高く揚がれ！
中標津町西部地域まちづくり協議会の
主催で行われた「親子たこづくり・たこ
あげ大会」では、風の弱い中でしたが、
子どもたちが自分で作った凧を揚げよう
と楽しそうに走り回っていました。

空とみどりの交流拠点
2018

平成30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

№672

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、市街地については交通混雑と安全確保のため、日中から
の除雪や暴風雪警報が発令されている時は、作業の安全が確保できないため除雪作業を見合わせることがあります（除雪作
業は休日･祝日に関係なく作業しています）。
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ください。
※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。また、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の除雪にご協力お願いします。
●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
 路上駐車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場合もありますので絶対
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。
●自分の敷地以外に雪を捨てないでください
 歩道や道路、河川はもちろんですが、自己所有地以外の敷地に雪を捨てるとトラブルとなることがあります。自分の敷
地以外に雪は捨てずに指定の雪捨場をご利用ください。
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所が見られます。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。

2

❖ 雪捨て場のご案内 ❖
①東中地区

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、ご利用ください。
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

酪農試験場

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、利用マナーを守り周辺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、歩行者や車両にご注意ください。
○ 雪と一緒に、ごみを捨てないでください。

町道の除雪に関するお問い合わせは、建設管理課 維持係まで。

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）および、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
吹きだまりおよび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31年１月８日午前10時から４月５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

至中標津

150

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（中標津高等学校から警察署間の坂）で平成31年１月か
ら２月末まで稼動します。なお、３月は融雪剤で対応します。

■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30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を十分に踏まえ、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にてご覧いただけます。道民の皆さんにおかれ
ましては、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お問い合わせは、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のでご覧ください。
HPアドレス http://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/kk/kkk/kanrika/toukikou.htm

通行規制などの情報は「北海道地区道路情報」をご覧ください。
HPアドレス http://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/RoadInfo/index.htm

3

町 の予算編成方針

平成31年度

平成31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0.5％
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
改正や人口減少の影響などで不透明な状況です。
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31年度を含
め残り２年となることから、新たな計画を見据え事業を検
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」
と歩調をあわせて取り組んでいかなければなりません。
こうした状況を踏まえ、平成31年度の予算編成にあたっ
ては、収支バランスの均衡を保つため、
「中標津町行財政
健全化緊急対策方針」を踏まえた取組として、平成30年
度当初予算額の90％（10％削減）を要求額の上限とする
方針としています。
大変厳しい状況ではありますが、これからも「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。

町税と地方交付税（単位：百万円）
5,558

5,402

3,005

3,006

Ｈ26

Ｈ27

5,174

5,039

4,933

3,111

3,216

3,127

Ｈ28

Ｈ29

Ｈ30

平成31年度予算編成方針

一般行政経費の節減・削減はもちろん、持続可能な財政構造の確立を目指すため、中標津町行財政健全化緊急対策方

針に基づく財政健全化に取り組み、予算要求積算過程から最大限の財源確保や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
議会や監査委員の意
見・指摘事項・一般質
問での答弁および町民
要望などを踏まえ、そ
の必要性、緊急性等を
十分に検討し、実現の
可能性を慎重に判断す
る。

積極的な
財源の確保

スクラップアンドビルド
の徹底とＥＢＰＭ※の推進

補助金制度等の活用
について幅広く調査を
行い、
「財源なくして
政策なし」を意識し、
新たな財源確保に努め、
負担の公平性の観点に
よる債権確保に努める
など、最大限の財源確
保を図る。

基本方針

国・道の予算編成や
制度改正等の動向を注
視し、特に成長戦略、
地方創生、１億総活躍
社会への取組について
的確な情報把握に努め、
施策の展開時期を逸し
ない。

機動力を発揮した
事業展開
各部課間において連
携・調整を十分に行い、
趣旨や目的の重複する
事業を統合するなど、
より一層事業効果を高
め、相互に機動力を発
揮した事業展開を図る。

※EBPMとはEvidence based policy makingの略で証拠に基づく政策立案のこと。

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」
の各分野における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。

スクラップアンドビ
ルド（何かを削って新
しいものに充てる）の
徹 底 の も と、 客 観 的
データなどの根拠に基
づき、事業の優先度、
費用対効果などを検証
し、継続性を検討する。

制度改正等の
的確な把握

○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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税金の納期限内納付 にご協力を
町税は健康で豊かな暮らしを支えるために重要な役割を持っており、福祉や教育、まちづくりなどの行政サービス
を行う上で欠かせない大切な財源です。
税金を滞納することは、町の財政を圧迫し、行政サービスに支障をきたすだけではなく、納期限内に納められてい
る多くの町民の皆さんとの公平性を欠くことになります。
そのため、収入や財産がありながら納付しようとしない方に対して、町は滞納処分（差押え等）により強制的に徴
収し滞納税額の減少に努めています。

