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空とみどりの交流拠点

2016 平成28年

№645

第60回 なかしべつ夏祭り
　なかしべつ夏祭りの最後を飾った「仮装盆
踊り」です。
　小雨が降る中でしたが、さまざまな仮装に
身を包み、観客を楽しませていました。
　２日間で行われたなかしべつ夏祭りは、延
べ41,000人が訪れ、大変盛り上がりました。
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　平成６年10月４日午後10時23分、北海道東方沖を震源とする最大震度６の地震が発生しました。
　上の写真は、その地震によって町が受けた被害の記録です。いつどこで起こるか予測ができない災害に対し、当時の惨
状を改めて思い起こすことで、住民の皆さんの防災意識を高め、日ごろの備えに万全を期していただくため、町では10
月４日を「防災の日」と位置づけています。

10月4日は 防災の日中標津町

　災害に強いまちづくりを、行政からの『公助』だけで達成する
ことはできません。住民の『自助』と『共助』を含む【３つの助
け】が相互に働きあうことが重要です。
　大災害が発生した場合、より多くの命を救うためには、公助を
待つ間、まずは自分で自分の命を守り、その上で住民が協力し、
災害を拡大させないことがとても大切になります。

　自分と大切な人を守るため、今一度、災害に対する『自助』と
『共助』について考え直してみましょう。

災害から身を守る【３つの助け】

自身の安全は
自身で守る

安全な暮らし
を守る事業

コミュニティ
での助け合い

自 助
【個人･家族】

公 助
【行政】

共 助
【地域】
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　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
体験します。

　５人から８人程度の班をつくり、次々に読み上げられ
るカード（避難者）の対応を考えていきます。
　ゲームの中では時間が刻々と過ぎており、そのうち日
は暮れ、気温は下がり、食糧も尽きていきます。避難者
の方々は、インフルエンザの疑いがある、余震でケガを
している、車椅子を利用している、ペットを連れている
など、多くの事情を抱えています。
　このゲームでの対応に、『正解』はありません。避難
所運営に携わる一住民として、最善策を見出す力や不測
の事態への対応力を学んでいただけます。

　北海道では防災に対する心構えなどを多くの方に知っていた
だくため、地域の防災活動に取り組んでいただいたり、災害発
生時には地域の防災リーダーとして活躍いただく『北海道地域
防災マスター』のボランティア育成に取り組んでいます。
　『北海道地域防災マスター』に認定されるには、認定研修会
の受講が必要です。受講を希望される方は、下記の方法により
お申し込みください。なお、受講料は無料です。

 申込方法 　９月30日までにメールまたはＦＡＸで北海道危機対策課までお申し込みください。
　　　　　　Mail：somu.bosai22@pref.hokkaido.lg.jp 　❹ 011-231-4314

 開催日時 
　11月１日㈫
　午前10時30分～午後４時30分
 開催場所 
　根室市総合文化会館（根室市）
 研修内容 
　指導者向け防災講座、応急救護、
　災害図上訓練（DIG）など

　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。

避難所運営ゲーム北海道版（D
どぅ
oはぐ）を

体験しませんか？

北海道地域防災マスター認定研修会のお知らせ

コミュニティ
での助け合い

共 助
【地域】

『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。

申込用紙は下のリンクまたは右のＱＲコードから道のＨＰをご覧になるか、
役場総務課に用紙を用意していますので、お問い合わせください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/bsb/bosai_top.htm

●『Doはぐ』とは？

●『Doはぐ』はどうやるの？

●なぜ『Doはぐ』の体験が必要なの？

問い合わせは、総務課 防災係まで。
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問い合わせは、総務課 防災係まで。

出典 ： The Great Japan Shake Outホームページ

ピタッ

ピタッ

ガキ
ン

グッ

ヒートン

ピタッ

とぶ おちる

たおれるうごく

われる

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～

　災害用の備蓄というと、乾パンやヘッドライトなど、普段使わないも
のを用意する特別な準備と考えていませんか？

　『日常備蓄』とは、普段利用してい
る食料品や生活必需品を少しだけ多め
に買い、消費と補充を繰り返す備蓄の
やり方です。
　準備の負担は少なく、備蓄品の期限
が切れる心配もありません。

