第７回しるべっと祭り
むかし遊び広場にはおはじきやお手玉、
だるまおとしなどの昔のおもちゃが用意
され、子どもたちが思い思いに遊ぶ姿を
大人は笑顔で見守っていました。

空とみどりの交流拠点
2017

平成29年
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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

№660

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

道路除雪作業に
ご理解とご協力を
お願いします
町では、613路線・約550㎞の道路交通を確保するため除雪
作業を実施します。
天候の状況などにより、すぐに除雪できない場合があります
が、除雪作業を効率的・効果的に進めるため、皆さんのご理解
とご協力をお願いします。

◉出

動

基

準◉

連続した降雪でおおむね10㎝以上積もった際に出動しますが、市街地の日中の除雪は、交通混雑の防止と安全確保のた
め見合わせることがあります。また、暴風雪警報が発令されている時も、作業の安全が確保できない場合は除雪を見合わせ
ることがあります（除雪作業は休日･祝日に関係なく行っています）。
町道全ての除雪を行うには６時間～８時間かかります。通勤や通学の時間までに除雪を終えるように努力していますが、
除雪開始の時間は気象予報とパトロールをもとに判断しているため、降雪の時間帯や暴風雪などによりやむを得ず遅れる場
合があることをご理解お願いします。
※地区ごとの除雪委託業者は町ホームページに掲載しています。

◉ 除雪に関するお願い ◉
●車道や歩道へ雪を出さないでください
雪を道路に出すと車道が狭くなり、通行の支障になります。なお、歩道に雪を出すと通学する児童生徒が車道を歩くこと
になるため大変危険です。
●道路から家庭までの除雪にご協力ください
除雪作業は限られた時間で広範囲を行うため、雪を両側にかき分ける作業となり、取り除くことはできません。除雪した
雪が家の出入口をふさいでしまうことがあるので、玄関前などは各家庭で除雪をお願いします。
●道路や歩道には物を置かないでください
道路や歩道にごみ箱などを置くと、除雪や通行の支障になるのでやめましょう。
●深夜・早朝の除雪作業にご理解ください
除雪作業は、朝の通勤・通学路を確保するため深夜から早朝の限られた時間で作業を行うことから、作業中の騒音・振動
などでご迷惑をおかけしますが、ご理解お願いします。
●路上駐車はやめましょう
路上に駐車してある車両は除雪に支障をきたすばかりでなく、救急車や消防車などの緊急車両が通れなくなることにもつ
ながりますので絶対にやめましょう。
●除雪作業中は危険です
作業中の除雪車に近づくことは大変危険です。お子さんのいる家庭では日頃から除雪車に近づかないことを徹底していた
だきますようお願いします。

除雪はマナーを守って安全・快適に！
毎年、道路わきの雪で車道が狭くなり自動車の交差ができないなどの苦情が寄せられています。降雪量にもよりま
すが、道路除雪はできるだけ車線を確保しながら作業を行っています。
しかし、一部では道路を除雪した後に、車道や歩道に付近の雪を大量に積み上げ、通行の支障となっているところ
が見られます。このような行為は道路法や道路交通法で禁止行為として罰則規定（１年以下の懲役または50万円以
下の罰金）が設けられています。一人ひとりがマナーを守り冬の暮らしを安全・快適に過ごしましょう。

町道の除雪に関する問い合わせは、建設管理課 維持係まで。
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◉ 雪捨て場のご案内 ◉
町では、雪捨て場を下図のとおり２ヶ所指定していますので、利用ください。
①東中地区

②根室家畜保健衛生所ＢＳＥ検査室付近

ホクレン
桜ヶ丘給油所 様
もりた
セレモニーホール 様

道道根
室中標
津線

シルバー
スポーツセンター

272

国道272号線
（バイパス）
至標津町

根釧農業試験場

東

8

条通り

19

北海道根室家畜保健衛生所
BSE 検査室

至中標津市街

至別海町

○ 利用時間に規制はありませんが、利用マナーを守り付近住民の迷惑とならないようにお願いします。
○ 場内は徐行運転で、歩行者や車輌に注意してください。
○ 雪と一緒に、ごみを捨てないでください。

北海道からのお知らせ

●

養老牛温泉

からまつの湯

③

54

505

線

主要道道摩周湖中標津線の北30号（図①）及び、一般道道養
老牛計根別（停）線（図②）については、吹雪等により著しい吹
きだまりや視程障害が生じるため冬期間通行止めとなります。通
行止め期間は平成30年１月９日午前10時から４月16日午前10
時までとなります。その期間は町道54線（図③）が、
（図①）の
うかい路となりますので、ご理解とご協力をお願いします。

②

①

町道

■主要道道摩周湖中標津線の冬季通行止めに
ついて

至清里

150

養老牛市街

150

至中標津

至計根別

①、
②通行止め区間

③うかい路

■ロードヒーティングの稼動期間について
釧路建設管理部中標津出張所管内では、一般道道俣落西５条線（警察署横）の１ヶ所で平成30年１月中旬を目途に稼動
します。
主要道道中標津空港線（保健所下）のロードヒーティングは施設の老朽化に伴い、定置式凍結防止剤散布装置（液状凍結
防止剤）に更新します。
（工期は平成29年９月27日～平成30年３月20日の予定）
停止期間・更新工事期間中は凍結防止剤の散布による路面管理を行いますが、十分気をつけて安全運転に努めていただき
ますようお願いします。

