IP電話の場合：03-4330-2015）
　　設置期間：平成27年８月24日から10月31日まで
　　受付時間：午前８時から午後９時まで（土日・祝日もご利用になれます）

●調査の回答方法は？
　�　調査の回答方法は全部で３種類。次のいずれかの方法で回答してください。
　①インターネットによる回答
　　�　調査員が配布するインターネット回答の利用案内に沿って、スマートフォンやパソコン、タブレッ

ト端末などから回答する方法
　②調査員へ調査票を提出
　　�　配布された調査票に記入し、後日、回収のため世帯に訪問する調査員に提出する方法
　③郵送による提出
　　�　調査票とあわせて配布された郵送提出用封筒に、記入した調査票を封入して郵送する方法

●国勢調査員はどんな人？
　�　国勢調査員は、総務大臣から任命される非常勤の公務員です。調査対象である世帯に調査票を配布
するとともに、調査票に正しく記入していただけるよう、統計調査の趣旨や内容などについて説明を
行います。また、記入された調査票を回収し、その点検・整理などの仕事を行います。

●どんなことを調べるの？
　�　調査は全部で17項目。「男女の別」や「就業形態」「従業地又は通学地」など世帯員に関する13項
目のほか、「世帯員の数」や「住居の種類」など世帯に関する４項目に回答していただきます。

「かたり調査」にご注意ください！
　国勢調査員をよそおった不審な訪問者や、不審な電話・電子メールなどにご注意ください。不審に思った際は、
回答せずに速やかに役場までお知らせください。
　なお、調査員は身分を証明するため「国勢調査員証」を携帯しています。

「国勢調査中標津町実施本部」を設置しています
　中標津町では、国勢調査の実施にあたり、総合的かつ効率的な調査実施体制を整え、調査に万全を期するため
「国勢調査中標津町実施本部」を設置しています。
　調査に関する疑問などがありましたら、実施本部までお問い合わせください。
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問い合わせは、住民保険課 戸籍住民係まで。

10月から一人ひとりにマイナンバーの通知が届きます
　平成27年10月から、日本国内の全住民を対象に、一人ひとり異なる12桁の番号「マイナンバー」の通知が始ま
ります。また、個人番号カードは、申請により平成28年１月から無料で交付されます。
　通知を確実に受け取っていただくため、これから皆さんに確認していただきたいポイントをお知らせします。

≪その１≫ 住所を確認しましょう！
　原則、マイナンバーは住民票の世帯ごとに世帯主宛に届きます。そのため、住民票の住所と異なるところにお住
まいの方は、受け取ることができない可能性があります。そのような方はお急ぎ、お住まいの市町村に住民票の異
動をお願いします。

マイナンバーに関するお問い合わせは、国のコールセンターもご利用ください。
❸0570-20-0178（全国共通ナビダイヤル）※有料です。平日9：30～17：30（土日祝日・年末年始を除く）

≪その４≫ 平成28年１月から個人番号カードを受け取ることができます！
　平成28年１月以降、個人番号カードの交付準備が整うと「交付通知書」が届きますので、
次の３つをお持ちになり、役場窓口へお越しください。
　　①大切に保管していた「通知カード」
　　②個人番号カードの交付準備ができたことを知らせる「交付通知書」
　　③運転免許証などの本人確認書類（住所、氏名、生年月日が住民票と一致していること）

　マイナンバーが記載された「通知カード」は住民票の住所に届きます。
　しかし、下記の事由により住民票の住所地で受け取ることができない方は、居所情報登録申請書を住民票のある
住所地の市区町村へ提出してください。

【申請が必要な方】
・東日本大震災による被災者で、住所地以外の居所に避難されている方
・ＤＶ、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動されている方
・一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方

【申請期限】
　平成27年９月25日㈮まで（持参又は郵送）※当日必着

【申請書等】
　役場住民保険課戸籍住民係窓口、総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/）、
町ホームページ等で入手、ダウンロードできます。