自身の安全は
自身で守る

自 助
【個人･家族】

日常備蓄のススメ
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　当院は土・日・祝祭日・年末年始（12月31日～１月５日）を除き毎日診療を行っ
ています。
　夜間、休日につきましては、医師１名、看護師２名体制で救急患者の受け入れ
を行っています。
　現在の診療科目につきましては、当院のホームページ、電話での直接のお問い
合わせ、院内に設置の「外来診療体制表」などによりご確認願います。
　病院の正面玄関は午前７時30分から入ることができますので、初めて受診さ
れる方、再診の方ともに待合室に設置されている番号のついたイスに座ってお待ちいただきます。
　午前７時35分になりましたら、初めて受診される方及び初めて他の科を受診される方は受付窓口①番か②番で受
付を行います。受付が終わりましたら、待合室等でお待ちいただき午前８時30分になりましたら受付にて再度お名
前をお呼びしますので、受付までお越しください。診察に必要な基本票をお持ちになって診療科の窓口へお越しくだ
さい。
　診療の開始時間は午前８時45分となっていますが、出張医師の到着時刻などによりそれぞれの診療科において変
更になることがありますので、ご了承ください。
　診療が終わりましたら、受診した診療科の窓口で基本票が渡されますので、それを１階の会計③番へ提出していた
だき会計となります。会計処理が終わったらお名前をお呼びしますのでしばらくの間お待ちください。
　なお、院内でわからないことがありましたら、各診療科窓口、職員等へお尋ねください。
　また、午後の診療につきましては、内科、外科、整形外科は行っておりませんが、他の診療科につきましても曜日
ごとで違いますので、ホームページ、外来診療体制表、窓口、お電話等にてご確認ください。

行政相談委員に委嘱されました
　平成28年８月１日付けで関谷郁子氏が、総務大臣から行政相談委員に
委嘱されました。
　行政相談委員は、町民の皆さんからの国の行政に関する苦情・意見や要
望をお聞きし、皆さんと役所などの間に立ち、公平・中立的立場で解決の
ための助言などをボランティアで行う地域の頼れる相談役です。

・◦● 町立中標津病院をはじめて受診される方へ ●◦・

問い合わせは、町立中標津病院 医事課  ❸７２－８２００まで。
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　なかなか健康なかしべつは昨年度実施した中間評価により改訂版（広報５月折
込）を作成して取り組んでいる健康づくり推進計画です。その中に「毎食後、歯
を磨きましょう。」という目標があります。皆さんはきちんと１日３食食べて、
その毎食後に歯を磨いていますか？
　中間評価のためのアンケート結果では、毎食後歯を磨いている方（39.1％）よ
りも毎食後歯を磨いていない方（60.2％）が多く、その理由として「昼は磨けな
い」と答えた方が66.5％で、朝と夜は磨いているけれど昼は磨けないという方が
多い結果でした。では、昼の歯磨きは必要でしょうか？通常お口の中は中性です
が、食後は唾液が急激に酸性になり、そのまま歯を磨かずにいると、その後１～
２時間は酸性の状態が続き歯が溶ける環境になります。目でわからなくてもその間は歯の表面が溶かされていると
いうことになります。また、磨かないまま時間が経つと食べかすは歯垢となり同時に口臭もしてきます。笑った時
に歯垢がべっとりと付いた歯や、話す相手の口臭は気になりますね。更に、歯ぐきの隙間に汚れが溜った状態が続
くと口臭がよりきつくなります。そのため、昼の歯磨きは必要ということになります。

