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中標津町長

西村

せん︒

北方四島関係では︑新たな仕組みによ

る共同経済活動に向けて官民合同の調査

が二回実施され︑九月には航空機を利用

した初の北方特別墓参が実現されたとこ

ろであります︒

現在︑第四次安倍内閣のもと財政の健全

月二十二日に衆議院議員総選挙が行われ︑

続するとともに︑北海道が設置を検討し

市四町が連携して粘り強く誘致活動を継

かったＬＣＣの就航に今後も根室管内一

穣

これを機に知床・阿寒摩周など既存の

豊かな自然環境に北方四島を加え︑当地

化︑少子高齢化など諸問題に引き続き取

ている道立林業大学校の誘致においても

域 へ の 訪 問 客 拡 大 に 向 け︑ 昨 年 叶 わ な

皆さまには︑健やかに平成三十年の新

り組むとされ︑その動向に期待している

根室・釧路管内が手を組んで広域的に経

町民の皆さま︑明けましておめでとう

春をお迎えのこととお慶び申し上げます

ところです︒

ございます︒

とともに︑謹んで新年のごあいさつを申

たことから︑農作物の生育も順調で各種

このような情勢の中︑今年も利便性が

済の活性化と地域振興が図られるよう力

昨年を顧みますと︑国内外では︑アメ

イベントも概ね盛況に開催されるなど︑

高く住みやすい﹁中標津らしさ﹂を維持

当町では︑昨年台風の影響が少なかっ

リカと北朝鮮の関係が緊迫化し︑我国の

多くの町民の皆さまの参加とご協力に深

し︑
﹁住みやすさナンバー１のまち﹂を

し上げます︒

上空をミサイルが通過するという危険極

く感謝申し上げる次第であります︒

部豪雨災害が発生し︑福岡県︑大分県の

また︑七月には異常気象による九州北

が︑今後もＴＰＰなどの情勢の変化を注

乳価も安定し︑順調に推移しております

基幹産業であります酪農においては︑

ともに︑皆さまのご健勝とご多幸をご祈

解とご協力を賜りますようお願いすると

本年も町政に対する町民皆さまのご理

を入れてまいりたいと考えています︒

まりない状況が続いております︒

両県で尊い命が奪われるなど危機対策の

視しながら関係団体と連携し︑永続的な

念申し上げ︑新年のご挨拶といたします︒

目指してまいる所存であります︒

重要性を感じたところであります︒

経営環境を守っていかなければなりま
九月には︑突然の衆議院解散により十
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中標津町議会議長

ある領土返還の道筋が見えてくるものと
思います︒また︑中標津空港を利用した
北方墓参が行われ︑それにより四島との
色 々な 距 離 が 縮 ま る こ と を 願 う ば か り
です︒
昨年の中標津の天候は︑一年を通して
穏やかな年であったと思います︒除雪に
おいても出動回数が少なく︑過ごしやす
い冬であり︑夏においても一昨年のよう
な冷夏︑多雨のようなこともなく︑基幹
産業である酪農をはじめ農業にあっても
気候に恵まれ︑良質な粗飼料︑生産物が
確保されたと聞いており︑生乳生産にあ
っても前年度並みの数量が期待出来るも
のと思います︒国の政策︵畜産クラスタ
ー 事 業 ︶ 等 の 後 押 し も あ り︑ 大 型 牛 舎
の 建 築 が 町 の 経 済 発 展 に 貢 献 さ れてい
ることに敬意と感謝を申し上げます︒
議会におきましては︑各常任委員会が
独自に問題意識をしっかり持ち︑任期中
に一度の道外研修を行いました︒研修内
容は︑
議会広報で報告をしておりますが︑
議会力をどう向上させていくか︑各方面

後藤 一男

町民の皆さま︑新年明けましておめで
とうございます︒
輝かしい平成三十年の新年を町民皆さ
まとともに迎えられましたことに︑心よ
りお慶び申し上げます︒また︑日頃より
町政・議会に対しまして︑温かいご理解
とご協力を賜り厚くお礼申し上げます︒
昨年の国の内外にあっては︑なんと言
っても北朝鮮問題であります︒二度に亘
り北海道の上空をミサイルが飛ぶなどと
いう異常事態が起こっており︑一歩間違
えばあの第二次世界大戦のような大惨事
になりかねない状態が続いており︑国に
あっては日本国民の生命財産をしっかり
守って欲しいものです︒
根室地域においては︑ロシアとの共同
経済活動がスタートした年でした︒西村
町長も管内の首長の代表として四島を視
察し︑色 々な面での発展が望めるとのこ
とでした︒両国の主権を害さない形での
経済活動とはどういうことなのか私には
分かりませんが︑少しずつ前に進み︑互
いの理解︑協力が得られれば︑その先に

