たのしいね
２月４日、５日に開催された「なかしべ
つ冬まつり」
。
子どもたちの行列が絶えなかったジャン
ボ滑り台では、次から次へと笑顔が滑り降
りてきました。

空とみどりの交流拠点
2017

平成29年

３

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

№651

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

第

冬

42

回

なかしべつ

まつり

２月４日㈯～５日㈰の２日間、しるべっと
広場を会場に「第42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33,000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。

2 2

3 3

転入される方のため、
休日窓口の開設及び受付窓口の時間延長をします
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することが予想
されます。
つきましては、転入される方のため、下記のとおり休日窓口の開設及び受
付窓口の時間延長を行いますので、ご利用ください。
●休日窓口開設日●

…４月１日㈯・４月２日㈰

午前９時～午後５時まで

開設窓口：住民保険課（戸籍住民係）、上下水道課
●受付時間延長日●

…４月３日㈪

午後７時まで

延長窓口：住民保険課（戸籍住民係・国保係・年金係・後期高齢者医療係）
福祉課、子育て支援室、介護保険課、税務課、上下水道課、学校教育課
※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。

献血にご協力ください
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、移動献血車により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。
平成29年度につきましても４月・６月・８月・10月・12月・２月
に町内巡回を予定しておりますので、一人でも多くの方のご協力をい
ただきますようお願いいたします。
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。

中標津町における献血実績

（人）

場
役

場

実 施 月

7･11･3

献血人数

171

警察署

あるる

11･2

7･1

所
東

武

7･11･3

JA中標津 JA計根別
11

左記以外

中標津町全体

7･11･1･2･3 7･11･1･2･3

11

25
年

実 施 月

7･12

64
7･2

89
7･2

192
7･12･2

35
4･12

12
4

327
4･7･12･2

890
4･7･12･2

26
度

献血人数
実 施 月

86
8・12

63
8・2

56
8・3

131
8・12・3

52
4・12

19

311

718

4・8・12・2・3 4・8・12・2・3

4

27
献血人数

109

54

57

135

80

19

282

736

詳しくは、福祉課 社会福祉係まで。
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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

相談はすべて予約制です。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。
平成29年４月

４日㈫～ ５日㈬

５月

９日㈫～10日㈬

７月

４日㈫～ ５日㈬

６月

６日㈫～ ７日㈬

８月

１日㈫～ ２日㈬

９月

５日㈫～ ６日㈬

10月

３日㈫～ ４日㈬

11月

７日㈫～ ８日㈬

12月

５日㈫～ ６日㈬

平成30年１月

９日㈫～ 10日㈬

３月

６日㈫～ ７日㈬

２月

開設時間
１日目
２日目

午後１時～午後５時
午前９時～午後２時

開設場所
中標津町役場 会議室

６日㈫～ ７日㈬

※平成29年度新規年金受給者説明会は実施しないことになりました。

町営バス「養老牛線」時刻表の改正について
４月１日㈯からの民間路線バスのダイヤ改正に

１便 … 06時37分発（現行のまま）

伴い、接続が困難となる町営バス「養老牛線」の

２便 … 15時15分発（現在） ⇒

15時30分発（4/3から）

時刻表を４月３日㈪から次のとおり改正します。

３便 … 16時37分発（現在） ⇒

16時38分発（4/3から）

詳しくは、生活課 交通町民相談係まで。

事業者、起業希望者向け講座開催のお知らせ

平成28年度

新商品公開セミナー

当協議会の雇用創造実践メニューにより開発された、食・観光・林業分野の新商品を公開するセミナーを開催し
ます。
新商品を公開することで、
今後の中標津町内の企業活動や雇用拡大に結び付けていくことを目的としています。
セミナー当日は、株式会社ファームステッド代表取締役

長岡淳一氏による基調講演として、「地域振興とデザ

インブランディングの重要性とは？」を開催します。さらに、各分野の協議会担当者および商品開発アドバイザー
による商品説明や開発秘話、新商品の試食、観光モデルツアー実施時の映像上映、林業分野のカラマツを使った新
商品の展示もあります。興味のある方はぜひご参加ください。
開催日時