【提 出 先】
　〒086-1197　中標津町丸山２丁目22番地　中標津町役場�住民保険課�戸籍住民係

通知カードの居所情報登録申請手続きについて

申請が必要な方は、
忘れずに登録してね！

〈個人番号カード〉

≪その２≫ 10月にマイナンバーの通知が、簡易書留で届きます！
簡易書留が届きましたら、次の３つが入っているか中身を確認してください。
① マイナンバーの「通知カード」※通知カードは大切に保管してください。
② 「個人番号カード」の申請書と返信用封筒　　③ 説明書

≪その３≫ 個人番号カードの申請ができます！
　個人番号カードは、本人確認に利用できる公的身分証明書です。
　また、マイナンバーを記載した書類の提出や、様々な本人確認の場面で利用できるカードです。
　申請方法は主に２通りありますが、その他の申請方法も国で検討されています。
　　①郵送で申請
　　　�個人番号カードの申請書に署名又は記名押印し、顔写真を貼りつけ、返信用封筒に入れ

て郵便ポストへ投函してください。
　　②オンラインで申請
　　�　スマートフォンで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請することができます。

初回の
交付手数料は

『無料』だよ

　過去の国民年金保険料を納めることができる「後納制度」は、平成24年10月の法改正により過去２年から過去10
年に延長されていましたが、その申し込み期限が平成27年９月30日で終了します。過去10年間で納め忘れた国民年
金保険料がある方は、ぜひ「後納制度」をご利用ください。
　なお、「後納制度」を利用するには事前の申込手続きが必要です。
　また、10月１日からは３年間に限り、過去５年間で納め忘れた国民年金保険料を納めることができる後納制度が
はじまります。　国民年金保険料のお問い合わせは、「国民年金保険料専用ダイヤル」もご利用ください。

問い合わせは、住民保険課 国民年金係まで。

国民年金保険料の10年の後納制度は平成27年9月30日をもって終了します

国民年金保険料専用ダイヤル　０５７０－０１１－０５０
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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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場　　所　中標津町交流センター
　　　　　　　　　　　　　大集会室
定　　員　約50人
参 加 費　無料
　詳しくは、中標津警察署�生活安全
課��❸72-0110まで。

「障害者雇用納付金制度」の
対象事業主が拡大されました
　平成27年４月から、常時雇用して
いる労働者数が100人を超え200人以
下の事業主も対象となりました。
※�対象になると平成28年４月から、
27年度の雇用障害者数を基に障害
者雇用納付金の申告が必要となりま
す。
　問い合わせは、(独)高齢・障害・求
職者雇用支援機構�北海道支部�高齢・
障害者業務課��❸011-622-3351まで。

　　　　全国一斉　　　　
「高齢者・障がい者の人権あんしん相談」

強化週間
　高齢者・障がい者をめぐる問題等の
解決を図る人権相談活動を強化するた
め、９月７日㈪から13日㈰までを全
国一斉「高齢者・障がい者の人権あん
しん相談」強化週間として、次のとお
り対応します。
　「高齢者・障がい者の人権あんしん
電話相談」��❸0570-003-110
受付時間　９月７日㈪～11日㈮
　　　　　午前８時30分～午後７時
　　　　　９月12日㈯～13日㈰
　　　　　午前10時～午後５時
相談担当者　�釧路人権擁護委員連合会所

属の人権擁護委員及び釧路
地方法務局職員

　問い合わせは、釧路地方法務局�人
権擁護課��❸0154-31-5014まで。

特定計量器(小型はかり)の
定期点検を行います

　商店・工場・学校・病院等で、取引
又は証明上の計量に使用している「は
かり」「分銅」「おもり」は、計量法に
基づき、２年に１回、知事が行う「定
期検査」を受検し、合格したものでな
ければ使用できません（代検査計量士
の検査を受検した計量器は定期検査を
免除されます）。
　受験予定事業者には９月中旬に案内
を発送しますが、平成25年10月（前
回定期検査）以降に新規開業等により
特定計量器を使用している事業所等が
ありましたら、お問い合わせください。
検査日時・場所
・中標津地区
　10月８日㈭　

午前９時30分～午後４時30分
　中標津町総合文化会館�大ホール前
・計根別地区
　10月９日㈮　

午前９時30分～11時30分
　中標津町交流センター（計根別支所）
　問い合わせは、経済振興課�商工労
働係まで。

・火葬炉運転業務の経験者尚可
試験日・会場
・試験日　10月23日㈮　午後１時30分
・場　所　中標津町役場　３階　
　　　　　　　　３号・４号委員会室
受付期間　９月16日㈬～10月15日㈭
　　　　　（受付：午前９時～午後５時）
　　　　　※土・日・祝日は除く
　　　　　※�郵送の場合、10月15日