から検討を重ねてまいりたいと思ってい
ます︒
昨年三月に病院の近未来を検討すると
題しまして特別委員会を設置し︑町民の
皆さまの意見を聞くべくアンケートを実
施し︑また︑議会報告会でも多くのご意
見を頂いておりますことに心よりお礼申
し上げます︒今後とも町民の皆さまと検
討︑議論を重ね︑より良い方向を見い出
していきたいと思っておりますので︑忌
憚のないご意見等頂ければ幸いです︒
六月から議会モニター制を実施しまし
た︒十人のモニターの皆さまから︑厳し
いご指摘の中にも建設的なご意見を頂い
ておりますことにお礼申し上げますと共
に︑
議会運営に反映させていただきます︒
第九回となる議会報告会を七月に開催
させていただきました︒多くの町民の皆
さまに参加いただき︑有意義な意見交換
が出来ました︒今後議会報告会でより多
くの町民の皆さまと懇談が出来る方法
を︑報告会のあり方も含めて議会で検討
してまいります︒
地方自治の原点であります町内会への
加入率が四十五％まで減少してしまって
いることについて︑全町内会連合会の役
員と協議いたしました︒特効薬がなかな
か見い出せない訳ですが︑他町の実例等
を参考にしながら議会としても良い町
づ く り の た め 努力してまいりますので︑
本年も変わらぬご支援ご協力をお願いい
たします︒
今年一年が町民の皆さまにとりまして
すばらしい年でありますことをご祈念い
たしまして︑
年頭のご挨拶といたします︒
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第四十回

中標津町表彰式

○自治貢献賞

《自治功労者》
安田
稔（中標津町農業委員会委員として本町の
農業振興に貢献）
戸田 重勝（中標津町農業委員会委員として本町の
農業振興に貢献）
金刺健四郎（中標津町農業委員会委員として本町の
農業振興に貢献）
纓坂 尚久（中標津町農業委員会委員として本町の
農業振興に貢献）
斎藤 法栄（中標津町選挙管理委員会委員として本
町の公正な選挙の執行に貢献）
筒井 良秋（中標
 津町固定資産評価協力員として税
務行政の推進に貢献）
山本 則康（中標津町景観審議会委員として本町の
景観行政の推進に貢献）
暁生（中標津町景観審議会委員として本町の
景観行政の推進に貢献）
濱田

○社会貢献賞
《社会事業功労者》
松崎 正幸（民生委員児童委員として地域福祉の推
進に貢献）
芳一（民生委員児童委員として地域福祉の推
進に貢献）
飯島

○産業貢献賞

《技能水準の向上に尽力》
成澤 廣志（食事処やまや）
阿部 達也（中国料理東龍門）
大塚
一（㈲大塚建設）

○中小企業卓越技能者

《教育文化奨励賞》
内藤智恵子（中標津書道会に入会以来、書道に熱心
に 取 り 組 ま れ 師 範 を 習 得 さ れ る な ど、
地域郷土文芸の普及振興に貢献）
原田 明美（中標津フォークダンスサークルに入会
以来、フォークダンスに熱心に取り組
まれ、指導員の資格を取得されるなど、
フォークダンスの普及振興に貢献）
北根室鍵盤楽器協会
（発足以来、本町のみならず根室管内の
子どもたちのピアノ技術向上や音楽の
普及振興、
地域音楽芸術の振興に貢献）

○奨励賞

《善行功労者》
東原 俊郎（ふるさと納税として百万円を寄附）

○善行賞

《観光事業功労者》
板野 哲身（観光協会会長として本町の観光事業推
進に貢献）
《農業功労者》
永年にわたり、町の発展に功績のあった 名と１団
中林 忠雄（中標津町農業協同組合理事として本町
体の方々が表彰されました。
の農業振興発展に貢献）
また、同時に中小企業卓越技能者３名の表彰も行わ
乾
雅晴（中標津町農業協同組合監事として本町
れ、列席された関係者から祝福の言葉が贈られました。
の農業振興発展に貢献）
《林業功労者》
受賞者（敬称略）
田子内市男（中標津町森林組合理事として本町の林
業振興発展に貢献）
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なかなか健康なかしべつ～生活習慣病予防～

高血圧が危ないのはどうして？
中標津町保健センター 健康推進課 健康推進係
高血圧がサイレントキラー（沈黙の殺人鬼）と呼ばれていることを知っていますか？
心臓はポンプのように血液に圧力をかけ、全身の血管へ血液を送り出す働きがあります。その時に血管にかかる
圧力のことを血圧といい、圧力が高くなることで血管に強い負担がかかる状態を、高血圧といいます。高血圧の状
態が続くと、血管の壁が傷つき、その傷に脂質などが溜まって厚くなったり、弾力性がなくなったり、血液の通る
隙間が狭くなったりする動脈硬化が進行します。高血圧は自覚症状があらわれにくいですが、放っておくと動脈硬
化が進行し、ある日突然心臓病や脳卒中などの命にかかわる病気を起こす危険（下図）があります。そのため、高
血圧はサイレントキラー（沈黙の殺人鬼）と呼ばれています。

高血圧

腎臓病、腎不全
心筋梗塞、狭心症
続くと・
・
・

脳梗塞、脳出血
動脈硬化

高血圧は生活を見直し改善することで、予防できたり悪化を防ぐことができます。下記にある「血圧を下げるポ
イント」を参考にできることからはじめてみませんか？また、年に１度は健康診断を受けて自分の体の状態を確認
しましょう。
血圧や健康に関する相談は、気軽に保健センターまで連絡ください。