■除雪に関するご理解とご協力について
依然として北海道の財政は厳しい状況にあり、平成29年度以降も歳出の削減・効率化に取り組んでいます。道道の除雪
につきましても作業内容の一部見直しやコスト縮減に取り組んでいるところです。
道道の整備水準や利用状況、スタッドレスタイヤや車両の性能向上など十分踏まえ、道路を利用される方々への影響を逐
次注意しながら路面管理に努めます。ロードヒーティングにつきましては気象状況に応じた、きめ細やかな稼動制御を行う
ことにより電気料金の節約を図ります。
北海道建設部は、道民が安全に暮らしていけるよう、公共土木施設の適切な維持管理水準を推進していくため、
「公共土
木施設の維持管理基本方針」を策定しました。釧路総合振興局ホームページでご覧いただけます。道民の皆さんにおかれま
しても、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

道道の除雪に関する問い合わせは、釧路建設管理部 中標津出張所 施設保全室 ❸７２－３２１３まで。
北海道釧路総合振興局 釧路建設管理部のホームページにおいて、冬期間の未除雪区間を公表しています。
HPアドレス http://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/kk/kkk/kanrika/toukikou.htm
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防災ワンポイント 第53回
じゃがいもずきん
「ききぼう」くん

冬の安全対策

今年も雪の季節がやってきました。ここ２年ほどの降雪量は平年に比べや
や少なめでしたが、今年もそうなるとは限りません。
雪国に住む期間が長くなるにつれ、つい『雪の扱いには慣れている』と感
じ、雪の危険を過小評価しがちになります。改めて以下のポイントを確認し、
冬を安全に過ごしましょう。

広報わっかない より引用（稚内市許諾済）

マメ情報
吹雪の視界情報

サイト＆メール配信サービスについて

国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所が運営する【吹雪の視界情報】では、吹雪による視界不良に
ついて、道内の市町村ごとに色分けして表示するサービスを行っています。
○サイト
・視界不良の程度を５段階で評価して塗り分けるため、一目で理解することができます。
・現況に加えて、24時間先までの予測情報も提供しています。
○メール配信サービス
・配信情報の対象となるエリア、配信される時間、配信される視程の条件などを細かく設
定できます。詳しくは下のURLまたはQRコードからご確認ください。
【北の道ナビ 】http://northern-road.jp/navi/touge/fubuki.htm

詳しくは、総務課 防災係まで。
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「知床・地方版図柄入りナンバー導入検討協議会」からのお知らせ
「知床・地方版図柄入りナンバー導入検討協議会（以下、協議会）」では、自
動車のナンバープレートに地域の財産である「知床」を表示する地方版図柄入
りナンバー（以下、知床ナンバー）の導入に向けた検討を行っています。

イメージ：つくばナンバー
図
柄：茨城県内筑波山

町では、広報紙により協議会の検討状況や知床ナンバー導入に関するＱ＆Ａ
などを随時お知らせします。

検討状況

・現在、協議会は根室管内１市４町及びオホーツク管内網走市・斜里町・小清水町で構成されていますが、新たに清
里町が参加することとなりました。
・10月24日に計根別地区、25日に市街地地区で開催した「まちづくりを考える懇談会」において、町長から知床ナ
ンバーの導入について報告を行いました。

ご当地ナンバーＱ＆Ａ

Ｑ．今後のスケジュールは？

Ａ．協議会として平成30年３月中旬までに導入申込書を北海道に提出します。平成30年７月頃にナンバーの導入地
域が決定されますので、その後、知床ナンバーに表示する図柄を地域内で検討、平成30年12月に図柄等の提案
書を北海道へ提出することになります。図柄の審査・視認性確認の後、平成32年度中の知床ナンバー交付が予
定されています。

～知床ナンバーの導入について、意見を募集しています！～
意見や問い合わせは、経済振興課 地域振興係まで。

年末年始のお知らせ
役場の年末業務は12月29日㈮までです。年始の業務は１月９日㈫から
行います。
死亡届は随時受け付けますので、庁舎正面玄関側の時間外通用口を利用
ください。
各施設の休みの期間は次のとおりです。
■町立保育園

12月30日㈯午後から１月５日㈮まで

■児童会館・児童センター
12月30日㈯から１月７日㈰まで
※ただし、12月30日㈯及び１月６日㈯は児童センター「みらいる」と
計根別児童館で児童クラブの受け入れを実施
１月８日（月・祝）は児童センター「みらいる」のみ開館【他児童館は閉館】
※各生涯学習施設については、らいふまっぷをご覧ください。
■町立中標津病院
12月29日㈮
～

12月30日㈯
１月４日㈭
１月５日㈮

平常診療
休

診

平常診療

※救急外来診療については、
24時間体制で対応します。
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●町有バス 12月31日㈰から１月５日㈮まで運休
●ごみ収集・最終処分場
日
程
12月31日㈰
１月１日㈪
１月２日㈫
１月３日㈬
１月４日㈭

