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狙うはゴール！
　大盛況だった冬まつり。
　ジャンボサッカーでは、大きなボールに
苦戦しながらも、白熱した試合が繰り広げ
られました。
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冬まつり
なかしべつ

第
41
回

　２月６日㈯～７日㈰の２日間、しるべっと広場を会場に「第41回なかしべつ
冬まつり」が開催されました。
　両日ともに晴天に恵まれ、来場者数は２日間で約39,000人と大勢の方が会場
を訪れていました。子どもたちに大人気のすべり台には、常に長蛇の列ができて
いました。
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窓口開設時間の延長及び休日窓口の開設のお知らせ
　年度初めは、転入・転出などの手続きにより受付窓口が大変混雑すること
が予想されます。
　ついては、下記日程で受付窓口の延長及び休日窓口の開設をしますので、
ご利用ください。

　延長する窓口、取り扱う業務は次のとおりです。

●開設時間延長日●　…３月31日㈭　午後７時まで（①・②の業務）
　　　　　　　　　　　４月１日㈮　午後７時まで（①～⑫の業務）
●休日窓口開設日●　…４月２日㈯、４月３日㈰　午前９時～午後５時まで（①・②・⑪の業務）

※手続きをされる方は、時間に余裕を持ってお越しください。
※お問い合わせは、担当課までお願いします。

詳しくは、福祉課 社会福祉係まで。

　日本赤十字社北海道ブロック血液センターでは、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、町内事業所のご協力のもと、町民の皆さんにご協力を呼びかけていますが、献血に
ご協力いただける方が年々減少しているため、血液の確保に苦慮しています。
　献血は、男性17歳、女性18歳から体調等に支障がない69歳までの方で、諸条件に適合した場合は、どなたでも
行うことができます。
　お近くに移動献血車が来たときには、是非、ご協力をお願いします。
　平成28年度の移動献血車の運行は、４月、６月、８月、12月、２月、３月を予定しています。
　詳しい日程が近づきましたら、新聞折込みチラシ・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� 

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

24
実 施 月 7･11･3 7･1 7･1 7･11･3 11･3 11･3 7･9･11･1･3 7･9･11･1･3

献血人数 169 55 90 212 43 37 227 833

25
実 施 月 7･11･3 11･2 7･1 7･11･3 11 11 7･11･1･2･3 7･11･1･2･3

献血人数 171 64 89 192 35 12 327 890

26
実 施 月 7･12 7･2 7･2 7･12･2 4･12 4 4･7･12･2 4･7･12･2

献血人数 86 63 56 131 52 19 311 718

住民保険課

①�転入・転出・転居等の届出及び各種証
明書の交付
②�通知カード・マイナンバーカードの住
所変更等
③国民健康保険の加入・喪失
④国民年金の加入・免除等
⑤後期高齢者医療制度に関すること

子育て支援室
⑧�児童手当・乳幼児等医療費・児童扶養
手当・ひとり親家庭等医療費に関する
こと

介護保険課 ⑨介護保険被保険者証の交付

税　務　課 ⑩所得証明書の交付

上下水道課 ⑪�水道の使用申し込み、退去、変更の届出

福　祉　課

⑥�重度心身障害者医療費・自立支援医療
費に関すること
⑦�身体障害者手帳・療育手帳・精神保健
福祉手帳に関すること

学校教育課
⑫�小・中学校転入証明書の交付、就学援
助に関すること
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問い合わせは、町立中標津病院 医事課　❸7２－8２00まで。

・◦● 町立中標津病院からのお知らせ ●◦・
　乳房にしこり等の気になる症状がある場合は、「乳がん検診」として診察します。
　乳がん検診では、事前に乳房X線撮影（マンモグラフィー）を行い、翌日以降に
視触診を行って異常の有無を判断します。
　マンモグラフィーは撮影機械等の都合上、長時間お待たせすることや、当日撮影
ができない場合があります。このため、マンモグラフィーは予約制により行います
ので、事前に予約をお願いします。