３月15日㈬

会

参 加 費

無料（要事前申込み）

場

中標津町総合文化会館（しるべっと）コミュニティホール

●昼の部：各分野別公開セミナー

●夜の部：新商品公開セミナー

午後１時45分～

開場

午後６時30分～

開場／試食・商品展示会

午後２時00分～２時45分

林業分野新商品公開

午後７時00分～７時30分

新商品公開のご紹介

午後３時15分～４時00分

食分野新商品公開

午後７時30分～９時00分

基調講演

午後４時30分～５時15分

観光分野新商品公開

※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。

問い合わせは、中標津町地域雇用創造協議会
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❸７２－４１５４まで。

平成29年4月から

介護予防･日常生活支援総合事業が始まります
●介護予防・日常生活支援総合事業とは？
平成29年４月から介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）を実施します。
総合事業とは、高齢者の介護予防と自立した日常生活の支援を目的としており、
「介護予防・生活支援サービス事業」
と「一般介護予防事業」からなります。
町の実情に応じて、介護事業者や各種団体など様々な立場の方による多様なサービスを行うことで、地域の支え合
いの体制づくりを進め、高齢者の皆さんの介護予防と日常生活の自立を支援します。

●具体的には？
これまでの予防給付（要支援１・２の方に対するサービス）のうち、予防訪問介護（ホームヘルプサービス）と予
防通所介護（デイサービス）が介護予防・生活支援サービス事業に移行されます。
サービスの移行は、４月以降の要介護・要支援認定（更新）分からになります。
総合事業に移行しても、これまで要支援１・２の方が利用していたサービスは原則引き続き利用可能です（現行相
当サービス）
。
また、訪問・通所介護以外の予防サービス（福祉用具貸与など）については、これまでどおり受けられます。
日常生活に不安のある方は、一般介護予防サービスの利用が可能です。

介護給付
（今までと同じ）

介護給付
（要介護１〜５）
予防給付
（要支援１〜２）
通所・訪問リハビリテーション、
福祉用具貸与、訪問看護など

予防給付
（今までと同じ）
介護予防・生活支援サービス事業（訪問型・通所型サービス）

訪問介護、通所介護

※現行相当サービスが利用可能

●初年度の事業内容は？
〇介護予防・生活支援サービス事業
⇒介護事業者による訪問型サービス（ホームヘルプサービス）及び通所型サービス（デイサービス）
〇一般介護予防事業
⇒介護予防教室（中標津町地域包括支援センター実施）・通所介護予防サービス（中標津町社会福祉協議会実施）
※事業の枠組みが変わる以外、現行のサービス内容に大きな変更はありません。
※現在、介護予防サービスを利用している要支援１・２の方につきましても、原則これまでと同様のサービ
スが受けられます。

●介護保険サービスの利用手順は？
中標津町地域包括支援センターへ相談（65 歳以上の方）⇒ サービス内容などをご説明します
要介護
（支援）
認定を申請
要介護１〜５
介護サービス
（今までと同じ）

要支援１
要支援２

基本チェックリストの実施
非該当
（自立）

生活機能の低下
がみられた方

自立した生活が
送れる方

中標津町地域包括支援センターなど
⇒希望のサービスを相談します
予防サービス
（訪問型・通所型以外）

介護予防・
日常生活支援
総合事業

介護予防・生活支援
サービス事業
（訪問型・通所型）

一般介護予防事業
（通所介護予防サービス）

一般介護予防事業
（介護予防教室）

●基本チェックリストってなに？
要介護認定を受けなくても、本人の状態を確認する全国共通の質問票です。
25の質問項目で、日常生活に必要な機能が低下していないかを調べます。

問い合わせは、中標津町地域包括支援センターまで。
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そのお酒、適量ですか？

なかなか健康なかしべつ～こころの健康づくり

中標津町保健センター 健康推進課 健康推進係
歓送迎会のシーズンになり、お酒の席が増える時期になりました。
適量のお酒は人とのコミュニケーションを楽しくしたり、ストレスを
和らげリラックスできるなどの効果があり、身近な気分転換方法とし
てお酒を飲む方もいらっしゃるかと思います。しかし、ストレス発散
や不眠を解消させる手段として繰り返し飲んでいると、だんだんお酒
の量が増えていき、健康問題や社会問題の原因になることがあります。
精神的な影響としてはアルコール依存症、うつ病、認知症などの病
気にかかる危険性があります。辛くてたまらない時に現実逃避のためにお酒を飲むと、絶望感や孤独感を強めたり、
時には衝動性が高まり死にたい気持ちを後押したりすることさえあります。正しい知識を身につけ、お酒との付き合
い方を振り返り、健康的な飲み方を心がけましょう。