なかなか健康なかしべつ　歯の健康
毎食後、歯を磨きましょう

中標津町保健センター　歯科衛生士　表　美香

　以上を参考に、いつもきれいな歯で過ごしましょう。また、毎日気をつけて磨いてい
ても、自分では取りきれない汚れが溜ってしまう場合が多いので、年に１〜２回は

歯医者さんできれいに磨いてもらいましょう。

1.昼食後の歯磨きは簡単にする。

3.�夕食後（寝る前）はしっかり
時間をかけて磨く。

2.思い出した時に磨きましょう。

4.休日は毎食後磨く。

　デジタルリンス等でうがい
をし、歯ブラシでサッと磨き
ましょう。電動ブラシや音波
ブラシを使用するのも良いで
しょう。本当に時間の無い時
はデンタルリンスでうがいだ
けでも行いましょう。

　昼食後に時間をかけられなかった分しっ
かり磨きましょう。デンタルフロスも使い、
歯間と歯ぐきの隙間も磨きましょう。
　フッ素入りの歯磨剤を擦り込むと歯の表
面がツルツルになって歯垢が落ちやすくな
ります。昼食後の短時間でもだいたいはき
れいに磨けるようになります。

　雑誌を見ながら、テレビを見ながら時間
をかけて磨きましょう。

「毎食後、歯を磨く」ための工夫

なかなか健康なかしべつ
（中標津町健康づくり推進計画）ロゴマーク

　昼食後すぐに磨けなければ、少し時間
が経ってしまってからでもいいので磨き
ましょう。
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申し込み・問い合わせは、生活課 交通町民相談係まで。

問合せは、北海道中標津保健所 健康推進課 健康支援係（工藤）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、右記のイベ
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？

中標津保健所管内精神障害者を支える会（あすなろ会）が「家族相談から未来像を考える」と題しまして、北海道精
神障害者家族連合会相談室に寄せられる当事者・家族の相談・悩み事から、今後の家族のあり方やライフスタイルを
考えるフォーラムを開催します。

ご希望の方に昼食（お弁当：500円）
の用意が出来ます。

お申込みの時にお伝え下さい。

（１）あすなろ会　副会長　永野　貴浩　FAX　0153－86－2368
（２）あすなろ会　事務局　薦

こ も だ
田　順子　FAX　0153－72－6176

（３）中標津保健所健康推進課健康支援係　工藤　TEL 0153－72－2168　FAX 0153－72－6894

※小学生以下は保護者同伴です。
※ 受付期間：９月５日～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「駅前ターミナル」
からシャトルバス乗り換え又は

「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
乗り換え、帰りは北方四島交流
センターからも乗車できます。

※ 17日㈯は「競技場入口」から徒歩、18日㈰は「ぷらと」からシャトルバス
乗り換え

バ ス 時 刻 表

無料バスに乗ってイベントに参加しよう

第５回

根室さんままつり（9月17日、18日）
根室産業フェスティバル（10月２日）

行
き

中標津バスターミナル 09：14
根室駅前ターミナル 10：51
根室有磯営業所 11：00

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17日、18日）
《厚床中標津線》

《標津標茶線》

《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

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

しべつあきあじまつり（9月25日）

行
き

計根別（農高前） 10：21
中標津バスターミナル 10：48
標津サーモンパーク 11：20

帰
り

標津サーモンパーク 14：08
中標津バスターミナル 14：41
計根別（農高前） 15：07

対
象

イ
ベ
ン
ト 

別海町産業祭………………９月17日㈯～18日㈰
根室さんま祭り……………９月17日㈯～18日㈰
しべつあきあじまつり……９月25日㈰
根室産業フェスティバル…10月２日㈰

中標津フォーラム
「家族相談から未来像を考える」

◆日　時   ９月24日㈯　午前10時～午後４時
◆場　所　中標津町総合福祉センター　プラット　２階会議室
◆内　容　講演、懇談会
◆対　象　どなたでも参加可能（参加費無料）