①　マンモグラフィーの予約をする
　�　直接外科外来までお越しいただくか、電話（❸0153-72-8200）で外科外来
をお申し付けください（電話は平日の午後３時30分以降にお願いします）。
　　予約日時を相談の上、決定します。
②　予約日にマンモグラフィーを行う
　�　撮影時間は午後２時からです。予約時に時間をお知らせします。
　�　撮影時間の10分前までに外科外来窓口までお越しください。
　　撮影後、視触診の日程を相談します。
③　視触診を行う
　�　当日は午前９時～10時30分までに外科外来窓口までお越しください。
　�　なお、他に追加検査が必要となる場合がありますのでご承知おき願います。

【乳がん検診の流れ】

なかなか健康なかしべつ～こころの健康づくり
かけがえのない命を守るために

中標津町保健センター

　国では、生活環境の変化などから環境的にストレスを受けやすく、例年最も自殺者の多い３月を「自殺対策強化月
間」と定め、広報啓発活動を展開しています。
　全国の自殺者数は、平成26年で25,427人（警察統計）となっており、平成24年以降は減少傾向となっています。
中標津町では、毎年10名前後の方が自ら命を絶っており、40～60代の働き盛りに多く、女性よりも男性が多い傾向
です。
　多くの自殺は、うつ病などこころの病気によって正常な判断ができなくなり、本人の意思や選択の結果ではなく、
心理的に「追い込まれた末の死」といえます。自殺に至るまでには、こころや体の不調など、何らかのサインが発せ
られています。このサインは自分では気づきにくいこともあります。そのため、周りが悩みを抱えている人に『気づき』、
話をじっくりと『聞いて』、専門機関に『つないで』、温かく『見守る』ことが大切です。話を聞いた側も一人で抱え
込まず、プライバシーに配慮した上で専門機関などに相談してください。
　１人の死は、周囲の５～６人に深刻な心理的影響を与えるといわれています。
　かけがえのない命を守るために、まずはひと声かけてみませんか？

●表情が暗く、元気がない　　　　●「消えてしまいたい」などと口にする
●お酒の量が増える　　　　　　　●身なりや健康に気を遣わなくなる
●身の周りのものを片付けだす　　●遅刻や欠勤が増える
●仕事や家事の能率が悪くなったり、ミスが増えたりする

○悩みを真剣に受け止め、気持ちに寄り添う
　「そうだったんだ」「つらかったね」
○ねぎらいの言葉をかける
　「大変だったね」「よくやってきたね」
○心配しているという気持ちを伝える
　「元気ないから心配で」

　平成28年度医療技術
職員養成修学資金の貸付
希望者を募集しています。

◦募集期限
　３月11日㈮
◦貸付条件
　�資格取得後、町立中標
津病院に４年以上勤務

　申込み、問い合わせは、
町立中標津病院管理課
（❸72-8200）まで。

看護師修学資金
貸付者募集

相談先：中標津町保健センター　　　❸0153-72-2733　平日８：30～17：15
　　　　中標津保健所　　　　　　　❸0153-72-2168　平日８：45～17：30
　　　　北海道いのちの電話　　　　❸011-231-4343　24時間対応
　　　　よりそいホットライン　　　 0120-279-338　24時間通話料無料
その他、困った時の相談先一覧については、中標津保健所ホームページをご覧ください。

こんな対応は禁物です!

×安易な激励
　「もっと頑張って」
　「あなたなら大丈夫」
×批判や否定
　「辛いのはみんな一緒だよ」
×一般的な価値観の押し付け
　「命を粗末にしてはいけない」

こんなサインを見逃さない

話を聞くために必要なこと
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釧路年金事務所では、次のとおり年金相談所の開設を予定しています。
相談はすべて予約制で、予約受付期間は、相談月の前月中旬から相談日の５日前までです。
予約申し込みは、釧路年金事務所（❸0154-61-6000）まで連絡をお願いします。

　釧路年金事務所では、新規年金受給者のための説明会
を次のとおり開催します。
　予約は必要ありませんが、年金証書が届いてから「届
出・手続きの手引き」（冊子）を持参し、参加してください。

※問合せ先
　釧路年金事務所　お客様相談室
　〒085-8502　釧路市栄町9丁目9－2
　❸０１５４－６１－６００１

釧路年金事務所年金相談所の開設日程について

予備自衛官補募集

お問い合わせは、自衛隊帯広地方協力本部 中標津地域事務所
中標津町東1条南1丁目7-1  ❸0153-72-0120  E-mail:hp1-obihiro@pco.mod.go.jpまで。