○寝酒は控え、十分な休息を
寝るためにお酒を飲むと眠りを浅くして睡眠の質を悪くし、不眠を助長したり、同じ量のお酒で寝付けなくなった
りする可能性があります。健康な深い睡眠のためにも、寝酒は避けましょう。こころや体の疲れを感じたら、まずは
生活リズムを見直し、十分な休息をとりましょう。

○週に２日は休肝日
週に２日はお酒を飲まない日を作り、肝臓を休めて機能を回復させましょう。依存症の予防にもつながります。

○定期的に健診を
日常的にお酒を飲んでいると、肥満をはじめ糖尿病・高血圧などの生活習慣病や肝臓の病気、がんなどの要因にも
なることがあります。定期的な健診を受けることで、自分の体を把握しましょう。

○計算してみよう!お酒の適量（純アルコール量１日20ｇ）

ビール 500㎖
（大ジョッキ１杯）

日本酒 180㎖
（１合）

・女性や高齢の方、お酒を飲んで赤くなる方
は量を控えましょう。
・もともとお酒を飲まない方に飲酒を推奨す
るものではありません。
・アルコール依存症の方は断酒を続けること
が唯一の回復方法です。

焼酎 110㎖
（コップ1/2杯）

ワイン 240㎖
（グラス２杯弱）

計 算 方 法

20
（ｇ）÷ {

（％）
÷100 } ÷ 0.8 =
アルコール度数

(㎖)
１日あたりの
お酒の適量

例）アルコール５％のビールの場合→20÷(５÷100)÷0.8＝500(㎖)

○断酒会があります
奥根室断酒会による定期的な例会が保健センターで行われており、お互いの酒害体験を話したり、聴いたりするた
めの場となっています。ご自身のこと、ご家族の飲酒問題でお困りの方はご相談ください。

詳しくは、中標津町保健センターまで。
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中標津町農業委員会委員の募集について
平成27年９月４日に「農業委員会等に関する法律」が改正
され、平成28年４月１日に同法が施行されたことに伴い、農
業委員会委員の選出方法については公職選挙法に基づく選挙
制度が廃止となり、町長が議会の同意を得て任命する方法に変
更となりました。
これにより農業委員の任命については、あらかじめ地域の農
業者や農業団体等に候補者の推薦をいただくと同時に、農業者
にこだわらず広く一般に公募することが可能となりました。
つきましては、平成29年７月20日付けで中標津町農業委員
会委員を選任することになりましたので、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事
項及び農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる方の推薦又は応募を行いま
す。

■募集方法
１

推薦及び応募について
⑴ 町内の地区・全域からの推薦
農業者等３名以上が連名し、代表者が文書をもって推薦します。
⑵ 団体等の推薦
農業者等の組織する団体等の代表者が文書をもって推薦します。
⑶ 一般応募
２ 推薦・応募の農業委員数 定数18人
３ 推薦・応募の資格
⑴ 中標津町に住所を有する者を基本に、町外に住所を有する者も妨げない。
⑵ 中標津町が設置する他の附属機関等の委員でない者。ただし、規定に農業委員会、農業委員とあるもの
を除く。
⑶ 中標津町の職員でない者
４ 応募書類
 該当する次の書類に住民票の抄本を添付し、必要事項を記載して中標津町農業委員会事務局まで提出して
ください。
⑴ 中標津町農業委員候補者推薦書
⑵ 代表者証明書
⑶ 中標津町農業委員候補者承諾書
⑷ 中標津町農業委員応募届出書
 書類の請求については農業委員会事務局にご連絡いただくか、もしくは、中標津町ホームページからダウ
ンロードしてご利用ください。
５ 推薦・応募の期間
４月４日㈫から５月８日㈪までに必着（役場閉庁日を除く）※郵送の場合は、当日消印有効
受付時間：午前８時30分から午後５時15分まで
６ 推薦及び募集状況の公表
 推薦及び募集期間の中間の４月18日㈫、及び終了後の５月９日㈫に、町ホームページに推薦及び募集状
況を公表します。
７ 選任方法
 推薦・応募の理由、年齢、性別、地域等を考慮し、中標津町農業委員候補者評価委員会において候補者の
評価を行い、結果を町長に報告します。
 町長は報告を受け、委員会の意見を参考に候補者を決定し、町議会の同意を得たうえで農業委員を選任し
ます。
８ お問い合わせ先
〒086-1197 標津郡中標津町丸山２丁目22番地
中標津町農業委員会事務局
電
話 0153-73-3111（内線376・377・378）
ファックス 0153-73-5333
メールアドレス nougyou@nakashibetsu.jp
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中標津町育英資金貸付金の利用者を募集します
教育委員会では、平成29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。
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