ご み 収 集
休
み
休
み
休
み
休
み
平常収集

最終処分場
休
み
休
み
午前中のみ
休
み
平常開設

※年末の最終処分場は大変混み合いますので、時間に余裕を持ってお越しください。
※１月８日㈪については、祝日ですが通常どおりごみの収集及び最終処分場での受
け入れを行います。

なかなか健康なかしべつ
第2次中標津町食育推進計画～楽しく食べて、心身ともに元気～
中標津町保健センター 健康推進課 健康推進係

野菜をもっと食べよう
生活習慣病を予防し、健康な生活を維持するために「野
菜を１日350ｇ以上食べましょう」と、提唱されています。
町で実施したアンケートによると約７割が毎食野菜を食べ
ているという結果でしたが、全国的にみると、成人の野菜
摂取量の平均は276.5ｇと目標量に達していません。350
ｇがどの位の量なのか見当がつかない方は、
“野菜のおか
ず１日５皿”を目安にしてください。
皆さんは目安量の野菜を食べていますか？なかなか毎食は食べられない、調理が面倒などの理由から食べられな
い方のため、食卓に簡単に野菜を取り入れる方法を紹介します。

加熱して「かさを減らす」
 野菜を茹でたり、蒸したりすると“かさ（体積）
”が減り、生野菜よりも量を多く摂ることができます。こ
れからの季節だと、色々な野菜をたっぷり入れた鍋やスープはいかがですか？生で食べるよりも量が取れて、
汁に溶け出た栄養も摂れるのでおすすめです。

冷凍野菜を活用する
 野菜を買っても食べきれない場合は、加熱をして密封用保存袋へ入れて冷凍すると便利です。既に加熱され
ていますので、使う毎に必要分を袋から取り出します。もっと簡単に済ませたい場合は、色々な野菜が少しず
つ入った冷凍食品を活用するのも便利です。そのまま器に盛り付けて電子レンジにかけると、簡単に温野菜サ
ラダが出来上がります。

レトルト食品にも野菜をプラス
 忙しいときに活躍するレトルト食品ですが、野菜の量が少ないものがみられます。そんな時は冷凍野菜をプ
ラスすることで、簡単に野菜不足を補うことができます。例えば、レトルトカレーや調理済みの冷凍パスタに
冷凍野菜をプラス。ボリュームも増え、見た目にも満足感が得られます。

電子レンジで簡単！朝ベジスープ
●作り方●

★材

①スープカップにトマトジュー

トマトジュース………… 100㎖

スと水を注ぐ。
②お好みの大きさに切ったウイ

料（１人前）

水………………………… 100㎖
ホールコーン…………… 15ｇ

ンナーソーセージときゃべつ、

きゃべつ………………… 20ｇ

コーン、コンソメを入れる。

ウインナーソーセージ……１本

③かるくラップをかぶせ、電子

コンソメ……………………２ｇ

レンジで約２分温める。

自分にあった食事量がわからない、栄養バランスが心配など、食事に関する相談はお気軽に保健センター（❸
72-2733）までご連絡ください。
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メガヘルツ

700ＭＨｚ携帯基地局建設予定地域の
試験電波発射について
近年のスマートフォンの急速な普及に伴い、移動通信サービスにおけるデータ通信量は急激に増加し、つながり
にくいエリア、データ通信速度の低下などの品質劣化が発生しています。
これらを解消するため「
（一社）
700MHz利用推進協会」は、中標津町においても基地局を整備する予定です。
これに伴い、テレビ受信に影響が出るおそれのある世帯に対して、協会から「テレビのご視聴に関する大切なお
知らせ」を投函し、12月14日㈭から４週間程度、試験電波を流す予定ですので、テレビ映像に影響が出た場合はコー
ルセンターへ問い合わせください。
なお、今回の作業に対して費用を請求したり、物品の販売をすることは絶対にありません。工事作業員は、テレ
ビ受信障害対策員証を携行しています。
不審に思われた場合はコールセンターへ問い合わせください。
メガヘルツ

問い合わせは、700MHzテレビ受信障害対策コールセンター（

0120-700-012）まで。

第９回 くうこうの森クリスマス会のお知らせ
日

時

12月16日㈯ 午前11時～午後３時

サンタさんをみつけてね
お菓子のプレゼント限定200名

主なイベント

午前11時10分～12時15分…ロビーコンサート
○中標津高校合唱部

他

午前11時～午後３時…くうこうの森ショップ
○毎年大人気「お取り寄せスイーツ」
○ハンドメイド品販売

午後２時50分～…クリスマス大抽選会
○小学生以下対象

根室中標津空港ビルＦＢ

イベント最新情報はfacebookでお知らせします！

問い合わせは、根室中標津空港ビル㈱

※イベント内容は、天候状況や緊急事
態発生などによっては、一部変更・
中止となる場合があります。

❸７３－５６０１まで。
広告
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めい

芽 議員

月１日に「中標津町中学生議会」を

小森

こ もり

実結 議員

み ゆ

あお い

碧生 議員

町長答弁
毎年5月下旬に「ごみゼロの日」
として、各町内会や企業の協力に
より、ボランティア清掃を行って
います。みんなでマナーを守って、
ごみのないきれいな街にしていき
ます。