平成２８年度

平成28年４月 ５日㈫～６日㈬

開設時間
　１日目　午後1時～午後５時
　２日目　（５月・７月・９月・11月・１月・３月）
　　　　　午前９時～午後２時
　　　　　（４月・６月・８月・10月・12月・２月）
　　　　　午前９時～正午

開設場所
　中標津町役場会議室

５月 10日㈫～11日㈬
６月 ７日㈫～８日㈬
７月 ５日㈫～６日㈬
８月 ２日㈫～３日㈬
９月 ６日㈫～７日㈬
10月 ４日㈫～５日㈬
11月 １日㈫～２日㈬
12月 ６日㈫～７日㈬

平成29年１月 10日㈫～11日㈬
　　　　�２月 ７日㈫～８日㈬
���������３月 ７日㈫～８日㈬

開催日程 開催場所・時間
平成28年４月６日㈬ 場　所

　中標津町役場会議室

時　間
　午後１時15分から
　午後２時まで

６月８日㈬
８月３日㈬
10月５日㈬
12月７日㈬

平成29年２月８日㈬

新規年金受給者向け年金制度説明会を開催します

予備自衛官補…�希望者を、試験により予備自衛官補として採用し、所定の教育訓練終了後、予備自衛官
として任用します。

一　　般　　公　　募 技　　能　　公　　募

採 用 対 象 自衛官未経験者（自衛官であった期間が１年未満の者も含む。）

採 用 年 齢 18歳以上34歳未満 18歳以上で、保有する国家免許資格等に応じ
53歳～55歳未満

身 分 非常勤の特別職国家公務員
階 級 の 指 定 階級の指定はありません。

処 遇 教育訓練招集手当　日額7,900円（教育訓練参加日数分支給）
教育訓練招集旅費支給、宿泊・食事代は無料

教育訓練日数 50日／３年以内 10日／２年以内
教育訓練場所 真駒内駐屯地（札幌市）
受 付 期 間 ４月８日㈮まで（締切日必着）
試 験 日 ４月16日㈯ ４月17日㈰ ４月16日㈯予定
試 験 場 所 釧路、美幌駐屯地 帯広駐屯地 後日お知らせします。

試 験 種 目 等 筆記試験（国、数、理、社、英、作文）
口述試験（面接）試験、適性・身体検査

筆記試験（小論文）
口述試験（面接）試験、適性・身体検査
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　住民の皆さん一人ひとりにマイナンバーが
割り当てられていますが、平成28年1月から、
社会保障・税・災害対策の行政手続で使用が始
まっています。
　民間事業者も税や健康保険の手続きで、従業
員などのマイナンバーを取扱うことになります。
　取扱いにあたっては、チェックリストを参考
に対応してください。

マイナンバーの取扱いについては、具体例を用いて解説したガイドラインが用意されています。
特定個人情報保護委員会のウェブサイトをご確認ください。　http://www.ppc.go.jp/legal/policy/

民間事業者にもマイ
ナンバー制度の影響
はあるのかしら？

＜民間事業者の取扱いの流れ＞

マイナンバー制度 「事業者編」

　釧路中標津道路（国道272号）上別保道路は、主要都市である釧路市と標津町間の連絡機能の強化を図り、地域間
交流の活性化及び物流の効率化等を支援するとともに、交通事故の低減等を図り、道路交通の定時性、安全性の向上
を目的とした延長7.8㎞の地域高規格道路です。
　このたび、平成28年３月10日㈭に釧路町字別保～釧路町字上別保までの1.2㎞において通行方法が変更となりま
すのでお知らせします。

国道272号が切り替わ
りますので、ご注意し
て走行して下さい。

(拡大図参照)

釧路開発建設部　中標津道路事務所（❸0153-72-3221）
地域高規格道路釧路中標津道路整備促進期成会

【凡　例】
開通区間
事業区間
計画区間

平成28年３月10日㈭ 午前10時から通行方法が変わります。
なお、今後も引き続き一部工事を継続しますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

■■拡 大 図

問い合わせは、企画課 企画調整係まで。

開通前 開通後

上別保道路の一部完成に伴う、国道272号の路線切り替え

６つの導入チェックリスト
□�マイナンバーを扱う担当者を決めましょう。
□��マイナンバーを従業員から取得する際は、
利用目的を伝え、番号の確認と身元の確認
をしましょう。