■血圧の基準

病院で測定

収縮期

拡張期

140以上

90以上

135以上

85以上

家庭で測定
治療の対象

※糖尿病や腎障害がある場合は、厳格な降圧目
標が決められ、この基準は用いません。
高血圧治療ガイドライン2014

血圧を下げるポイント
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減

塩：１日の塩分摂取量は男性８ｇ、女性７ｇ、高血圧の方６ｇ以下を目標にする

野

菜：毎日食べる（１日の目標は350ｇ）

果

物：適量食べる（１日りんご１/２個、またはみかん２～３個、またはバナナ１本が目安）

節

酒：純アルコール量20～30㎖/日を心がける（例：ビール中瓶１本、焼酎半合弱、ワイン２杯弱）

減

量：BMI25未満を目指す（BMI＝体重(㎏)÷身長(m)÷身長(m)）

運

動：心臓の病気がない方は、有酸素運動を中心にできるだけ毎日30分以上続ける

禁

煙：受動喫煙の防止も含め、禁煙をする

国民年金保険料の納付が困難な方は
免除・納付猶予の手続きを!
年金は老後のためだけのものではありません。国民年金保険料を未納のままにしておくと、もしものときの「障
害年金」や「遺族年金」が受けられない場合があります。経済的に納付が難しい方は「国民年金保険料免除・納付
猶予制度」を利用してください。

●国民年金保険料免除・納付猶予制度とは？

本人・配偶者・世帯主の前年の所得によって、全額免除のほか段階的に一部免除（４分の３免除・半額免除・４分

の１免除）があります。また、50歳未満（学生を除く）の方で、世帯主の所得が多くても、本人と配偶者の所得が
少ない方には、国民年金保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」があります。
免除を受けた期間に納める保険料（月額）は、下記のとおりです。
●全額免除

16,490円

⇒

0円

●４分の３免除

16,490円

⇒

4,120円

●半額免除

16,490円

⇒

8,250円

●４分の１免除

16,490円

⇒

12,370円

※失業、倒産、天災などを確認できる方は前年の所得にかかわらず、特例で全額免除になる場合があります。

●免除を受けた場合、
将来の年金額はどうなるの？
免除を受けた期間の老齢基礎年金の額は、
国民年金保険料を全額納めた場合と比較する
と、それぞれ右の割合により計算されます。

●全額免除

⇒

８分の４

●４分の３免除

⇒

８分の５

●半額免除

⇒

８分の６

●４分の１免除

⇒

８分の７

※一部免除は、免除を受けた残りの額（４分の１・半額・４分の３）を納付することが前
提となります。
納めないと一部免除は無効となり、未納と同じ扱いになりますので注意してください。
※申請時点から２年１ヶ月前までの期間について、さかのぼって免除等を申請できます。
※平成28年７月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となりました。

問い合わせは、住民保険課 国民年金係まで。

後期高齢者医療制度のお知らせ
●「高額介護合算療養費」の申請について ●
医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担額を軽減する制度です。
同じ世帯の被保険者が、１年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えた
ときは、申請により、その超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
支給額は、後期高齢者医療制度と介護保険で支払った自己負担額の割合に応じて計算され、それぞれの保険者か
ら支払われます（１年分の自己負担額の計算期間：平成28年８月１日～平成29年７月31日）。
対象となる方には「お知らせ」を送りますので忘れずに申請してください（１月末に送付予定）。

◇医療費通知を全受診者へ送付します
広域連合では被保険者の皆さんの医療費総額などについてお知らせする「医療費通知」を、対象期間に医療機関
等を受診した全ての被保険者の皆さんへ送付します。発送月は、９月と３月の年２回です。
○医療費の推移が一目でわかるため、自身の健康状態の把握や健康管理に活用できます。
○健康診査など、皆さんの健康保持・増進に役立つ情報をお知らせします。
○診療日数等に間違いがないか確認しましょう。
北海道後期高齢者医療広域連合 ❸０１１－２９０－５６０１
問い合わせ先：
住民保険課 国保・高齢者医療係 ❸７３－３１１１
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所得税及び復興特別所得税の確定申告が始まります

平成29年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、２月16日㈮から３月15日㈭まで
です（土・日曜は除く）
。
確定申告書は「前年の申告書控」や「確定申告の手引き」などを参考に作成し、早めに提出してください。
なお、確定申告書は国税庁ホームページ【http://www.nta.go.jp】の「確定申告書等作成コーナー」で作成し
印刷して提出することができます。併せて、便利なｅ－Ｔａｘをぜひご利用ください。
・還付申告は２月16日以前でも提出できます。
・確定申告書の作成に当たっては、復興特別所得税の記入を忘れずにお願いします。
・確定申告書には、マイナンバーの記載が必要です。
・昨年以前の申告時に利用者識別番号を取得している方は、番号がわかる書類を持参してください。
【 注意 】 所得税の申告義務がない方でも、国民健康保険加入世帯の世帯主などは町・道民税申告が必要となりま
す。詳しくは、役場税務課まで問い合わせください。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧いただくか、根室税務署 ❸0153-23-3261まで。

年末調整等関係書類の提出を忘れずに
平成29年分の給与所得に係る給与支払報告書等の関係書類の提出期限は、１月31日㈬です。
提出先：
「給与支払報告書」及び「同総括表」→「従業員がお住まいの市役所・町役場」へ
「法定調書」及び「その合計表」
→「税務署」へ
※給与支払報告書等の提出については、ｅＬＴＡＸ（電子申告）の積極的な利用をお願いします。
ｅＬＴＡＸについての詳しい情報は、
【http://www.eltax.jp/】をご覧ください。

問い合わせは、税務課 住民税係まで。

「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。
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、意見や問い合わせをいただきながら合意形成を図って
います。