申込期間

３月13日㈪～４月７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、お問い合わせは、教育委員会 管理課総務係まで。

看護師修学資金貸付希望者を募集します
平成29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10日㈮

貸付条件

資格取得後、町立中標津病院に４年以上勤務すること

申し込み、お問い合わせは、町立中標津病院 管理課（❸72-8200）まで。

ＡＮＡスカイホリデーで東京に行こう！
！
先着３０名様にクーポン券プレゼント！

対象期間中に東京ディズニーリゾート等 ＡＮＡスカイホリデー東京商品をお申し込みされた方先着30名様に、空
港内売店
「ＡＮＡ ＦＥＳＴＡ」
で使用できるお土産クーポン券をプレゼントしております！
＊お一人様につき
『2,000円分』
のクーポン券をプレゼント ＊添い寝プラン・幼児・あなたびを除きます
この機会にぜひ、
東京へ旅しに行きませんか？
出発対象期間

2017年３月31日

〈町内取扱旅行代理店〉

ー人材センタ
ー
ルバ
シ

ご出発分まで

予約対象期間

・中標津まるせん旅行センター
・根室中標津空港ビル市内営業所

2017年３月24日

ご予約分まで

・日東交通トラベルサービス
・東北海道トラベル中標津店

シルバー友愛ネットワーク

広告

高齢者は高齢者同士の連帯で…
独居老人にとって吹雪で玄関が吹きだまりになると、何となく息苦しく不安になるのです。そんな朝
早く、大きな声で「ばあちゃーん、元気かー」とシルバーの方々がきて、健康やストーブの排気口な
ど気づかってくれると、いっぺんに不安が吹き飛んでしまう瞬間です。自宅の除雪も大変なのに、い
ち早く来てくれるご親切にいつも心から感謝しています。
志賀よし子(78)談

公益社団法人
「チエブクロー」
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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

高病原性鳥インフルエンザが国内で多発しています
平成28年11月以降、国内の野鳥から高病原性鳥インフルエンザウイルスが200件以上検出されています。
道内においても道南や十勝をはじめ、ほぼ全域で発生しており、今年に入って釧路管内で３件発生しています。
一方、養鶏農場においては、北海道で初めて昨年12月に清水町で発生し、28万羽の鶏が殺処分されました。
高病原性鳥インフルエンザは、ウイルスを持っている野鳥や、その糞に触れた野生動物や人を介して感染します。
これから本格的な渡り鳥のシーズンを迎えるにあたり感染を防ぐため、次のことに十分ご注意ください！
また、飼育している鳥類などを鳥インフルエンザから守るため、飼い主の皆さんも注意してください。
１

野鳥が集まって生息している場所には必要以上に近づかないようにしましょう。
野鳥の糞（ふん）を踏んだり、触れてしまったときには靴底を洗い、手洗いうがいを徹底しましょう。

２ 野鳥に餌を与えたり餌の残った容器を野外に放置したりすると野鳥が集まってきます。渡りの時期が遅
れて生態系を崩すことにもなります。そっと見守るようにしましょう。
３

鶏等の家きんを飼養している農場などには、必要がない限り立入らないでください。

４

鶏を飼っている方は、網を張るなどし、鳥小屋の中に野鳥やネズミなどが入らないようにしましょう。

５ 一ヶ所で複数の死亡や衰弱した鳥などの異常を発見した場合は、速やかに役場や家畜保健衛生所にお知
らせください。
家きん（にわとり等）を飼っている方は、飼養状況把握のため、農林課までご連絡ください。
【問合せ先】 家きんに関することは
野鳥・鳥類に関することは

：根室家畜保健衛生所

❸0153-75-2439

：根室振興局環境生活課

❸0153-23-6823

人の健康相談に関することは ：中標津保健所

❸0153-72-2168

鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方ではヒトに感染しないと考えられています。
正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いいたします。