□��マイナンバーが記載された書類は、カギの
かかる棚や引き出しに保管しましょう。

□��ウィルス対策ソフトを最新版にするなど、
セキュリティ対策を行いましょう。

□��退職や契約終了で従業員のマイナンバーが
必要なくなったら、確実に廃棄しましょう。

□��従業員にマイナンバー制度周知のための研
修や勉強会を行いましょう。

新ルート

新ルート
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　「除雪」は雪国では生活の一部ですが、いろいろな危険が潜んでいます。除雪に
伴う事故は、ちょっとした注意で防ぐことができます。どんなときが危ないのかを
知って、安全な冬を過ごしましょう。

詳しくは、総務課 防災係まで。

防災ワンポイント 除 雪 の コ ツ第33回

じゃがいもずきん
「ききぼう」くん

「除雪のこんなときが危険」は、ウインターライフ推進協議会による「除雪のコツおしえます。」（http://yukikaki.
jp/）を引用しています。

◦◦◦◦◦ 除雪による事故を防ぐチェックポイント ◦◦◦◦◦

雪かきをするとき
□�準備運動・整理運動をしっかりと
□�滑りにくい防寒靴も含めて服装は万全に
□�腕の力だけに頼るのではなく体全体を使う
□�雪を投げ出すときは体をひねりすぎない
□�ニコニコペースで無理をしない
□�もしものために２人以上で作業
□�屋根からの落雪など周辺状況を十分把握

屋根の雪下ろしをするとき
□�低い屋根の雪下ろしでも油断は禁物
□�ヘルメット、命綱、安全帯など装備は万全に
□�アンカーをしっかり固定し命綱を忘れずに
□��はしごは横ずれしないよう真っ直ぐに立て支
えてもらう

□�屋根の下に人がいないことを確認
□��屋根に10㎝程度の雪を残し屋根材を露出させ
ない

除雪機を使うとき
□�除雪機を使うときは周りの人に注意　　　　　　　　□�後進には十分注意
□�雪詰まりはエンジンを停止してから雪かき棒で　　　□�エンジンをかけたまま離れない

除雪のこんなときが危険
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　昨年に引き続き今年も台湾からのチャー
ター便が就航し、台湾から来たたくさんの
お客様を根室管内各地でおもてなしします

（この広報紙が発行される頃には、すでにチャーター便も無事に戻られたと思います）。
　なかしべつ観光協会では、昨年のチャーター
便でもスノーバイクやソリを使った雪遊びや餅
つき体験のほか、ホテルでの夕食時には和太鼓
の演奏を聴いていただきました。
　今回はこれに加えて、雪壁に文字や絵を描い
て歓迎するなど、新たな試みをしてみました。
　台湾チャーター便での観光客との交流や、台
湾で行われる観光ＰＲイベントの対応をする中
で「台湾」とりわけ「台湾人」に対して良い印
象を持つようになりました。
　雪を見てはしゃぐ姿や必ず笑顔で「ありがと
う」と言ってくれる姿、除雪機が雪を飛ばす作
業を関心して見つめる姿はとても純粋で、少し
恥ずかしがり屋な様子に愛おしさを感じました。
　台湾の夏の平均気温は30度、冬は15度程度で、雪は降りません（今年は数十年ぶりに雪が降ったようですが…）。
そのため北海道へ訪れる台湾人の観光客は「雪」をとても楽しみにしています。昨年も雪遊び中にその場で雪だる
まを作ってみたところ、可愛くない雪ダルマでも注目の的となり写真撮影をして楽しんでいました。

　面積は日本の九州ほどの大きさ、日本人が大好き
で、台湾のドラックストアやスーパーでは日本の商
品がいたるところに販売されています。
　そのため、日本に来たときは食べ物だけではなく、
化粧品や衣料品なども購入していく方がたくさんい
ます。それだけ、「日本ブランド」「北海道ブランド」
は台湾に人気があるんですね！
　皆さんも中標津空港に来られた台湾人、そして台
湾だけではなく海外から来るお客様に接する機会が
ありましたら、是非、コミュニケーションをとって
いただき、日本とは違う常識や文化を感じ取って楽
しんでいただければと思います。

地域おこし協力隊が行く� 其の
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あなたもシルバー人材センターの
　　　　　会員になって働いてみませんか
あなたもシルバー人材センターの
　　　　　会員になって働いてみませんか