開催しました。

まき の

牧野

質問事項
町全体でゴミ拾いする日を設け、
中学生や高校生を含めて、みんな
で町をきれいにする活動があって
もいいのではないか。

この中学生議会は、町内の中学生が議

員となり、町議会と同じ形式で、町政に

対する質問や要望を行うものです。

子どもたちが、ふるさと中標津町の現

状や、将来のまちづくりを考える機会と

して、また、町政や議会の運営に関心を

持ってもらうために、昨年から毎年の開

催とし、今回で５回目となります。

本町の次代を担う子どもたちの生の声

は、今後の町政運営の参考にさせていた

だきます。

質 問 及 び 答 弁 内 容 は、 紙 面 の 都 合 上、

要旨のみを掲載します。詳細については、

町ホームページ（教育委員会）にて公開

教育長答弁
音楽交流会の拡充や児童会、生徒
会の交流などが考えられますが、
まずは皆さんで議論していただき、
教育委員会も皆さんと一緒に考え
ていきます。

する予定です。

合唱コンクールやお互いの学校を
紹介するなど、他校との交流を深
めてはどうか。

11

中標津町中学生議会

お ぬま

小沼

質問事項

質問事項
中標津町の酪農業と観光業の発展
を目指すためにも、観光客が気に
なる牛の糞尿の臭いを少しでも抑
える研究をしてほしい。
町長答弁
バイオガスプラントによる糞尿処
理を検討する協議会を組織し、家
畜糞尿のエネルギー化と肥料化を
酪農家や農協など関係団体と協力
しながら研究しています。

質問事項
道路に飛び出している木の枝を伐
採し、安心、安全な通学路の確保
と自然にも人にも優しい町づくり
をしてほしい。
町長答弁
随時現地を確認し、町並み景観に
配慮しながら、交通安全上、支障
となっている場合は、枝払いや伐
採を行い、歩行者の安全確保に努
めています。

8

質問事項
町立病院に常勤医がいない科があ
るので、勤務時間を減らすなど労
働環境を整備すれば、地方の病院
にも医師が来るのではないか。

町長答弁
限られた予算の中で、公共事業や
公共施設の運営、町民の生活に直
結する事業などの負担があるため、
医療費の全額無償化は大変厳しい
状況です。

町長答弁
これまでも医師の労働環境を整備
し、業務軽減を図ってきましたが、
さらに働きやすい職場環境の改善
に取り組み、常勤医の確保に努め
ます。
かぶ た

町長答弁
川崎市との相互訪問、地域間交流
を拡大して交流を深めます。また、
外国の都市との交流については、
住民レベルでの交流を通じて相互
住民の機運が高まることが重要で
す。

たく み

に い だ さ ほ

はつ ね

初音 議員

質問事項
中標津町がより発展できるよう、
友好都市である川崎市へアピール
するとともに、外国の都市との友
好都市の締結をしてはどうか。

Ｐ８～Ｐ９において、一部表示していない箇所
がありますので、あらかじめご了承願います。

9

株田 卓実 議員

新井田咲穂 議員

みなみ

町長答弁
「みらいる」は、祝日は開館して
いますが、日曜日は家族と過ごす
時間も必要なことから休館として
います。また、無料Wi-Fiについ
ては、遊び・交流・ふれあいを大
切にしているため、整備する予定
はありません。

だい き

質問事項
18歳以下の子どもの医療費の補
助により、少子化対策や人口増に
もつながり、子ども達が笑顔で過
ごせる町になるのではないか。

南
質問事項
「みらいる」の日曜開館と無料
Wi-Fiの整備をお願いします。

いちざわ

なか の

ひよ り

町長・教育長答弁
町に集まったお金は、福祉、介護、
医療の充実、産業の推進などに使
われています。また、助成金につ
いては、補助率、補助上限額、回
数の引き上げを行い、改善してい
ます。

市澤 大暉 議員

中野うらら 議員

ふなざき

船崎 陽里 議員
質問事項
町に集まるお金はどのように使わ
れているのか。また、スポーツ大
会に出場する費用の助成金を増や
してほしい。

質問事項
訪問看護の普及により、自宅に居
ながら治療を受けることが出来れ
ば、もっと過ごしやすい町になる
と思います。
町長答弁
現在は、希望者全員が訪問看護を
受けていますが、今後は高齢者の
増加により、訪問看護の希望者が
増えるので、関係機関と連携し、
要望に対応していきます。