イメージ：つくばナンバー
図
柄：茨城県内筑波山

検討状況

・11月 ８ 日、協議会として知床ナンバーの導入意向表明書を北海道へ提出しました。
・11月12日、根室市が協議会を離脱しました。

ご当地ナンバーＱ＆Ａ

Ｑ．図柄のデザインを考えているのですが、どうやって決めるのですか。
Ａ．ナンバーの導入地域が平成30年７月頃に決定されるので、その後に図柄の検討に入ります。図柄は親しみやす
くこの地域を全国にＰＲできるよう、デザインの公募を予定しています。
皆さんからたくさんの素晴らしいアイディアをいただくため、手書き（イラスト）などの受付についても検討し
ているところです。募集方法など詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。
Ｑ．知床ナンバーが導入されたら、釧路ナンバーは選択できないのですか。
Ａ．知床ナンバーは平成32年度中の交付開始が予定されています。知床ナンバーの交付開始後に登録される自動車
は釧路ナンバーを選ぶことはできません。
Ｑ．現在所有している自動車のナンバーを知床ナンバーに変えることはできますか。
Ａ．現在お持ちの自動車は釧路ナンバーのままとなりますが、手続きをすることで知床ナンバーに変更することがで
きます。

～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。
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個人住宅等の除雪作業事業者情報
今冬の、町内において有料で除雪作業を行う事業者は下記のとおりです。
情報提供元：中標津町商工会、中標津建設業協会ほか

事

業

者

名

電話番号

事

業

者

名

電話番号

エーワン興業㈱

７３－２８０８

北標重機工業㈲

７２－４４７３

㈲エヌエス工業

７２－６８１８

㈱リライド

７４－８１８０

㈲共栄土木運輸

７２－３１４０

㈱山川

７２－９７６３

木村コンクリート工業所

７３－２１０７

㈱小川技工

080-3267-3854

企業組合くれぱす

７４－０７０３

㈲弓場建設

７２－３９２５

渡辺組㈲

７２－５１１１

山岸塗装店

７２－９０８４

※町は、仲介や斡旋を行うものではなく、契約内容等には一切関与しませんので、
注意してください。
※除雪箇所、料金等契約事項については、住民の皆さんと事業者の間で交渉を
行い、双方が納得しトラブルの無いように必ず事前に確認を行ったうえで作
業の依頼をお願いします。
※作業料金は、事業者や作業の内容等によって異なりますので、作業依頼をす
るときには十分に単価等の内容を確認してください。
※除雪作業の際は、道路除雪作業等の妨げにならないよう配慮をお願いします。

道立林業大学校の誘致を要望しています！
北海道が2020年度の設立を検討している「林業大学校」の根室管内（中標津町）への誘致を目指し、
「道
立林業大学校・根室管内誘致期成会」を10月27日に根室管内１市４町の自治体のほか、森林組合、林業関
係団体、民間企業など21団体、１個人により発足しました。
会長には西村中標津町長、副会長には曽根別海町長と柵木中標津町森林組合長が就任しました。
その後、釧路町村会全７町村（白糠町、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村）が新たに
期成会の構成団体となりました。
11月24日には道水産林務部長に、12月４日には道副知事に、知事宛の「根室管内への道立林業大学校誘
致に関する要望書」を手渡しました。
根室管内は、北方四島や北海道遺産の格子状防風林、世界自然遺産知床などの森林や生態系を学ぶ環境の
ほか、空港があること、学生や教員が住みやすい環境が整っていることを強調し、高校卒業後の進学先がな
い根室管内への林業大学校設置の必要性を北海道に訴えました。
今後も地域林業の担い手不足解消、管内基幹産業の酪農、水産、林業の共存共栄による地域経済発展を目
指し、積極的誘致に努めていきます。

林業大学校とは？

林業を担う人材育成を目的として、学
校教育法や都道府県の条例に基づき設
置される林業者研修教育施設。

山谷副知事（左から４人目）に
要望書を渡す西村会長（左から３人目）

問い合わせは、農林課 林務係まで。
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中標津町地域雇用創造協議会
■求職者・転職希望者対象の講座
第２回

就職・ビジネスに役立つ

■なかしべつあそび WINTER VERSION
モニタープログラム実施のお知らせ

おもてなしマナー講座

「なかしべつあそび WINTER VERSION」
は、当協議会が主催する観光体験モニタープロ
グラムです。１月に２つのプログラムを実施し
ます。各プログラムは、商品化を目指したモニ
ター実施のため参加対象者を限定（詳細下記）
しています。
興味のある方はＷＥＢサイトにて詳細を確認
のうえ申し込みください。

全国での企業マナー研修で定評のあるANAビジネスソ
リューションで活躍されている松本裕子先生を招き、今更
聞けない接客・接遇マナー・ビジネスマナーの基本から実
践、面接対策について学ぶ講座を開催します。観光・飲食
店・サービス業等への就活のみならず、求職中・転職を目
指す方に役立つ講座なので、ぜひ参加ください。
開催日：２月６日㈫～８日㈭ 午後１時～午後４時
会 場：トーヨーグランドホテル りんどう

なかしべつあそび

■求職者・転職・ＵＩターン希望者対象の講座
合同企業説明会
中標津町内外の企業各社が集まり、求職者・転職希望者、
そしてＵターン、Ｉターン希望者向けの合同企業説明会を
行います。働き手を募集している企業の方と、仕事を探し
ている方が直接会って話を聞ける貴重な場となりますので、
求職中・転職活動中の方はぜひ参加ください。
開催日：２月２日㈮ 午後２時～午後４時
会 場：トーヨーグランドホテル グランドホール
※参加企業の一覧は、協議会ブログにて随時更新して
ます。
※当日は同会場にて午後４時～午後６時まで
高校生や若者の仕事探しを支援する「じも
と×しごと発見フェア」も開催しています。
※すべての講座の参加費は無料ですが、事前申し込みが必要です。
※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。
❸72-4154