電話もしくはFAXで氏名と電話番号をお知らせください
９月22日㈭までに

申 

込 

先

申込
締切
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問い合わせは、福祉課 社会福祉係まで。

問い合わせは、企画課 企画調整係まで。

平成26年４月に実施した消費
税率引上げに伴う所得の少ない
方への影響を緩和します。

詳しくは広報10月号への折込チラシ及び町内会回覧板等でお知らせしますのでご覧ください。

　中標津町では、平成28年９月１日よりふるさと応援制度を活用して当町にご寄附いただい
た町外在住の方へ、感謝の気持ちと町のＰＲとして返礼品の贈呈を始めました。
　当町の魅力が詰まった特産品や体験観光などを中心に、現在約50種類の返礼品を取り揃え
ており、今後も随時取扱いを増やしていく予定です。返礼品の詳細やお申込み方法については
町ホームページ、および「ふるさとチョイス」に掲載しております。
　さらに、より簡単にお手続きできるように、インターネットでのお申込みやクレジットカー
ド決済なども導入しましたので、是非、町外にお住まいのご親戚やお知り合いの方々にもお知
らせ下さい。

一億総活躍社会の実現に向け、賃金
引上げの恩恵が及びにくい所得の少
ない年金受給者の方を支援します。

２つの給付金のお知らせ

中 標 津 町
ふるさと納税返礼品スタートしました。

平成28年度
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」の受給者も受給できます。

１人につき3千円
支給対象者

障害・遺族年金
受給者向け給付金

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）

平成28年９月１日～

※詳しくは町ホームページもしくは「ふるさとチョイス」をご覧下さい。

　　または

※中標津町民の方からのふるさと納税には返礼品の贈呈は行っておりません。

１人につき3万円
（年金生活者等支援臨時福祉給付金）

支給対象者

クレジットカード決済も導入

検�索中標津町　ふるさと応援制度

検�索中標津町　ふるさとチョイス

申請は10月3日（月）から
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問い合わせは、住民保険課 国民年金係まで。

問い合わせは、生活課 環境衛生係まで。

　年金額をもっと増やしたいという方におススメなのが「付加年金」です。
　国民年金の第１号被保険者と任意加入被保険者の方が、定額保険料（月額
16,260円）に付加保険料（月額400円）をプラスして納めると、将来受け取
る老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。

　付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。ご希望の方は、年金手帳をお持ちのうえ、住民保険
課 国民年金係（１階窓口②番）で手続きをしてください。

◦付加年金の額は固定です。物価スライドによる変動（増減）はありません。
◦ 納期限（翌月末日。ただし、土・日曜、祝日の場合は翌営業日）となります。
　※平成26年４月から納期期限を経過しても２年間は納めることができるようになりました。
◦国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。

付加年金は、老齢基礎年金とあわせて受給できる終身年金です。２年間受給すると納めた付加
保険料と同じ額となり、この時点でモトが取れる計算になります。

付加年金の額（年額）は、

「200円×付加保険料を納めた月数」で計算されます。
例えば…
付加保険料を10年間（月数に換算すると120ヶ月）納めた場合、
納めた付加保険料の合計は、400円×120ヶ月＝48,000円
これに対し、付加年金の額（年額）は、200円×120ヶ月＝24,000円 となります。

将来の年金額をアップできる「付加年金」

　犬の登録と年１回の狂犬病予
防注射を必ず受けましょう。
　今年の注射を受けていない場
合は、町内の動物病院で早めに
受けてください。

犬鑑札と注射済票は必ず犬につけましょう。

自分の犬は安全という過信は
禁物です。必ず、リードをつ
ないで散歩させましょう。

犬のフンは必ず持ち帰りましょ
う。尿をしたら十分な水で洗い
流しましょう。

公園や道路での放し飼いは、
やめましょう。

犬の
飼い主さんへの
お願い
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問い合わせは、中標津町地域雇用創造協議会  ❸７２－４１５４まで。

事業者・起業希望の方必見�参加費は無料�平成28年度

　中標津町地域雇用創造協議会では、地域求職・転職希望者の就職に向けた人材育成や、企業の雇用拡大・創業
支援を目的とした講座やセミナー等の事業を実施し、新商品開発や販路拡大にも取り組んでいます。
　今回は、下記２つの講座の参加者を募集いたします。