「チエブクロー」

広告

今から40年前、シルバー人材センター創立の提唱者、元東京大学総長　大河内一男
先生が､「喜寿（77歳）祝うに足らず、傘賀（80歳）いまだ青春｣。さらに「働くこ
とは生きることです。生きることは働くことです。これぞ高齢化社会に生きる高齢者
の真実の姿なのです｡」と言われたのです。

公益社団法人　中標津町シルバー人材センター
標津郡中標津町大通北１丁目　☎７９－１２３４

き じゅ いわ た さんが

シル
バー人材センター

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
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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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会けんぽ）北海道支部��❸011-726-
0352まで。

交通事故の援護制度について
　交通事故被害者世帯の皆さんに、次
のような援護制度があります。
【交通遺児等育成資金貸付（無利子）】
対　　象 　自動車事故により保護者の

方が亡くなられたり、重い後
遺障害を残すこととなった家
族の子どもで０歳から中学校
卒業まで

貸付金額 　１人につき最初一時金15
万５千円、以後月額２万円、
小・中学校入学時に入学支度
金４万４千円

返還方法 　月賦または月賦・半年賦併
用による20年以内での均等
払い

【重度後遺障害者介護料支給】
対　　象 　自動車事故により脳、脊髄

または胸腹部臓器に損傷を受
け、常時または随時の介護を
必要とする方で一定の要件に
該当する方

支 給 額�　月額29,290円～136,880
円の間で、障害程度により支
給

支給期月 　支給月は３・６・９・12月
で3か月分を一括支給

労働基準監督官採用試験
受付期間
　●インターネット

４月１日㈮～13日㈬
　●郵送または持参　

４月１日㈮～４日㈪
（郵送の場合４日までの通信日付印有効）
受験資格
　⑴昭和61年４月２日～　

平成７年４月１日生まれの者
　⑵�平成７年４月２日以降生まれの者

で次に掲げる者　
　　①�大学を卒業した者及び平成29

年３月までに大学を卒業する見
込みの者

　　②�人事院が①に掲げる者と同等の
資格があると認める者

試 験 日
　第１次　５月29日㈰
　第２次　�７月13日㈬・14日㈭・15

日㈮の指定された日
申込書提出先（郵送または持参の場合）
　北海道労働局総務部総務課
　　〒060-8566
　　札幌市北区北８条西２丁目１番１
　　　札幌第一合同庁舎９階
　問い合わせは、北海道労働局　
❸011-709-2311または最寄りの各
労働基準監督署まで。

発行�№108）の12ページに掲載しま
した常任委員会活動レポート「介護保
険事業について」の文中、『「すずらん」
の休所』とあるのは、『小規模多機能
型居宅介護事業所「中標津ケアセン
ターすずらん」の休所』の誤りです。
　訂正してお詫びします。
　なお、認知症対応型共同生活介護事
業所「中標津グループホームすずらん」
及び訪問介護事業所「ホームヘルプス
テーションすずらん」は、これまでど
おり事業運営しています。
　問い合わせは、中標津町議会事務局
まで。

「休日公証相談」のお知らせ
日　　時　３月27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・財産分与等

相 談 料　無料
　相談を希望される方は、３月25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。

海のもしもは118番
　海上保安庁は、海の事件・事故の緊
急通報用電話番号として、局番無しの
118番を運用しています。
　海で事件・事故を見かけたら局番無
しの「118」へ通報を。
　問い合わせは、第一管区海上保安
本部�羅臼海上保安署��❸0153-87-
2274まで。

協会けんぽ北海道支部からの
お知らせ

　平成28年度の保険料率改定に伴い、
平成28年３月分（５月２日納付期限
分）から健康保険料率は10.15％（プ
ラス0.01％）、介護保険料率は1.58％
（据え置き）となりますのでご理解願
います。
　また、協会けんぽ北海道支部では、
年度内に１回、加入者の皆さんの健診
費用の一部を助成しています。
　35歳～74歳の被保険者（本人）は、
がん検診を含めた充実した健診項目の
「生活習慣病予防健診」を、40歳～74
歳の被扶養者（家族）へは、メタボリッ
クシンドロームに着目した「特定健康
診査」と２つの健診があります。
　生活習慣病の予防と早期発見・早期
治療のためにも年に１度は健診を受け
ましょう！
　問い合わせは、全国健康保険協会（協