講座開催のお知らせ

info@n-job.net

☜各種講座詳細・申し込みはスマートフォンからどうぞ

①～白と青の世界に会いにいこう～
裏摩周スノーシュー &養老牛温泉
開催日：１月20日㈯
午前８時30分～午後２時頃予定
料 金：昼食代1,080円（税込）
定 員：10名
対象者：18歳以上の外国籍の方（在住・訪
日含む）を優先受付
※申 し込み状況により日本国籍の方も申し込
み可能なので、詳しくは問い合わせください。
②～自分で打った「そば」は、格別～
そば打ち体験
開催日：１月27日㈯
第一部 午前８時45分～正午
第二部 午後１時45分～午後５時
料 金：無料
定 員：第一部３名、第二部３名
対象者：18歳以上の外国籍の方（在住・訪
日含む）のみ
※申し込み状況により変更になる場合もあ
ります。
※すべてのプログラムは定員制で、事前申し込み
が必要です。
※モニタープログラムのため体験料は原則無料で
す。ただし、別途料金がかかるプログラムもあ
ります。
※詳しくはWEBサイト（http://n-asobi.
com）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。

中標津町自治基本条例を学ぼう
文

条例本

中標津町自治基本条例
…第１章 総則…

（自治の基本理念）
第３条 町民、議会及び行政は、中標津町民
憲章を尊重し、安心して心豊かに暮ら
すことのできる地域社会を築くため、
町民が主体の自治を推進することを基
本とします。

中標津町自治基本条例
『第３条
（自治の基本理念）
』
について

解 説

第３条では、町民が主体の自治を実現するための基本理念
を定めています。
町民、議会及び行政は、中標津町民憲章を尊重し、安心し
て心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、町
民が主体の自治を推進していくこととしています。

次回は中標津町自治基本条例の第４条（自治の基本原則）について紹介します！

問い合わせは、企画課 行政改革・協働推進係まで。
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５

その

証明書のコンビニ交付サービスが始まります
町では平成30年度中に、
全国のコンビニに設置されているマルチコピー機（キオスク端末）でのマイナンバーカー
ドを利用した証明書交付サービスを開始する予定です（開始日時は決まり次第お知らせします）
。開始に伴い、総
合文化会館の自動交付機は廃止しますが、役場住民保険課にマイナンバーカードを利用して証明書の交付を受ける
ことができる端末を設置しますので、活用ください。
○取得できる証明書～中標津町に住民登録がある方の住民票の写し及び印鑑登録証明書
○対象店舗～中標津町内及び全国のセイコーマート、セブン－イレブン、ローソン
○利用時間～午前６時30分から午後11時まで（12月29日～翌年１月３日を除く）
○必要なもの～マイナンバーカード（４桁の暗証番号を設定した利用者電子証明書の搭載が必要です）
※マイナンバー通知カード、住民基本台帳カード、住民票用カード、印鑑登録カードは使用できません。
【注意！】印鑑登録カードについてはコンビニでは使用できませんが、役場住民保険課で印鑑登録証明書を
取得する際や改印の手続きには必要となりますので、誤って廃棄しないようお願いします。

●取得できない証明（下記の証明が必要な場合はお手数ですが役場住民保険課へお越しください。）

○住民票コード、マイナンバーが記載された住民票
○亡くなった方や転出した方などの住民票の除票の写し
○氏名、転居した住所等の変更履歴が記載された住民票
○発行制限措置を受けている方の住民票・印鑑登録証明書
○住民票記載事項証明書
○事前に印鑑登録をしていない方の印鑑登録証明書
○中標津町から転出予定（転出届を提出し転入届をまだ提出していない）の方を含む世帯の住民票

この機会に、ぜひマイナンバーカードを取得し、便利なコンビニ交付サービスをご利用ください。

マイナンバーカードの申請方法（初回の交付手数料は無料です）

左記いずれかの
方法で交付申請を
行い、約１ヶ月後
に役場住民保険課
でマイナンバー
カードの受け取り
が可能です。交付
の準備ができまし
たら、ハガキでお
知らせします。

※受け取りは原則本人のみとなります。
※通知カードの受け取り後に氏名又は住所変更をされていて、新しい住所が記載された交付申請書を受け取っ
ていない方は、役場住民保険課（窓口①番）まで問い合わせください（古い氏名や住所が記載された申請書
は使用できません）
。

問い合わせは、住民保険課 戸籍住民係まで。

マイナンバー制度の情報連携が本格運用されています
平成29年11月13日から、マイナンバー制度の情報連携が本格的に運用開始されています。
情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを使って異なる行政機関間に
おいて情報のやり取りをすることですが、本格運用の開始に伴い各種行政手続きの際にマイナンバーを
申請書等に記載することで、今まで提出していた添付書類が省略できるようになりました。
省略できる書類については、手続きによって異なりますので、詳しくは各担当に問い合わせください。
●マイナンバーの問い合わせは、総合フリーダイヤル（無料）を利用ください
●マイナンバーカードを紛失して、利用を一時停止する場合も利用ください（こちらの場合は24時間対応です）