議長は、広陵中学校の船崎議員が、
副議長は、計根別学園の議員が務めま
した。

町 の予算編成方針

平成30年度

平成30年度予算編成においては、本町の歳入の約３割を

占める地方交付税が国の概算要求段階で、対前年度2.5％

減の要求となっており、厳しい調整が行われることが予想
されるなど、本町にとって必要な財源が確保できるかどう
か予断を許さない状況にあります。

本町の財政見通しにおける歳入面では、自主財源の根幹

をなす町税は、国の施策の推進により回復基調へ向かいつ
つあり近年の決算額では増加しているものの、今後は税制

町税と地方交付税（単位：百万円）

改正や人口減少の影響など不透明な状況です。

歳出面では、平成28年度からスタートした「第６期中標

津町総合発展計画」の後期基本計画が、平成30年度を含

5,695

5,558

5,402

め残り３年となることから、事業を検証するとともに引き
続き着実な進捗へ向けて、人口減少に対応した具体的・重
点的施策である「中標津町総合戦略」と歩調を合わせて取
り組んでいかなければなりません。

2,947

3,005

3,006

Ｈ25

Ｈ26

Ｈ27

5,174

5,044

3,111

3,107

Ｈ28

Ｈ29

平成30年度の予算編成にあたっては、「第７次行政改革

大綱」と併せて「財政健全化緊急対策」を行い、
「まちづ
くりの基本理念」を念頭においた将来像「空とみどりの交
流拠点・中標津」のもと、今一度職員が一丸となって英知
を結集し、大胆な発想と攻めの姿勢を持って中標津らしさ
の追求と、
「住みやすさNo. １のまち」を目指します。

平成30年度予算編成方針

一般行政経費の節減・削減はもちろん、事務事業のスクラップアンドビルドを前提とした、ゼロベースからの積み上

げを行うとともに、財政健全化緊急対策（経費の圧縮・町債発行額の抑制など）を行い、予算要求積算過程から最大限
の財源確保、全体的な予算編成を工夫し、次の点を遵守する。
意見・指摘事項など
への的確な対応

積極的な
財源の確保

スクラップアンド
ビルドの徹底

制度改正等の
的確な把握

機動力を発揮した
事業展開

議会や監査委員の意

補助金制度等の活用

事業の優先度、費用

国・道の予算編成や

見・指摘事項・一般質

について幅広く調査を

対効果を検証し、スク

制度改正等の動向を注

携・調整を十分に行い、

問での答弁及び町民要

行い、
「財源なくして

ラップアンドビルド

視し、特に成長戦略、

趣旨や目的の重複する

望などを踏まえ、その

政策なし」を意識し、 （何かを削って新しい

地方創生、１億総活躍

事業を統合するなど、

必要性、緊急性等を十

新たな財源確保に努め、 ものに充てる）を徹底

社会への取組について

より一層事業効果を高

分に検討し、実現の可

負担の公平性の観点に

し、施策に一定の期限

的確な情報把握に努め、 め、相互に機動力を発

能性を慎重に判断する。 よる債権確保に努める

を設けるなど継続性を

施策の展開時期を逸し

検討する。

ない。

など、最大限の財源確

各部課間において連

揮した事業展開を図る。

保を図る。

基本方針

予算編成にあたっては、本町の基本指針

である『第６期総合発展計画』との整合性
に十分留意し、
「産業」
「観光」
「教育」
「環境」
「医療・福祉・子育て支援」
「雇用」
「交流」
の政策課題に取り組み、発展計画の「基本
目標」の推進と将来を見据えた健全財政の
両立を目指す。

○基本目標
①参画と協働で未来を築くまちづくり……「まちづくり･行財政分野」
②健やかでやさしいまちづくり……………「健康･福祉･医療分野」
③力みなぎる産業のまちづくり……………「経済･産業分野」
④利便性のある調和のとれたまちづくり…「生活基盤分野」
⑤安全・安心で快適なまちづくり…………「生活環境分野」
⑥人が輝き歴史と文化を育むまちづくり…「教育･文化分野」

問い合わせは、財政課 財政係まで。
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まちづくり懇談会 を開催しました
月 日、 日に地域の抱えている問題や行政に対する意見・要望など、
まちづくりについて町長と町民の皆さんが直接話し合う「まちづくりを考え
る 懇 談 会 」 を 開 催 し ま し た。 そ の 中 の 主 な 意 見・ 要 望 を 紹 介 し ま す。 ま ち
づくりに対しての質問は、町長から基本的な考え方について答弁しましたが、
出された意見・要望は地域の課題として検討させていただきます。
25