た犬や猫が増えます。飼い主には終生
飼養の責任があり、犬や猫を捨てるこ
とは犯罪です。譲渡に関する相談があ
る場合は、保健所または農林課�自然
環境係までご連絡ください。

「安全・安心どさんこ運動」
ネットワーク交流会の開催

　中標津町防犯協会では、地域の防犯
等に関する意識の高揚を図り、安全で
安心な地域づくりを推進するため、次
のとおり交流会を開催します。当日は、
中標津警察署員による寸劇や腹話術に
よる防犯講話等を予定しています。多
数の参加をお待ちしています。
開設日時　３月18日㈮　

午前10時30分～正午
開設場所　中標津町交流センター

大集会室
定　　員　50人程度　
参 加 費　無料（申込不要）
　詳しくは、生活課�交通町民相談係
まで。

「住宅リフォームセミナーin中標津」
　「リフォーム」 をデザインする　
～住宅リフォームの現在・未来～

日　　時　３月23日㈬
午後２時15分～午後５時

場　　所
　中標津町役場３階301会議室
内　　容
　講演１�「中古住宅流通・リフォーム

市場の活性化に向けた国の動
向と北海道Ｒ住宅」北海道Ｒ
住宅実践紹介

　講　師：�㈱シー・アイ・エス計画研
究所
代表取締役社長�服部倫史氏

　講演２�「性能向上リフォームをデザ
インする」具体的な性能向上
リフォーム事例を通じたプラ
ンニング・デザインの解説

　講　師：㈲奈良建築環境設計室
室長�奈良�顕子�氏

対　　象
　�住宅関連事業者、住宅リフォームに
関心のある方

定　　員　50名（定員次第締切）
申し込み
　�電話申し込みまたは参加申込書をＦ
ＡＸ（❹0153-23-6217）により
送付（参加申込書は中標津町ホーム
ページまたは都市住宅課窓口）、当
日参加可
　問い合わせは、根室振興局�建設指
導課�建築住宅係��❸0153-23-6832
まで。

なかしべつ議会だより（№108）
掲載記事の訂正について

　なかしべつ議会だより（１月31日

March 3
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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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　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
る方との公平を保つため、職場調査・
預金調査などの財産調査の後、差押等
の滞納処分を行います。定められた納
期限までに納めていただくようお願い
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㈬　午後６時～午後８時
休�日�相�談�日

３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。

自動車税の住所変更をお忘れなく
　自動車税は、４月１日現在の登録に
基づいて課税される税金です。
引越しなどで住所が変わったときは、
運輸支局で変更登録をしてください。
次の場合は運輸支局で登録手続きが必
要です。
　●住所が変わったとき（変更登録）
　●自動車を売買したとき（移転登録）
　●自動車を使用しなくなったとき

（抹消登録）
　平成28年度の自動車税納税通知書
を確実に届けるためにも、3月中に手
続きをお願いします。
　詳しくは、札幌道税事務所自動車税
部��❸011-746-1197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
　※�受給者（父等）だけ、また子ども

だけが転入及び転出する場合や、
海外に居住する場合も手続きが必
要です。

●公務員になったとき・退職したとき
●�児童福祉施設等に入所・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(写し可)
　（出生のときは扶養者の健康保険証）
　・�平成27年１月１日以降に転入し

た方は、平成27年度所得課税証
明書（児童手当用）

　・�児童が他市町村に住所を有するとき
は、児童が属する世帯全員の住民票

※�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。
※�中学生までの子どもを養育している
にもかかわらず、児童手当を受給し
ていない方は問い合わせください。
※公務員の方は事業所から支給されます。
　詳しくは、子育て支援室�子育て給
付係まで。

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
りです。
日　程 ごみ収集 最終処分場

３月21日㈪ 休み 午前中のみ

　詳しくは、生活課�環境衛生係まで。

育英資金の利用者を募集します
　教育委員会では、平成28年度の育
英資金貸付金の利用者を募集します。
利用者の資格は、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。
修学資金（年額）
　高等学校　12万円以内
　高　　専　18万円以内
　大学･短大･専修学校　24万円以内
入学一時金
　高等学校　10万円以内
　高　　専　15万円以内
　大学･短大･専修学校　20万円以内
申込期間
　３月14日㈪～４月８日㈮
※�成績証明書、在学証明書などが必要
です。
　申請書類は教育委員会で直接受け取
るか、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。
　申し込み・問い合わせは、教育委員
会�管理課�総務係まで。