0120-95-0178

平 日：午前９時30分～午後８時
土日祝：午前９時30分～午後５時30分

問い合わせは、企画課 企画調整係まで。
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福祉課からの
お知らせ

１月１０日より
ヘルプマーク・ヘルプカードの配付を開始します

ヘルプマーク
「外見から分からなくても援助や配慮を必要としてい
る」方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知
らせることで、援助が得やすくなるように作成したスト
ラップ型のマークです。

（縦19cm、横5.3cm（ストラップ部分含む）、樹脂製）

鞄などにつけられます。

ヘルプカード
障がいのある方などが困ったときに助けを求めるた
めのもので、
「手助けが必要な人」と「手助けできる人」
を結ぶカードです。普段から持ち歩くことにより、災害
時や緊急時など、周囲の人に提示することで助けを求め
ることができます。
二つ折り両面で、財布などに入れられる大きさです。

（縦5.5㎝、横8.5㎝）

● ヘルプマークを身に付けている方を見かけたら
援助や配慮が必要であることをご理解いただくとともに思いやりのある行動をお願いします。
例えば…
・バス等、公共交通機関では、席をお譲りください。
・商業施設などで困っている様子であれば、声をかけるなどの配慮をお願いします。
必要な援助内容などは、
ヘルプマークの裏面やヘルプカードに記入できますので、提示があっ
た際はご確認ください。

● ヘルプマーク・ヘルプカードの配布方法
対象者

障がいのある方、難病の方及び妊娠初期の方など、外見からは援助や配慮を必要としているこ
とが分かりにくい方で、配布を希望する方。

方

法

配布を希望する方は、下記の配布場所で申し込みください。申込者（本人及び家族に限る）に
窓口で無料配布しますが、郵送での配布は行いませんのでご了承ください。障がい者手帳等の
提示は不要です。
※ヘルプマークの配布個数は、申込者１人につき１個とさせていただきます。

場

所

役場 福祉課（窓口⑤番）
、計根別支所

・◦● 町立中標津病院からのお知らせ ●◦・
新しい医師が着任しましたので紹介します。

内科

医長

①帝京大学

11

朝

井

基

②昭和55年

①出身大学

裕（あさい
③呼吸器科

②卒業年

もとひろ）

③専門

あけましておめでとうございます。
新年を迎え、私が中標津町に移住をして
から早いもので２年４か月が経ちました。
任期終了まで１年を切り、残りの８か月間

地域おこし協力隊が行く 30

其の

今まで以上に有意義に充実した日々を過ごして行きたいと思います。今年も引き続き「地域おこし協力隊が行く」
をよろしくお願いします。
いきなりですが、みなさんは中標津町の牛乳やチーズ、ヨーグルトなどの地場食品を食べていますか？私は中標
津の牛乳は世界一おいしい牛乳だと思っています。低温で殺菌しているので、コクがあるのにさっぱりとした牛乳
本来の風味を感じることができます。横浜にいた時はほとんど飲みませんでしたが、移住をしてからは冷蔵庫に必
ず常備しているほどです。実家に帰省する際は必ず中標津産のお土産として持って帰り、本場の牛乳として家族や
友人に喜ばれています。
昨年は、
札幌で毎年行なわれる
「さっぽろオー
タムフェスト」や「道産子感謝ＤＡＹ」
、東京
の新宿駅で開催された「北方領土隣接地域の特
産品をＰＲ事業」など、色々なところで中標津
町の特産品のＰＲをしてきました。参加回数も
増えていくと中標津ファンの方も増えて、
「去
年美味しかったから買いに来ました！」という
嬉しい声や、一人で何個も買っていただき「美
味しいから友人にも分けるよ」という方、試飲
試食をした方からは目を輝かせながら「美味し

い!!」という声をたくさんいただきます。町内
の給食でも提供されているという話をすると、
とても羨ましがられます。自分たちの町の自慢
の特産品を気に入っていただいて、全国に中標

津ファンがたくさんいることが実感できて本当に嬉
しく思っています！
みなさんも中標津産の特産品、手に取ってみては
いかがですか??

こ

中標津町地域おこし協力隊  小
メールアドレス

いけ

池   

ひとみ

瞳

koike@kaiyoudai.jp

意見募集（パブリックコメント）を実施します
このたび、下記の計画の素案がまとまりましたので、町民の皆さんの意見を募集します。
中標津町高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画(素案)………………………………………………介護保険課
■資料を閲覧できるところ
■意 見 の 提 出 方 法
■閲
覧
期
間
■問 い 合 わ せ 先

役場介護保険課窓口・まちづくり情報コーナー、総合文化会館窓口、計根別支所
窓口、町ホームページ
備付けの様式により、持参、郵送、ＦＡＸ又はＥメール
１月22日㈪～２月19日㈪
介護保険課 介護保険係

自衛官募集のお知らせ
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

18歳以上27歳未満の方

受付締切

試験期日

会

場

２月16日㈮

釧路駐屯地
美幌駐屯地

２月17日㈯

帯広駐屯地

随時受付中

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

❸７２－０１２０まで。
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総合文化会館コミュニティホールで、中標津町文化スポーツ振興財団主催による「としょかん
クリスマス会」が開かれました。
歌や紙芝居、ダンスなどが行われ、たくさんの親子が楽しいひとときを過ごしていました。