※ 開催内容の詳細やお申込みは、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。

講座開催のお知らせ

事　　業　　内　　容 日　　程 時　間 昨年度の様子
　 事業者・起業希望者対象　N-Biz　ビジネス拡充支援セミナー（全５回）

釧路公立大の下山朗准教授を講師に迎え、
中標津町の商業・観光の現状や可能性を具
体的な講話やワークショップを交えつつ学
び、実践的な手法を身につけるセミナーを
開催いたします。中標津の創業者の生の声
も聞くことができます！

【９/ ７㈬締切】

１回目　 ９/14㈬
２回目　10/12㈬
３回目　11/ ９㈬
４回目　12/ ７㈬

５回目　12/14㈬

午後６時30分
　～８時30分

午後６時
　～８時

　

事業者・起業希望者対象　異文化コミュニケーション講座（全３回）

今後増加が見込まれる海外からの観光客の
受入を想定した接客や対応について、実践
的な講習も交えながら理解を深める講座を
開催します。前回大変好評だった、ANAビ
ジネスソリューションの講師を迎えての２
回目の開催となります。心をこめたおもて
なしの流儀を体験してください。

【９/20㈫締切】

9/26㈪～9/28㈬ 午後１時30分
　～４時30分

年内開催予定の講座一覧　　※開催が近づきましたら別途募集告知いたします

【事業者・起業希望者対象】
○売れる・集まるネットショップセミナー　９月～10月（全６回）　定員７社
　 成功するためのインターネットビジネスのノウハウを基礎から実践的に学ぶ

講座です。

【求職者・転職希望者対象】
○経理・パソコン会計事務講座　　９月～11月（全23回）　定員12名
　日商簿記3級程度の技術とパソコンによる会計事務を学ぶ講座です。

○目指せ！北の料理人講座　10月中旬（全５回）　定員15名
　 衛生講習や料理人に必要な心構えの講話、また調理実習を行い、料理人にな

るための基礎を学ぶ講座です。　

○体験型観光ビジネス講座　10月下旬（全４回）　定員10名
　町内の観光スポットを視察体験しながら、観光ビジネスを学ぶ講座です。

○林業のおしごと講座　10月下旬～11月上旬（全３回）　定員10名
　 林業が担う役割を学び、働く人の実際のお話しを聞き、またチェーンソー実

習や重機デモの体験もできる講座です。

ネットショップセミナ
ー

北の料理人講座

体験型観光ビジネス
講座

経理・パソコン会計
事務講座林業のおしごと講座
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《町　長》　※無投票

《町議会議員》　※得票順

中標津町町長・町議会議員選挙結果報告
　私たちの生活に最も身近な中標津町長選挙及び中標津町議会議員選挙が行われました。
　町長選挙は立候補者が１名だったため無投票による当選となり、町議会議員選挙は定数18名に対し20名
の立候補届出があり、８月21日投開票の結果、現職11名、新人７名が当選されました。
　なお、投票率は50.11％（前回60.68％）となっております。