午後５時必着
　申し込み・問い合わせは、中標津町
外２町葬斎組合事務局（中標津町�町
民生活部�生活課内）まで。
※�受付期間終了後、申込者あてに受験
票等を郵送します。

ヒグマ出没注意！
　９月５日から11月３日までは、秋
のヒグマ注意特別期間です。
　特に、キノコ狩りや川釣りなどで山
や川に行かれる場合は、単独行動を避
け、複数で行動し、ラジオなど、常に
音の出る物を携行するなどして、人の
いる位置をヒグマに知らせることが大
切です。常に「ヒグマがいるかもしれ
ない」という認識を持って十分注意し
ましょう。
　農林課ホームページでヒグマ情報を
掲載しています。
　詳しくは、農林課�自然環境係まで。

風しん抗体検査料の助成
　北海道では、妊娠を希望する出産経
験のない女性等を対象に風しん抗体検
査に係る検査料を助成します。
対 象 者　北海道に住所を有する方で、
　①�妊娠を希望する出産経験のない女性
　②�妊娠を希望する出産経験のなく、

かつ抗体のできない女性の配偶者
及び同居者

　③�妊婦（抗体価の低い）の配偶者及
び同居者

　　�ただし、「過去に風しん抗体検査
を受けたことがある」「過去に２
回の風しんの予防接種を受けてい
る」「検査により風しんと判断さ
れたことがある」方は除く。

助成限度額　検査方法により異なる。
　ＥＩＡ法　6,690円
　ＨＩ法　　5,250円
※どちらかの検査方法により１回のみ
実施期間　平成28年３月10日㈭まで
協力医療機関
　町内では、医療法人樹恵会石田病院
で実施しています。事前に検査可能日、
時間等をご確認ください。また、北海
道のホームページまたは、最寄の保健
所にお問い合わせください。
　問い合わせは、中標津保健所�健康
推進課��❸72-2168まで。

実践型防犯教室の開催
　中標津警察署では、地域住民の自主
防犯意識の高揚を図るため、参加・体
験・実践型の防犯教室を次のとおり開
催します。
日　　時　９月８日㈫
　　　　　午前９時30分～11時

場、介護保険に関する内容等、町内で
参加・利用できるサービス等をまとめ
た「高齢者ガイドブック」を作成しま
した。役場介護保険課６番窓口、計根
別支所、町立中標津病院、保健センター
に配置しています。希望される方は最
寄の施設へお越しください。
　また、民生委員・児童委員の皆さん
にも渡していますので、希望される場
合はご相談ください。
　詳しくは、介護保険課�介護支援係
まで。

少子化対策パネル展開催
　北海道では、平成27年度からスター
トした第三期「北の大地☆子ども未来
づくり北海道計画」の内容や、北海道
の少子化対策の取組について皆さんに
知っていただくために、パネル展を開
催します。
日　　時　９月12日㈯～13日㈰
　　　　　午前９時～午後４時
場　　所　道立ゆめの森公園
内　　容　�少子化対策事業等に関する

パネル展、子ども・子育て
応援巡回パネル展、家庭児
童・ひとり親関係相談、子
育て関連情報・健康情報
コーナーの設置等

　詳しくは、根室振興局�保健環境部
社会福祉課��❸0153-23-6914まで。

合同企業説明会開催のお知らせ
　中標津町内の企業各社が集まり、来
春新卒者を含む求職者向けの合同説明
会を行います。実際に働く現場のお話
も聞けますので、ぜひ求職活動中の方
はご参加ください。
日　　時　９月７日㈪
　　　　　学生：午後１時30分～４時
　　　　　一般：午後４時～５時
場　　所　中標津経済センター
　　　　　　　　　　「なかまっぷ」
対　　象
・�求職者・転職希望者、来春卒業予定
の方、Ｉターン・Ｕターン希望者