日

12月

16
日

くうこうの森クリスマス会

13

10
としょかんクリスマス会

根室中標津空港で、毎年恒例となった「くうこうの森クリスマス会」が行われました。
ロビーコンサートでは、中標津高等学校の合唱部や吹奏楽部の美しい歌声や演奏が響き渡り、
ガールズコレクション2017、TENCHO with shiTENCHOによるダンスも披露され、たくさん
の観客で盛り上がっていました。
また、お取り寄せスイーツ等の販売も行われ、買い求めるお客さんで賑わっていました。

12月

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

かった場合や、特別な事情により指定
校の変更を求める場合は、教育委員会
学校教育課 学務係まで。

年金相談所開設のお知らせ
開設日時
２月６日㈫ 午後１時～午後５時
２月７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。

北海道小児救急電話相談事業
について
夜間における子どもの急な病気やけ
がなどの際に、看護師や小児科医師が
保護者等からの相談に対し、電話によ
る助言を行っています。
受付時間 毎日 午後７時～翌朝８時
電話番号 道内どこからでも「＃8000」
で利用可能
※ＩＰ電話、ひかり電話及びＰＨＳ
からは利用できません。
そ の場 合は「011-232-1599」
に電話してください。
注意事項 医師が直接診察して治療を
行うものではなく、あくま
で電話による家庭での一般
的な対処などに関する助言
を行うものです。緊急性の
ある子どものための電話相
談ですので、育児相談は遠
慮ください。
問い合わせは、北海道保健福祉部地
域 医 療 課 ❸011-232-4111（ 内25326）または、根室振興局 保健環境部
中標津地域保健室  ❸72-2168まで。

通年雇用化意識啓発セミナー
開催のお知らせ
根室管内４町通年雇用促進協議会で
は、季節労働者の方を対象にセミナー
を開催します。
日
時 １月16日㈫
午後１時30分～
午後３時30分
場
所 中標津経済センター２階
内
容
キャリア支援セミナー
～やりがいのある仕事で充実した生
活を見つけよう～
講
師
や

ぎ もり

とし お

八木森 敏男 氏
（同）札幌エール社会保険労務士
定
員 30名（参加無料）
申込方法 １月15日㈪までに、電話・
Ｅメールまたは申込書をＦ
ＡＸで申し込みください。

申し込み・問い合わせは、根室管内
４町通年雇用促進協議会
❸･❹72-6789
Ｅメール n4cho-tsuunen-koyou@
bz03.plala.or.jp まで。

平成30年度入校生の
追加募集について
国立北海道障害者職業能力開発校で
は、求職中の障がい者の入校生を追加
募集しています。
訓練期間は１年間または２年間です。
詳しくは、最寄りの公共職業安定所
または北海道障害者職業能力開発校訓
練 第一課  ❸0125-52-2774まで。

平成30年中標津消防団出初式
町民の生命や財産を、火災などの災
害から守るために活動している中標津
消防団の出初式を行います。町民皆さ
んのご来場をお待ちしています。
なお、当日は午前８時30分に屋外サ
イレンを吹鳴（すいめい）します。
日
時
１月８日（月・祝）
午前10時30分～午前11時50分
場
所
総合文化会館
前広場～観閲式
コミュニティホール～表彰式
問い合わせは、中標津消防署 消防
団係  ❸72-2181まで。

なかしべつ冬まつりの
出店について
２月３日㈯、４日㈰に開催する「な
かしべつ冬まつり」の出店については、
出店枠に空きが出なかったため、新規
出店の受付は行っておりません。
なお、次回の夏祭りの出店について
は、広報７月号でお知らせします。
詳しくは、なかしべつ祭り実行委員
会事務局
（経済振興課観光振興係）まで。

競争入札参加資格審査申請
（中間年）の受付について
町が発注する建設工事、測量、工事
に係る調査・設計等、物品の購入・役
務の提供等の契約に係る競争入札に参
加するためには、あらかじめ町が定め
る期間内に申請を行い競争入札への参
加資格を取得する必要があります。
町では平成30年度の競争入札参加
資格審査申請の受付を次のとおり行い
ます。なお、今回は中間受付となりま
すので、新規に資格を希望される方、
現在資格を有している方（平成29・30
年度の有資格者）で新たな業種を追加
中標津町役場
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くらしの広場
January

1

したい方は、今回申請を行う必要があ
ります。
申請書様式は、建設工事、測量、工
事に係る調査・設計等は一般社団法人
北海道土木協会発行の「北海道統一様
式（市町村用）」、と「中標津町独自様
式」を、物品の購入等・役務の提供等
は「中標津町独自様式」を使用してく
ださい。
なお、町独自様式は町ホームページ
からダウンロードするか財政課契約用
度係で直接受け取ることが出来ます。
申請期間
２月５日㈪～16日㈮
申請方法
郵送又は持参（極力、郵送により提
出されるようお願いします）
●郵送について
申請期間内必着
●持参について
土日祝日を除く午前９時～午後４時
（正午から午後１時までを除く）
※持参当日は受領のみで、受付審査
は行いません。
●郵送先・提出先
〒086-1197
中標津町丸山２丁目22番地
中標津町総務部 財政課 契約用度係
そ の 他
●郵 送、持参の各方法にかかわらず、
必ず返信用封筒（長形３号・Ａ４判
横三つ折用に82円切手を貼り、宛
先を明記したもの）を申請書と一緒
に提出願います。
●新規申請の方は、申請書と添付書類
を、１冊のフラットファイル（Ａ４
縦、色・留め具指定なし）に綴じて
ください。なお、複数の申請区分に
申請する場合は、区分ごとにイン
デックス等で整理し、共通書類は各
１部を添付願います。
●業種の追加を申請する方は、申請区
分ごとにクリップ等で留め、透明ク
リアフォルダに入れて提出願います。
●資 格を取得することにより、自動的
または直ちに発注があるということ
ではありませんので、留意願います。
詳しくは、財政課 契約用度係まで。