年金相談所開設のお知らせ
開設日時（開設時間が変わります）
　４月５日㈫　午後１時～午後５時
　４月６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
　３月11日㈮～30日㈬
　予約申し込みは、釧路年金事務所
❸0154-61-6000まで。

犬や猫を捨てないで
　例年、３月から４月にかけては、犬
猫の出産時期や、引越し等による人の
移動の活発な時期で、迷子や捨てられ

小学校入学予定児の麻しん風しん
混合ワクチン（第２期）のご案内
　平成28年度入学予定児の麻しん風
しん混合ワクチン第２期について、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。
対　象　�平成21年４月２日～平成22

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

「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51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。
・釧路がん検診センター
　�がん検診と一緒に受診できます（別
料金）。
　�釧路がん検診センターへご予約くだ
さい。❸0154-37-3370

料　　金　無料
実施期間　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。

　詳しくは、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(木)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

税　　金税　　金

一　　般一　　般

からだをきたえしあわせな家庭にしましょう（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）
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※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 24,041（－21）
　 男 11,724（－11）
　 女 12,317（－10）
世 帯 数 11,036（－ 6）

（　　）内は前月比

　町内の小中学校から寄せられた児童生徒の作品展が総合文化会館コミュニティホールで開催さ
れました。
　６～７日はしるべっと広場において「なかしべつ冬まつり」も行われていたため、大勢の方が
個性あふれる秀作を観覧していました。

小
中
学
生

総
合
作
品
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日

２月

　２月４日㈭・５日㈮に新十津川町で開催された「平成27年度日本学
校農業クラブ北海道連盟第67回全道実績発表大会」に、中標津農業高
校の４つの研究班が出場しました。本大会は、日頃の農業学習を通じて
研究してきた地域の課題解決をプロジェクトテーマとして、発表力など
を競う大会です。
　中標津農業高校からは、地域の臭気対策に取り組んだ酪農環境研究班
（Ⅰ類発表）３名、害獣のエゾシカを食肉化する技術と普及活動に取り
組んだ肉加工研究班（Ⅱ類発表）６名、計根別食育学校で実践する食農
教育に取り組んだマネージメント研究班（Ⅲ類発表）５名、そして、学

校全体の農業学習推進・活性化に取り組んだ農業クラブ執行部（クラブ活動発表）５名の全４研究班が出場し、見事
クラブ活動発表部門で最優秀賞を受賞しました。農業クラブ執行部は今年度「中農と地域を“見える化”～まちに広
がる新たな姿～」を活動テーマとし、本校PTA・同窓会などから協力を受け、地域コミュニティー放送「FMはな」
との共同制作番組「月刊中農ファミリー（毎月第四火曜日午後12時20分頃放送）」の放送をスタート。地域への情報
発信と合わせて、各種コンテストの結果報告など生徒の成果発表の場を提供してきました。
　最優秀賞を受賞した農業クラブ執行部は、2016年10月26日㈬から大阪府で開催される、日本学校農業クラブ連盟
全国大会（大阪大会）、通称「農業高校生の甲子園」に、北海道連盟の代表として事例発表することが決まっています。

●最優秀賞（分野：クラブ活動発表）
　　　　　　　　　　発表者：食品ビジネス科３年　比内　愛実
　　　　　　　　　　　　　　食品ビジネス科１年　相馬　　誠
　　　　　　　　　　補助者：食品ビジネス科２年　清原　璃夢
　　　　　　　　　　　　　　食品ビジネス科１年　小西　歩美
　　　　　　　　　　　　　　生 産 技 術 科１年　木下ひなの

農業クラブ全道大会で最優秀賞を受賞、全国大会出場へ
～新方式※後の受賞は開校以来初の快挙�～

※�新方式とは、コンピュータなどの電子機器を使用したプレゼ
ンテーション手法による発表　（平成10年ごろまでは、コン
ピュータを使用せずスライド投影機を用いた発表）

中標津農業高等学校

町長・教育長を表敬訪問しました