年度末までに地域

は「ニッポン一億総活躍」に基

※子育て世代包括支援センターと
づき、平成

の実情を踏まえながら実施され
る事業で、妊産婦や乳幼児への
切れ目のない支援を提供するも
の。
子育て支援が重要ということは十分

現在、町中の花壇整備を中学生と地域の方で一緒に植えてはどうかという案があ

はなく、景観に関するミーティングを行うのも良いと思います。

はできませんが、期待に添えるよう努

ているところです。いつになるか約束

てどのように設置するか内部で議論し

センターは、現在、人員の配置も含め

認識しています。子育て世代包括支援

り、今後、広陵中学校で取り組むかもしれません。コミュニティスクールの観点か

力していきます。

になるようにしていけたらと思います。

らを利用してＰＲを行い、町全体の動き

フォーラムを毎年やっているので、それ

「景観づくりの日」については、景観

足ということもあり、分室そのものを設置するのは難しいかもしれませんが対応を

更に相談しながら、これからも漏れのないよう対応していきます。北海道は人員不

相談所と連携して対応しているので、

ことにはなりません。現在は釧路児童

置しているものなので町がやるという

児童相談所については、北海道が設

ら学校と地域の方が連携してまちづくり

・「景
 観づくりの日」を制定し、企業や全町民が参加して活動を行い、それを子ど
もの教育にもつなげてはどうですか。その日は植樹や花壇整備などの活動だけで

24

に関わるのは好ましいことなので、学校

「景観」というとわかりづらい部分もあ

進めていきます。

に伝えていきます。

るので、例えば木を一本植えることも
「景観」なのだと、子どもたちには小さ
いころから教えていくことが必要だと考

・知床ナンバーについて、導入が決定すると釧路ナンバーを選べなくなるというこ
となので、導入するべきか町民へアンケートを取った方がいいのではないですか。

います。導入が決まると協議会の中で最終的に導入を希望する自治体が知床ナン

知床ナンバーの導入は、根室管内１市４町及びオホーツク管内の網走市、斜里町

バーとなりますが、近隣の自治体は知床ナンバーで中標津町だけ釧路ナンバーとい

えます。
・「子育て世代包括支援センター」の設
置を希望します。また、児童相談所に

うのは地域の一体感が失われてしまいます。

からなる「知床・地方版図柄入りナンバー導入検討協議会」が設置され検討されて
ついて、利用にあたり釧路児童相談所

また、アンケートを取るとどうしても多数決になってしまうので、協議会全体と
して取らない方向で進んでいます。

紙面の都合により抜粋して掲載しています。その他のご意見、ご要望等は
中標津町ホームページ（http://www.nakashibetsu.jp/）で公開しています。

32

まで行くのは不便であり、相談件数
は根室管内で中標津町が最も多いため、
中標津町に分室の設置を希望します。

11

10

北海道後期高齢者医療広域連合からの
お知らせ
■■

広域連合の計画に関する住民意見募集について ■■
北海道後期高齢者医療広域連合の第３次広域計画(原案)及び

保健事業実施計画
（第２期）(原案)に関する住民意見募集について
北海道後期高齢者医療広域連合は、道内179市町村
との連携のもと、後期高齢者医療制度を運営している
特別地方公共団体です。
このたび広域連合では、広域連合と市町村が連携し
ながら処理する事務について定めた「第２次広域計
画」及び被保険者の健康の保持増進事業のための「保
健事業実施計画」が平成29年度末で終了することか
ら、平成30年度からの新たな計画を策定します。
この計画の策定にあたり、下記のとおり広く住民の
皆さんから意見を募集します。

◆募集案件について
 【募集案件】 北海道後期高齢者医療広域連合第３次広域計画（原案）
北海道後期高齢者医療広域連合保健事業実施計画（第２期）（原案）
【募集期間】 11月29日㈬～12月28日㈭（必着）
◆計画（原案）及び募集要領の閲覧方法について
意見募集の開始日から、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ
（http://iryokouiki-hokkaido.jp/hotnews/detail/00000225.html）に
掲載するとともに下記の場所で閲覧できます。
・中標津町役場 住民保険課 国保・高齢者医療係（役場１階窓口②）
・北海道後期高齢者医療広域連合
〒060-0062

札幌市中央区南２条西14丁目

問い合わせ先：北海道後期高齢者医療広域連合
住民保険課 国保・高齢者医療係

国保会館６階

❸０１１－２９０－５６０１
❸７３－３１１１
12

自動体外式除細動器
（ＡＥＤ）
が寄贈されました
10月27日に、弟子屈プロパングループ中標津プロパン様より、設立40周年の記念として自動体外式除細動器（Ａ
ＥＤ）１台が寄贈されました。
役場１階ロビーに設置しているＡＥＤは来年で耐用年数が切れるため、来庁者の救命時に活用してほしいと寄贈
を受けたことから、寄贈された新しいＡＥＤに更新しました。

中標津町地域雇用創造協議会

講座開催のお知らせ

協議会では、求職者・転職希望者向けとして下記の講座の開催を予定しています。
※講座の参加費は無料ですが、事前申込

■求職者・転職希望者対象の講座
なかしべつ観光まちおこし

みが必要です。

観光フォーラム

日本各地で地域創生の起爆剤の一つといわれる『地域観光』を
再認識し、中標津町の観光振興について考える場として「観光
フォーラム」を開催します。今回は知床で「流氷ウォーク」をプ
ロデュースされた藤崎達也氏（札幌国際大学総合研究所）を招い
て、地域観光の現状と観光まちおこしについて考えていきます。
中標津町の未来の可能性を考える皆さん、ぜひとも参加ください。

※開催内容の詳細や申し込みは、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。
info@n-job.net