氏　　　名 ふ り が な 党　　　派 備　　考

西　村　　　穣 にしむら　ゆたか 無　所　属 新　人

氏　　　名 ふ り が な 党　　　派 備　　考

千　葉　清　正 ちば　きよまさ 無　所　属 新　人

江　口　智　子 えぐち　ともこ 公　明　党 新　人

後　藤　一　男 ごとう　かずお 無　所　属 現　職

鈴　木　克　弘 すずき　かつひろ 無　所　属 現　職

上　原　房　子 うえはら　ふさこ 無　所　属 現　職

水　石　幸　衛 みずいし　さちえ 公　明　党 現　職

柳　　　　　信 やなぎ　まこと 無　所　属 新　人

高　橋　善　貞 たかはし　よしさだ 無　所　属 新　人

佐　藤　武　志 さとう　たけし 無　所　属 現　職

熊　倉　重　樹 くまくら　しげき 無　所　属 現　職

吉　田　貫　一 よしだ　かんいち 無　所　属 現　職

松　村　康　弘 まつむら　やすひろ 無　所　属 現　職

萬　　　和　男 よろず　かずお 無　所　属 現　職

佐　野　弥奈美 さの　やなみ 無　所　属 現　職

飯　島　　　実 いいじま　みのる 無　所　属 新　人

瀬　波　秀　人 せなみ　ひでひと 無　所　属 現　職

宗　形　一　輝 むねかた　かずき 無　所　属 新　人

黒　川　静　夫 くろかわ　しずお 無　所　属 新　人
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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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　　　　　 午後１時～４時30分
電話番号　０３－３５０２－８２３９
内　　容　 遺言、任意後見契約など公

証事務全般
　問い合わせは、釧路地方法務局総務
課  ❸0154-31-5010まで。

オータムジャンボ宝くじ発売
【抽選日は10月21日㈮】

　 ９ 月26日 ㈪ か ら10月14日 ㈮ ま で
オータムジャンボ宝くじが発売されま
す。オータム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。
　この宝くじの収益金は、市町村の地
域経済活性化対策や環境対策など、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。

ヒグマ出没注意！
　９月３日から10月31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。

標津川水系河川整備計画の
住民説明会開催について

　釧路総合振興局では、中標津橋下流
付近から緑豊橋までの2.6㎞区間を優
先整備区間※とする「標津川水系河川
整備計画【中流・上流地区】」を策定
するにあたり、原案の内容を流域のお
住まいの皆さんへ広く周知するための
住民説明会を開催します。
※�優先整備区間とは、概ね20年
間で河川の整備をする区間。

日 時　９月８日㈭　午後７時
場　　所　中標津町総合文化会館

第２研修室
　問い合わせは、釧路建設管理部 中
標津出張所  ❸72-3213または建設管
理課 管理係まで。

９月定例会の開催予定について
日　　時　９月15日㈭　午前10時
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。

家畜商講習会の開催
　平成28年度の家畜商講習会が次の
とおり開催されます。
日　　時　11月17日㈭～18日㈮
　　　　　午前９時～午後５時
場　　所　札幌市（道庁地下１階）
提出書類　受講願書（正副２通）
　　　　　正副とも写真貼付
　　　　　 正本に受講手数料（証紙

3,550円分）貼付
※様式は農林課畜産係にあります。
申込期日　９月15日㈭
　申し込み ・問い合わせは、農林課  
畜産係まで。

　　　　 全国一斉　　　　
「高齢者・障害者の人権あんしん相談」

強化週間
　９月５日㈪から11日㈰までを全国
一斉「高齢者・障害者の人権あんしん
相談」強化週間として、高齢者・障害
者をめぐる問題等の解決を図るための
人権相談活動を強化しています。
　「高齢者・障害者の人権あんしん電
話相談」  ❸0570-003-110
受付時間　９月５日㈪～９日㈮
　　　　　午前８時30分～午後７時
　　　　　９月10日㈯～11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。

休日公証相談所を開設します
日　　時　９月22日（木・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、９

月21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。

「公証週間」電話相談
　10月１日から７日までは公証週間
です。公証制度を広く国民の間に普及
させるため、日本公証人連合会本部に
おいて、電話相談を実施します。
日　　時　10月１日㈯～７日㈮　
　　　　　 午前９時30分～正午

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４日㈫　午後１時～午後５時
　10月５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８日㈭～９月28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５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。

なかしべつ景観フォーラム
　農業とともに中標津町の発展を支え
てきた市街地景観の成り立ちと、まち
全体で取り組む景観まちづくりについ
て考えてみませんか。
日　　時　９月10日㈯　
　　　　　午後３時～５時30分
場　　所　ウェディングプラザ寿宴