申込方法
・�学生：在学校にお問い合わせください。
・�一般：事務局にお問い合わせください。
参 加 費　無料
※�開催内容の詳細は、ハローワーク等
町内施設に設置したチラシをご覧く
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年度中標津町外２町　
葬斎組合職員採用試験のお知らせ
　中標津町外２町葬斎組合では、別海
斎場の管理職員を募集します。
採用人員　１名
受験資格
・�昭和45年４月２日から昭和61年４
月１日までに生まれた方
・�学校教育法に基づく高等学校(専門
学校を含む)以上を卒業若しくは卒
業見込みの方
・普通自動車運転免許取得者
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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、納期限の翌日から納める日ま
での期間に応じ延滞金が掛かります。
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

９月16日㈬　午後６時～午後８時

休�日�相�談�日

９月27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。

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

９月21日㈪ 休　み 午前中のみ

９月22日㈫ 休　み 休　み

９月23日㈬ 休　み 午前中のみ

　詳しくは、生活課�環境衛生係まで。

児童手当等について
　児童手当の受給に必要な手続きは次
のとおりです。
●出生：�15日以内に「認定請求」の手

続き
●転入：�前住所転出予定日から15日

以内に「認定請求」の手続き
●転出：�転出する前に「消滅届」の手

続き
※�受給者（父等）だけ、また児童だけ
が転入及び転出する場合も手続きが
必要です。
※�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
あります。
※�中学生までの児童を養育していて児
童手当を受給していない方はお問い
合わせください。
※�公務員の方は所属庁から手当が支給
されます。
　詳しくは、子育て支援室�子育て給
付係まで。

　　子育て応援モニター　　
まだまだ募集！

　子育て支援室では、子育て支援の充
実を目的に、中標津町ファミリー・サ
ポート・センター事業の無料モニター
券を配布しています。
利用期限　12月18日㈮まで

対　　象　
　�　町内の平成23年４月２日以降に
生まれたお子さんのいる方で、ファ
ミリー・サポート・センター事業
（※)による一時的な預かりを希望し、
会員として登録する（している）方
　※�ファミリー・サポート・センター

事業とは、子育ての手助けをして
ほしい人と、手伝いができる人と
で会員組織をつくり、地域で子育
てを応援する仕組みです

内　　容
　�　リフレッシュしたい時や、保護者
の都合により預かりが必要な場合、
モニター券の利用で３時間までの預
かりサービスを無料で受けることが
できます（※要予約）

配布方法　
　�　１世帯につき１枚で、360世帯ま
で（先着順）※印鑑が必要です
　詳しくは、子育て支援室�子育て支
援係まで。

　重度心身障がい者の方の　
医療費助成について

　重度心身障がいの方が医療機関にか
かった際、医療費のうち保険診療費用
の自己負担額の一部を助成しています
（精神障がいの方は入院に係るものを
除きます）。対象者は次の項目に該当
する方のうち、前年の所得が一定の基
準額を超えない方です。
・�身体障害者手帳１級、２級の方（内
部障害は３級まで）
・療育手帳Ａ判定の方
・�重度の知的障害と判定、診断された
方
・精神障害者保健福祉手帳１級の方
※�既に助成を受けている方については、
更新の案内を送付しています。
　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
　10月６日㈫　正午～午後５時
　10月７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
　９月９日㈬～30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　10月７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。

　「高齢者ガイドブック」を　
作成しました

　中標津町地域包括支援センターで
は、高齢者の方々の生きがいや集いの

乳がん検診のお知らせ(10月分)
実施期間　10月26日㈪　12時50分～
対　　象　40歳以上の女性
　　　　　（検診の間隔は２年に１回）
内　　容　�問診、視診・触診
　　　　　�マンモグラフィ撮影（9/29

～10/21の期間で調整）
料　　金　�2,900円
　　　　　（70歳以上　1,400円）
定　　員　25名
場　　所　町立中標津病院
申込締切　９月16日㈬
　申し込みは、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(10月分)
実施期間　�10月１日～30日の毎週火

～金曜日
　　　　　（受付：午前10時30分～11時）
対　　象　20歳以上の女性
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）
　　　　　�国民健康保険加入者・生活

保護を受けている方は無料
定　　員　１日２名
場　　所　町立中標津病院　整形外科
申込締切　９月18日㈮
　申し込みは、中標津町保健センター��
❸72-2733まで。