❸72-4154

☜各種講座詳細・申し込みは

開催日：12月17日㈰ 午後１時～午後４時
会 場：ウエディングプラザ寿宴 大ホール

スマートフォンからどうぞ

問い合わせは、中標津町地域雇用創造協議会 ❸７２－４１５４まで。

自衛官候補生の募集

平成30年３、４月採用予定の自衛官候補生（男子・女子）
受験資格

受付締切

試験期日

２月16日㈮
18歳以上
27歳未満の方

会

場

釧路駐屯地
美幌駐屯地

随時受付中
２月17日㈯

帯広駐屯地

陸上自衛隊高等工科学校生徒の募集

１．受付期間
平成29年11月１日㈬～平成30年１月５日㈮（締切日必着）
２．募集人数
約260名
３．応募資格
中卒（見込含）で17歳未満の男子
４．試
験
試験

試験期日

第２次

平成30年
２月３日㈯

場

試験内容

①学科：国語・社会・
平成30年
中標津町
第１次
数学・理科・英語
１月20日㈯ 総合文化会館
②作文

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
13

会

陸上自衛隊
釧路駐屯地

①口 述試験（個別面
接）
②身体検査

❸７２－０１２０まで。

くらしの広場

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

名義変更と取り壊しの手続きは、
「未
登記家屋所有権移転報告書」及び「家
屋取壊報告書」を資産税係まで提出し
てください。
詳しくは、税務課 資産税係まで。

一

般

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

12月23日㈯ 通常どおり 通常どおり
１月８日㈪ 通常どおり 通常どおり
祝日ですが、通常どおり行います。
詳しくは、生活課 環境衛生係まで。

新年交礼会のお知らせ
平成30年１月６日㈯に中標津地区
と計根別地区で平成30年新年交礼会
を開催します。会券は12月12日㈫ま
で取り扱っています。
中標津地区
総合文化会館 午前11時から
会券販売場所：役場総務課
計根別支所
総合文化会館
商工会
計根別地区
交流センター 午後１時から
会券販売場所：計根別支所
問い合わせは、総務課 総務係まで。

第43回なかしべつ冬まつり
第43回なかしべつ冬まつりの開催日
程が決定しましたのでお知らせします。
日
程
平成30年２月３日㈯～４日㈰
場
所 しるべっと広場
※詳細については後日お知らせします。
詳しくは、経済振興課 観光振興係
まで。

特定疾患等患者通院交通費の
補助について
特定疾患等で町外の医療機関に通院

December

詳しくは、生活課 交通町民係まで。

が必要な方の交通費の一部を補助して
います。
対 象 者
特
 定疾患治療研究事業、先天性血液
凝固因子障害治療研究事業又は小児
慢性特定疾患の治療研究対象疾患に
罹患し、北海道知事から医療受給者
証又は小児慢性特定疾病医療受給者
証の交付を受けている方と、医師が
必要と認めた介助者１人。ただし、
介助者分については公共交通機関を
利用した場合のみ対象(領収書が必
要)となります。なお、公共交通機
関運賃のかからない乳幼児と次の方
は対象となりません。
・前年の所得が一定の基準額を超える
方
・生活保護法による医療扶助の移送費
等または他の法令等による通院交通
費相当分の全額給付を受けている方
■補助対象期間
平成29年7月1日から12月31日まで
の通院分
■申請受付期限
平成30年２月28日㈬まで
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
平成30年１月９日㈫
午後１時～午後５時
平成30年１月10日㈬
午前９時～午後２時
開設場所
中標津町役場会議室
予約申し込みは、釧路年金事務所
❸0154-61-6000まで。

中標津消防団
歳末警戒のお知らせ
中標津消防団では、12月25日㈪か
ら30日㈯までの間、地域の安全確認
と町民皆さんの防火意識の高揚を目的
とした歳末警戒を実施します。
期間中は、赤色回転灯を点灯させた
消防車両で町内を巡回して火の用心を
呼びかけます。何かとあわただしい時
季ですが、火の取り扱いには十分注意
して、明るい新年を迎えましょう。
問い合わせは、中標津消防署 消防
団係 ❸72-2181まで。

12月定例会の開催予定について
日
場

時 12月11日㈪ 午前10時
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。

ご存じですか？
「無期転換ルール」
《無期転換ルールとは》
平成25年４月１日以降に開始した
有期労働契約が反復更新されて通算５
年を超えたとき（平成30年４月以降）
は、労働者の申し込みにより、期間の
定めのない労働契約（無期労働契約）
に転換できるルールです。

無料法律相談のお知らせ
町では弁護士が専門的にアドバイス
してくれる無料法律相談を実施してい
ます。
日
時 平成30年１月16日㈫
午前10時30分～午後３時
場
所 中標津町役場会議室
相 談 員 鍛冶 孝亮 弁護士
定
員 ７名
申込受付 12月25日㈪から先着順に
受け付け、定員になり次第
締め切ります。
利用条件 個
 人からの民事・家事・行
政事件に関する案件に限り
ます。
中標津町役場

12
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※事業主の皆さんへ

無期転換ルールの導入に伴い、

有期雇用労働者が無期労働契約へ
の転換前に雇止めとなる場合が増
加するのではないかとの心配があ
ります。

無期転換ルールの適用を避ける

ことを目的として無期転換申込権
が発生する前に雇止めをすること
は労働契約法の趣旨に照らして望
ましいことではありません。

雇用の安定に伴う労働者の意

欲・能力の向上や優秀な人材の確
保など、無期転換のメリットを理
解のうえ、適切に対応するようお
願いします。

制度の詳細は、北海道労働局雇用環
境・均等部指導課 ❸011-709-2715
まで。
計根別支所
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Information
健