予備自衛官補募集
募

集

種

目

受験資格

一般公募

受付締切

試験会場

４月15日㈯

・釧路駐屯地
・美幌駐屯地

４月16日㈰

・帯広駐屯地

４月15日㈯

・帯広駐屯地

18歳以上34歳未満
４月７日㈮
（締切日必着）

予備自衛官補

技能公募

試験期日

18歳以上で、保有する技能
に応じ53歳～55歳未満

お問い合わせ
資料請求先は

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
電話（0153） ７２－０１２０
自衛官募集コールセンター

０１２０－０６３７９２

イラスト：野口 祐加
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防災ワンポイント 第44回 風についての知識
じゃがいもずきん
「ききぼう」くん

道路脇や開けた平坦地に雪が積もっている場合は、「地吹雪」に十分警戒する必要があります。
「地吹雪」は降り積もった雪が風によって飛ばされる現象で、瞬間的な視程障害や局所的な吹き
溜まりを引き起こすため、とても危険です。そのため冬を安全に過ごすためには、雪だけではな
く、風の情報も得ることがとても重要です。
今回は、暴風雪警報（風雪注意報）発表基準など、風の予報に関する情報をご紹介します。

●風雪注意報、暴風雪警報の発表基準
風雪注意報は、
雪を伴う強風により、
災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表されます。さらに、
「強
風による災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害などによる災害」のおそれについても注意を呼び掛けます。
また、暴風雪警報は、風雪注意報よりも重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表されます。
中標津町の風雪注意報・暴風雪警報の発表基準は以下のとおりです。外出の際には雪や風の情報を入手するよう
にし、このような注意報・警報が発表されている場合には、外出を控えるなどの対策を取りましょう。
発表基準

風 雪 注 意 報

暴 風 雪 警 報

平均風速が10m/s以上 かつ
雪による視程障害を伴うとき

平均風速が18m/s以上 かつ
雪による視程障害を伴うとき

●いろいろな『風速』の意味
気象庁の予報では、
『風速』についていくつかの用語を使い分けています。手に入れた予報・情報を正確に理解
するためにも、いろいろな『風速』の意味を改めて確認しましょう。

用

語

意

味

上図でいうと

平 均 風 速

ある時間帯（10分間）に吹いた風の風速の平均値

太黒線

最 大 風 速

ある期間の平均風速の最大値

緑丸部（15.1m/s）

瞬 間 風 速

ある瞬間（３秒間）に吹いた風の風速の平均値

無数にあるため表せない

最大瞬間風速

ある期間の瞬間風速の最大値

青丸部（25.7m/s）

上の図は、ある日の02:00から04:00の風速をグラフにしたものです。赤いギザギザの線は、１分間の風速の
変動幅を表しています。
この図からは、
『02:00から04:00の期間中、平均風速は徐々に強まり、03:00から03:10にかけて最大風速
15.1m/s、02:50から03:00の間に最大瞬間風速25.7m/sを記録した』と説明できます。

○ 注 意 点○
一般的に、瞬間風速は平均風速の1.5倍から３倍に及ぶことがあります。上の図の例でも、最大瞬間風速は、
その期間の平均風速のおよそ２倍に達しています。
暴風雪警報（平均風速18m/s以上）が発表されている時はもちろんですが、風雪注意報（平均風速10m/s以上）
が発表されている時も、瞬間的に25ｍ/s以上の風が吹く場合がありますので、十分注意しましょう。

詳しくは、総務課 防災係まで。
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中標津町総合体育館メインアリーナで、中標津町総合体育館
２回目のオープン記念事業として「田中理恵先生の幼稚園児体
操教室」が行われました。
体育大学の協力により、講師に同大学の児童スポーツ教育学部
助教でロンドンオリンピックにも出場した田中理恵先生をお迎
えしました。
園児たちは、田中先生たちの補助を受けながら、前転や後転
などを楽しそうに行っていました。

4～5
日

２月

7
日

幼稚園児体操教室

「体育・スポーツ振興に関する連携協定」を結んでいる日本

２月

小中学校総合作品展

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。
４日と５日は、なかしべつ冬まつりも行われていたため、大勢の方に絵画や工作、書道、手芸な
どの作品をご覧いただきました。

12

１月

27
全国中学校スケート競技大会出場報告

日

２月

4
ふるさとづくり大賞授賞式

日

13

２月４日㈯に長野市で開催された第37回全国中学校スケート競技大会に出場する中学生３名が
役場を訪れ、出場報告と抱負を語ってくれました。全国大会に出場する皆さんは、釧路市で開催
された全道大会で好成績を収め、全国大会への出場権を得ました。皆さんからは力強い意気込み
が語られ、町長と教育長からは激励の言葉が送られました。