ウェディングホール
講　　演　①景観まちづくりの効果

（仮題）
　　　　　　北海道総合政策部政策局

主幹　奈良 華織 氏
　　　　　② 景観計画における市街地

の方針（仮題）
東京都市大学教授 坂井　文氏

座 談 会　 中標津町が目指す市街地景
観と景観まちづくり

　　　　　パネリスト
　　　　　北海道　　　 奈良 華織 氏

東京都市大学教授 坂井　文氏
　　　　　中標津町　　 菅野 三夫
　　　　　コーディネーター
　　　　　NPO法人景観ネットワーク理事

東田 秀美 　
※事前の申込は不要です。
　問い合わせは、都市住宅課 街づく
り推進係まで。

9September
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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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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
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。

ごみ収集のお知らせ
　祝日のごみの収集は次のとおりです。

日　程 ごみ収集 最終処分場

９月19日㈪ 休　み 休　み

９月22日㈭ 通常どおり 通常どおり

　詳しくは、生活課 環境衛生係まで。

道営住宅入居者募集
募集団地
・泉中央団地（３階建）

西８条北６丁目２番地
　A棟２階　３ＬＤＫ　１戸
　平成５年建設　※世帯向け一般住宅
　家賃　20,300円～39,900円
　　　　他駐車場使用料、共益費、
　　　　給湯設備使用料
　参考：前回応募倍率　2.3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　10月３日㈪～17日㈪
　　　　　　　（日曜日・祝日は除く）
入居申込受付　10月11日㈫～17日㈪
　　　　　　　（日曜日は除く）
抽 選 日　10月25日㈫（予定）
抽選会場　中標津経済センター
入居時期　11月10日～（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・問合せは、道営住宅（中
標津町）指定管理者　㈲アクロス
❸72-5515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」また

は「額改定（増額）」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
※ 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
ありますのでご注意ください。

※ 受給者（父等）だけ、また児童だけ
が転入及び転出するとき、手続きが
必要な場合があります。

※ 中学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。

　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
かかった時の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

骨粗鬆症検診のお知らせ(10月分)
実施期間　 10月４日㈫～28日㈮
　　　　　毎週火～金曜日
　　　　　（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　９月20日㈫
　申し込みは、中標津町保健センター  
❸72-2733まで。

乳がん検診のお知らせ(10月分)
実施期間　10月24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（9/28

～10/19の期間で調整）
料　　金　 3,000円
　　　　　（70歳以上　1,500円）
定　　員　25名
場　　所　町立中標津病院
申込締切　９月20日㈫
　申し込みは、中標津町保健センター
❸72-2733まで。

Ｂ型肝炎予防接種が10月１日から
定期接種になります

　Ｂ型肝炎は、Ｂ型肝炎ウイルスの感
染により起こる肝臓の病気です。ワク
チンを接種することで、体の中に抵抗
力（免疫）ができます。
　対象は平成28年４月１日以降に生
まれた０歳児で、１歳になる前に３回
の接種を終える必要があります。３回
の接種を終えるまで半年ほどかかりま
すので、接種日程の管理が重要となり
ますので注意してください。特に４月、
５月生まれの場合、10月の定期接種
開始時点で初めて予防接種を受ける０
歳児は、生後５～６ヶ月が経過してい
ますので留意願います。
　問い合わせは、中標津町保健セン
ター  ❸72-2733まで。

税　　金税　　金

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）



※ 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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誕生 16人　 死亡 16人　 転入 54人　 転出 76人

乳用牛飼養戸数 294戸　乳用牛飼養頭数 39,627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 23,907（－22）
　 男 11,680（－14）
　 女 12,227（－ 8）
世 帯 数 11,064（± 0）

（　　）内は前月比
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　中標津町総合文化会館で、将来を担う子どもたちに森林の大切さを身近に感じてもらうため、
木育木工教室が開催されました。
　たくさんの子どもたちが木のおもちゃなどで遊び、木工体験では真剣な表情でバードコール
やスプーンなどの作品づくりに取り組んでいました。

　８月４日の「橋の日」に、平成28年度に実施した町道橋95橋の、橋梁点検結果報告書の手
交式が行われました。
　これは、中標津町建設業協会との協定により平成26年度から実施しており、今年度は７月
４日から８日の日程で実施され、会員43社181名の参加により橋梁点検が実施されました。