「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。
対
象 中標津町国民健康保険加入
の40～74歳の方
※昭 和53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
・富沢内科医院
予約は必要ありません。食事を取ら
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
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）
。
料
金 無料
実施期間 平成30年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。
問い合わせは、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
(１月分)
実施期間

 成30年１月９日㈫～31
平
日㈬
毎週火～金曜日
受付時間 午前10時30分～午前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)
中標津町国民健康保険加入
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 12月20日㈬
申し込みは、中標津町保健センター
❸72-2733まで。

中標津町役場

子宮頸がん検診のお知らせ
（１月分）

康

保健センターからのお知らせ

15

教養を高めよりよい文化を育てましょう（町民憲章より）

７３―３１１１

場

所

町立中標津病院
産婦人科外来
古野医院
実施期間 町立中標津病院
平成30年１月９日㈫
～31日㈬
毎週月～金曜日
（申込締切12月20日）
古野医院
水曜日･祝日以外の診療日
受付時間 町立中標津病院
午前８時30分～午前11時
古野医院
午前10時～午後１時
午後 ３ 時～午後５時
対
象 20歳以上の女性
（検診の間隔は２年に１回）
内
容 頸部細胞診
膣エコー検査（希望者のみ）
料
金 2,200円
（70歳以上 1,100円）
膣エコー検査は1,000円
申し込みは、中標津町保健センター
❸72-2733まで。

冬休みわくわく
親子クッキングのご案内
日

時

平成30年１月11日㈭
午前10時～午後１時
対
象 ４歳～６歳児とその保護者
内
容 講話、調理実習
持 ち 物 エプロン、三角巾、おしぼ
り、子ども用の箸、上履き
参 加 費 無料
定
員 12組 ※１組２名
場
所 中標津町保健センター
申込締切 12月29日㈮
申し込みは、中標津町保健センター
❸72-2733まで。

税

金

12月は国民健康保険税(第７期)
町道民税
（第４期）
の納期です
【納期限は12月28日】
今月納期分の指定口座からの振替日
は12月28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。
計根別支所
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～納期が既に経過しています～
○ 町道民税（第１～３期）
○ 固定資産税（全て）
○ 国民健康保険税（第１～６期）
○ 軽自動車税
町では、11月から町税・国保税の
未納解消月間として、文書や電話によ
る催告を強化して行っています。納付
や相談に応じない方に対しては、職場
調査・預金調査など財産調査の後、差
押等の滞納処分を行いますので、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
難しい方は必ず相談ください。
＜休日・夜間相談窓口＞
夜間相談日

12月18日㈪

午後６時～午後８時

休日相談日

12月24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
保険税のみ納めることができます。

北海道と道内全市町村による
個人住民税の特別徴収推進宣言
北海道と道内全市町村による個人住
民税特別徴収推進宣言が、10月30日
に次のとおり採択されました。
「地方税法上、事業者（所得税の源
泉徴収義務のある事業者）は、個人住
民税についても所得税と同様に給与か
ら差し引き、従業員に代わって納税す
ることとされています。
しかし、いまだこの特別徴収を実施
していない事業者もいます。
北海道と道内179市町村では、法令
を遵守し納税の公平を図るため、事業
者への周知を図りつつ、個人住民税の
特別徴収の更なる推進に努めます。
」
問い合わせは、税務課 住民税係まで。

土地建物の登記手続はお早めに
固定資産税は、毎年１月１日現在の
所有者（登記名義人）に課税されます。
土地建物の名義変更や取り壊し等の登
記手続きは、法務局中標津出張所でお
早めに済ませてください。
なお、納税者が亡くなった場合は
「相
続人代表者指定書」を、未登記建物の
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中標津町総合文化会館で、
「第７回しるべっとまつり」が開催されました。
町民ホールやコミュニティホール等で行われたバザーでは陶芸や木工品などの手作り作品が販
売されており、たくさんの来場者でにぎわっていました。
ミニマジックショーや消しゴムハンコでの年賀状づくりなど、たくさんのイベントや体験ブー
スで子どもから大人まで楽しんでいました。

日

11月

24
日

少年の主張 中標津町大会

12

3
しるべっとまつり

少年の主張中標津町大会が総合文化会館で開催され、町内中学校か
ら代表８人が出場しました。出場した生徒たちは、日常生活における
体験や日頃考えていることなどをステージで発表しました。
最優秀賞には楓川さん（１年）が、優秀賞には釜さん（３年）
、五
十嵐くん（２年）がそれぞれ選ばれました。

平成29年

11月

10月31日現在住民登録人口
町の人口
男
女
世 帯 数
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（毎月５日発行）

※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。
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。

23,692（＋ 1）
11,586（＋ 4）
12,106（－ 3）
11,123（＋13）
（

65歳以上の人口

誕生 12人

5,778人（高齢化率24.5％

死亡 18人

転入 62人

）内は前月比

介護保険課調）

転出 55人