北海道電力からのお願い
今冬は、電力の安定供給に最低限必
要な供給予備率３％以上を確保できる
見通しですが、お客様におかれまして
は、引き続き「無理のない範囲での節
電」にご協力いただきますようお願い
します。
詳しくは、ほくでんホームページを
ご覧ください。
ほくでん節電

計根別支所

７８―２２１１

14

Information
健

康

保健センターからのお知らせ

乳がん検診のお知らせ(２月分)
実施期間
受付時間

１月29日㈪～２月16日㈮
①午後２時 ②午後２時30分
③午後３時
対
象 40歳以上の女性
（検診の間隔は２年に１回）
内
容 マ ンモグラフィ撮影
料
金 3,000円
（70歳以上 1,500円）
場
所 町立中標津病院
申込締切 １月15日㈪
申し込みは、中標津町保健センター
❸72-2733まで。

子宮頸がん検診のお知らせ（２月分）
実施場所

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
２月１日㈭～28日㈬
毎週月～金曜日
（申込締切１月22日）
古野医院
水曜日･祝日以外の診療日
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。

骨粗鬆症検診のお知らせ(２月分)
実施期間

 月１日㈭～28日㈬
２
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 １月22日㈪
申し込みは、中標津町保健センター
❸72-2733まで。
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中標津町役場

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）
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税

金

１月は国民健康保険税（第８期）
の納期です
【納期限は１月31日】

一

般

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
今月納期分の指定口座からの振替日
Ｂ棟２階 ３ＬＤＫ １戸
は１月31日㈬です。口座振替を申し
平成５年建設 ※世帯向け一般住宅
込まれている方は前日までに残高の確
家賃 20,100円～39,400円
認をお願いします。
他駐車場使用料、共益費、
給湯設備使用料
～納期が既に経過しています～
参考：前回応募倍率 13倍
○ 町道民税（全て）
・さかえ団地（４階建）大通北４丁目
○ 固定資産税（全て）
２階 ２ＤＫ １戸
平成22年建設 ※単身向け住宅
○ 国民健康保険税（第１～７期）
家賃 16,500円～32,500円
○ 軽自動車税
他駐車場使用料、共益費、
給湯設備使用料
もう一度お手元の納付書を確認のう
参考：前回応募倍率 11倍
え、納付されていない方は早急に納め
※家賃は収入によって変動します。
てください。納期限を過ぎても納付さ
※入居資格には条件（所得制限・暴力
れない場合は、納期内に納付されてい
団員の制限等）があります。
る方との公平性を保つため、職場調査・
募集案内配布 ２月２日㈮～15日㈭
預金調査などの財産調査の後、差押等
（日曜日・祝日は除く）
の滞納処分を行うこととなりますので、
入居申込受付 ２月９日㈮～15日㈭
定められた納期限までに納めるようお
（日曜日・祝日は除く）
願いします。病気やけが、失業、多額
抽 選 日 ２月27日㈫（予定）
の負債の支払いなどにより納期内に納
抽選会場 中標津経済センター
付が難しい方は、必ず相談ください。
入居時期 ３月中旬～（予定）
＜休日・夜間相談窓口＞
※上記は変更の可能性があります。
※平 成26年度から道営住宅の管理は
夜間相談日
下記事業者が行っています。お間違
１月16日㈫ 午後６時～午後８時
えのないようにお願いします。
休日相談日
申し込み・問い合わせは、道営住宅
（中標津町）指定管理者 ㈲アクロス
１月28日㈰ 午前９時～午後５時
❸72-5515まで。
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。
ごみ収集のお知らせ
なお、当日窓口では町税・国民健康
日 程
ごみ収集 最終処分場
保険税のみ納めることができます。

償却資産(固定資産税)の申告は
１月31日までに
平成30年１月１日現在で償却資産
を所有している会社や個人の方は、資
産の名称や取得価格等を１月31日㈬
までに申告してください。
※償却資産とは、土地家屋と同じく固
定資産税の対象となる事業用資産で、
会社や個人が事業のために所有する
機械・器具・備品等をいいます。
（自動車税及び軽自動車税の対象車

両は除く。）
※申告書には、マイナンバーの記載が
必要となりますので協力をお願いし
ます。
詳しくは、税務課 資産税係まで。
計根別支所
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１月８日㈪ 通常どおり 通常どおり
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入れを行います。
詳しくは、生活課 環境衛生係まで。

学齢児童生徒就学通知書
（入学通知書）の送付のお知らせ
今年４月に小・中学校へ新しく入学
する児童生徒の保護者に就学通知書を
送付します。
小 学 校 平 成23年 ４ 月 ２ 日 ～ 平
成24年 ４ 月 １ 日 生 ま れ
のお子さんを持つ保護者
中 学 校 平 成17年 ４ 月 ２ 日 ～ 平
成18年 ４ 月 １ 日 生 ま れ
のお子さんを持つ保護者
発送予定日 １月15日㈪
住所変更などにより通知書が届かな

平成30年
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