中標津農業高校が、東京都で開催された「ふるさとづくり大賞」授賞式に参加し、11年目の取
り組みとなる「計根別食育学校」が団体賞を受賞しました。
道内高等学校では初となる栄誉ある賞を受賞したことに、表彰式に参加した食品ビジネス科２年
の山崎あみさんは、
「先輩たちの築き上げてきた活動が賞に入って嬉しい。これからも計根別を食
育の先進基地にするために一生懸命活動していきたい。」と抱負を語りました。
これまでの活動に様々な面でご支援、ご協力いただいた皆さん本当にありがとうございました。

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

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

３月20日㈪

ごみ収集

最終処分場

休み

午前中のみ

詳しくは、生活課 環境衛生係まで。

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４日㈫ 午後１時～午後５時
４月５日㈬ 午前９時～午後２時
開設場所
中標津町役場 会議室
予約受付期間
３月10日㈮～29日㈬
予約申し込みは、釧路年金事務所
❸0154-61-6000まで。

交通安全指導員を募集します
町では、交通安全指導員として活動
していただける方を募集します。
主な活動は、春夏秋冬の交通安全運
動期間（各10日間）における登校・
通勤時間帯の交通指導やイベント開催
時の交通整理や交通安全教室、街頭啓
発への参加活動などです。
応募資格
・町内に居住する成人で、普通運転免
許を所持している健康な方
・日中時間帯の出動に対応可能な方
募集人員 ２名（性別は不問）
任
期
平 成29年４月１日から平成30年３
月31日まで（再任あり）
応募方法
履歴書に必要事項を記入のうえ提出
してください。
申し込み ・問い合わせは、生活課
交通町民相談係まで。

家庭菜園の利用者募集
町では、４月３日㈪から家庭菜園の
利用者を随時募集します。５月中旬か
ら10月下旬まで使用でき、中標津町
の住民はもちろん、企業・団体などで
の利用も大歓迎です。１区画あたりの
面 積 は 約22坪 で、 使 用 料 は2,000円
です。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。

「中標津町森林整備計画（案）」
の縦覧について
町では、森林法の改正に伴う「中標
津町森林整備計画」の樹立・変更のた
めの本計画案の縦覧を行っており、町
民の皆さんからの意見を募集していま
す。
縦覧期間 ３月15日㈬まで
縦覧場所 中標津町役場 経済部 農林課
詳しくは、農林課 林務係まで。

道民意見の募集について
北海道では、
「北海道国民健康保険
運営方針」の策定にあたり、道民の皆
さんからの意見を募集しています。
関係書類は道のホームページ、道庁
別館行政センター、各総合振興局・振
興局
（石狩を除く）などで閲覧できます。
対
象 「北海道国民健康保険運営

方針（原案）」
募集期間 ３月31日㈮まで
問い合わせは、北海道保健福祉部
健康安全局 国保医療課 ❸011-2314111まで。
（ホームページ）
http://www.pref.hokkaido.lg.jp /
hf/kki/kak/kouikika_junbi_index.
htm

「休日公証相談」
のお知らせ
３月26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
申込方法 相
 談を希望される方は、３
月24日 ㈮ ま で、 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。
日

時

財務専門官採用試験の
お知らせ
財務省北海道財務局では、財政、金
融のプロフェッショナルとして活躍す
る財務専門官を募集しています。
受験資格
1.昭 和62年４月２日から平成８年
４月１日生まれの者
中標津町役場

７３―３１１１

くらしの広場
March

3

2.平成８年４月２日以降生まれの者
で次に掲げる者
⑴大 学を卒業した者及び平成30
年３月までに大学を卒業する見
込みの者
⑵短大または高専を卒業した者及
び平成30年３月までに短大ま
たは高専を卒業する見込みの者
受験申込受付期間
３月31日㈮から４月12日㈬まで
受験申込方法
次のＵＲＬから申込みください
http://www.jinji.go.jp/saiyo/siken/
sennmonnsyoku_daisotsu/zaimu/
zaimu_daisotu.html
第１次試験日
６月11日㈰
問い合わせは、財務省 北海道財務
局 人事課 ❸011-709-2311まで。