９月は国民健康保険税(第４期)、
固定資産税(第３期)の納期です
【納期限は９月30日】

　今月納期分の指定口座からの振替日
は９月30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。

～ 納税は口座振替で！ ～
　町道民税・固定資産税・軽自動車税・
国民健康保険税の納税には、簡単で便
利な口座振替（自動払込）をご利用く
ださい。手続きは町内の各金融機関で
行っています。詳しくは、納税課�収
納係まで。

～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・２期）
○　国民健康保険税（第1・2・3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
方との公平のため、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。

一　　般一　　般

税　　金税　　金

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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　７月29日から８月10日まで、中
標津農業高校の３年生５名（引率教
諭１名）がニュージーランドで海外
酪農研修を行い、町長・教育長に研
修の報告をしました。
　現地ではファームスティをしなが
ら酪農に関わる施設や工場を見学し
たり、地元の高校生と交流するなど
広く見識を深めてきました。

　総合文化会館コミュニティホー
ルで「木材(地域材)利用を考える
フォーラム2015」が開催されまし
た。このフォーラムは本町の伐期を
迎えたカラマツの利活用を考えると
ともに、木育をとおして木のぬくも
りや大切さを感じてもらうことを目
的に開催されています。
（写真は、第２部�木育体験の様子）

誕生 20人　 死亡 13人　 転入 62人　 転出 63人

乳用牛飼養戸数 298戸　乳用牛飼養頭数 39,488頭
※各農協８月１日現在データ

7月31日現在住民登録人口
町の人口 24,025（＋ 6）
　 男 11,725（＋ 6）
　 女 12,300（± 0）
世 帯 数 11,014（－ 5）

（　　）内は前月比

申し込み・問い合わせは、生活課 交通町民相談係まで。

　標津線代替輸送連絡調整協議会では、バス
利用促進に併せ、飲酒運転撲滅と二酸化炭素
削減のためのエコ運動として「イベントには
バスで」をキャッチフレーズに、次のイベン
トのみで利用できる無料乗車券の配布を企画
しました。
　他市町のイベントに参加してみませんか？

※小学生以下は保護者同伴です。
※�配布期間は各イベント開催３日前までです（バス定員で締切）。

※�さんま祭りは「有磯営業所」から
徒歩

※�産業フェスティバルは「駅前
ターミナル」からシャトルバス
乗換え。帰りは、北方四島交流セ
ンターからも乗車できます。

※�19日㈯は「競技場入口」から徒歩、20
日㈰は「ぷらと」からシャトルバス乗り
換え

※�「競技場入口」には停車しませんので、
「ぷらと」からシャトルバスで乗り換え。
20日㈰のみ。

バ ス 時 刻 表

無料バスに乗ってイベントに参加しよう

根室さんままつり（9月19日、20日）
根室産業フェスティバル（10月4日）

行
き

中標津バスターミナル 09：19
根室駅前ターミナル 10：56
根室有磯営業所 11：05

帰
り

根室有磯営業所 15：15
根室駅前ターミナル 15：24
北方四島交流センター 15：29
中標津バスターミナル 17：01

別海町産業祭（9月19日、20日）
《厚床中標津線》

《空 港 線》

行
き

中標津バスターミナル 09：30
別海（ぷらと） 10：11
競技場入口 10：18

行
き
中標津バスターミナル 09：19
別海（ぷらと） 09：48

帰
り

競技場入口 12：02 15：52
別海（ぷらと） 12：10 16：00
中標津バスターミナル 12：50 16：40

帰
り
別海（ぷらと） 13：02 16：32
中標津バスターミナル 13：31 17：01

しべつあきあじまつり（9月27日）

行
き

計根別（農高前） 10：21
中標津バスターミナル 10：49
標津サーモンパーク 11：20

帰
り

標津サーモンパーク 14：08 17：53
中標津バスターミナル 14：42 18：27
計根別（農高前） 15：07 18：52

対
象

イ
ベ
ン
ト 

別海町産業祭…………………９月19日㈯〜20日㈰
根室さんま祭り………………９月19日㈯〜20日㈰
しべつあきあじまつり………９月27日㈰
根室産業フェスティバル……10月４日㈰