国家公務員採用試験の
お知らせ
○総合職試験（院卒者・大卒程度）
インターネット申込期間
３月31日㈮～4月10日㈪
○一般職試験（大卒程度）
インターネット申込期間
４月７日㈮～19日㈬
○一般職試験（高卒者・社会人）
インターネット申込期間
６月19日㈪～28日㈬
■申込専用アドレス
h ttp://www.jinji-shiken.go.jp /
juken.html
問い合わせは、人事院 北海道事務
局 第二課 試験係 ❸011-241-1248
まで。

漁港内での遊泳が禁止に
なります
北海道漁港管理条例の規制改正によ
り漁港内での遊泳が禁止になります。
漁港の区域内には、遊泳（潜水を含
む）を規制する「遊泳禁止区域」が指
定されています。４月１日から遊泳禁
止区域内での遊泳は禁止です（条例第
６条）。違反をした者は５万円以下の
罰金が処せられることがあります（条
例第20条）
。詳しくは漁港内に設置の
規制看板をご覧ください。
問い合わせは、根室振興局 産業振
興部 水産課 ❸0153-23-6852まで。

計根別支所

７８―２２１１
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Information
健

康

保健センターからのお知らせ

「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52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。
・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
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。

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29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22年４月２日～平成23
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。

高齢者肺炎球菌予防接種の
お知らせ
平成28年４月２日から平成29年４
月１日の期間で65歳･70歳･75歳・80
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７３―３１１１

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）
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
個人負担で接種できます。
対象期間は、３月31日㈮までです。
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、古野医院
※過去に接種をしたことのある方は
対象外です。
問い合わせは、中標津町保健セン
ター ❸72-2733まで。

税

金

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
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
の滞納処分を行うこととなりますので
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26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、当日窓口で納めることができ
るのは、町税と国民健康保険税のみで
す。

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な
計根別支所

７８―２２１１

どは、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29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。
道税ホームページから自動車税の住
所変更手続きが可能です。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp /
sm/zim/address/index.htm
詳しくは、札幌道税事務所 自動車
税部 ❸011-746-1197まで。

一

般

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
●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（写し可）
（出生のときは扶養者の健康保険証）
・平 成28年１月２日以降に転入し
た方は、「平成28年度所得課税証
明書(児童手当用)」
・児童が他の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」
・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、本
人確認ができるものが必要【例：
運転免許証 等】)
※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。
※受給者（父等）だけ、また児童だけが
転入・転出するときに手続きが必要な
場合があります。
※中学生までの年齢の児童を養育してい
て、受給していない方は問い合わせく
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 子育て給
付係まで。
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其の

早いもので中標津町に移住をしてから１
年半が経ちました。
北海道での冬の生活も２年目を迎えて、

雪かきや雪道運転も１年前に比べると少しは慣れてきたかなぁと自分自身で感じています。
そんな矢先、今年に入って約50㎝もの
大雪が降った日にインフルエンザにかかっ
てしまいました。病院へ行くにもひと苦労
でバスやハイヤーも運行が乱れており、フ
ラフラになりながら雪に埋もれた車の雪か
きをしました。雪国で暮らしているとこん
な試練もあるのだと思い知りました。
降り続ける雪に道路の除雪も追いついて
おらず、ハンドルを取られたり、視界不良
だったりとハラハラドキドキしながらやっ
との思いで病院までたどり着きました。
しかし、病気になると辛い事ばかりだけ
ではありません。お弁当や果物、飲料など
の差し入れをわざわざ自宅まで持ち寄って
くださったり、一人暮らしの私にとって町民の方の優しさが身に染み、本当に助かりました。
おかげさまでインフルエンザから復活した後は、なかしべつ冬まつりに元気に参加することができました。昨年
に引き続き、雪像作りにも参加。マイナス10度を下回る中、一週間前から毎日仕事後に屋外で行う作業はこの時
期にしか経験できません。
他にも、ひがし北海道の手作りチー
ズ工房さんが集結した「チーズフェス
ティバル」や「滑り台タイムトライア
ル」などのイベントにも楽しく参加す
ることができました。
地域おこし協力隊の任期は最大で３
年なのでちょうど折り返し地点となり
ました。協力隊の仕事をしていく中で
任期終了後の自分の将来についても考
えていきながら、引き続き頑張って行
きたいと思います！

中標津町地域おこし協力隊
メールアドレス
平成29年
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