滞納処分について
納期限内に税金を納付しなければ滞納となり、
・納期限後から20日以内に督促状を発送します。
・それでも納付がない場合には文書や電話などで
納期限後20日以内に法律に基づき督促状を発送
督促
納税の催告をします。
・
します。
催告
督促状を送付した日から10日後までに税金を
・勤務先、金融機関、生命保険会社、官公庁、取
納付しない場合は、地方税法において、
「督促状
引先などへ財産調査を行います。
財産
を発した日から起算して10日を経過した日まで
調査
に完納しないときは財産を差し押えなければなら
・再三の催告にも応じず、納税相談の連絡もない
ない」と定められていますので、財産を差し押え、
場合は、財産調査で発見した滞納者の財産に対
強制的に徴収する滞納処分を行うことになります。 滞納処分
する滞納処分（差押え等）を執行します。
(差押え等)
しかし、町では、納付忘れや特別な事情により
納付できない場合などを考慮して、督促状の発送
・差し押えた財産の売却や給与、年金、預貯金等
後も催告書を送付するなど、自主的な早期納付を
の取立てを行い、滞納税等に充てます。
換価
働きかけていますが、それでもなお納付されない
場合には滞納処分を執行します。

滞納処分Ｑ＆Ａ
Ｑ．どのような財産が差押えの対象になりますか？
Ａ．預貯金、給与、生命保険、不動産、自動車、売掛金、動産（貴金属等）など換価可能と判断できる財産が差し押
えの対象となります。
Ｑ．本人の許可なく財産を勝手に調べてもよいのですか？
Ａ．滞納すると国税徴収法・地方税法に基づき全ての財産に対する調査権限が発生します。この権限により金融機関
や勤務先などへの調査を行いますので、個人情報保護法には抵触しません。
Ｑ．滞納処分の前に電話連絡や自宅訪問はしないの？
Ａ．税金は納期限内に納付することが大原則です。法律では納期限が過ぎても納付がない場合は、財産を差し押えな
ければならないと定められており、自主的な納付を進めるため、それまでに必ず督促状などの通知が送付されて
いますので、基本的には事前に電話連絡や自宅訪問により納付を催告することはありません。
Ｑ．毎年、ボーナスで一括納付しているからよいでしょ？
Ａ．納期限内納付が原則ですので、督促状送付後に納付がない場合は滞納処分の対象となります。また、納期限を過
ぎて納付すると延滞金が加算される場合がありますので、納期限内での納付をお願いします。
Ｑ．納税通知書を見ていない。
Ａ．納税通知書は郵便で発送しています。返戻がなければ届いているものと法的に扱われますので、納税通知が届い
ていないとお気づきの方は、放置せずに必ずお尋ねください。

■納税が困難な方は早めにご相談を
病気や失職、事業不振など、やむを得ない理由で納期限内に納付が困難な場合には、生活状況を聞いた上で、
納付計画についての相談に応じますので、納期限内に納付が困難なことを示す資料（給与明細書、預金通帳）
と印鑑を用意して、早めにご相談ください。
また、仕事の都合で開庁時間に相談に来ることができない場合は夜間・休日の納税相談窓口を利用するなど、
そのまま放置せず、まずはご連絡ください。

問い合わせは、納税課 徴収対策係まで。
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ご当地ナンバープレート
交付・交換開始

中標津町オリジナル

町制施行70周年を記念し、地域を訪れる方へのＰＲを図るとともに、次
代を担う子どもたちにまちへの愛着を深めてもらうことを目的として、原動
機付自転車のオリジナルご当地ナンバープレート(以下「新標識」と表記)を
作製しました。
新標識のデザインは町内の小中高等学校の児童・生徒より応募のあった
418作品の中から、優秀賞に選ばれた14作品のアイディアを採用し、「開陽
台(展望台)へと続く道」
「開陽台から眺める地平線」
「夏まつりの提灯」をイ
メージして作製しました。
交付・交換開始日時
開始日：平成31年１月７日㈪
時

間：午前８時30分～午後５時15分

場

所：役場１階税務課窓口（窓口⑧番）
※土日・祝日を除く

交付・交換対象車種
50㏄以下（白色縁取り）
50㏄超90㏄以下（薄黄色縁取り）
90㏄超125㏄以下（薄桃色縁取り）

50㏄以下

交付・交換に必要なもの
【新規交付の場合】
・所有者および使用者の印鑑
・販売証明書か車台番号等のわかる書類
【従来標識から新標識に交換する場合】
・所有者および使用者の印鑑
・従来標識
・従来標識交付時の標識交付証明書
そ

の

50㏄超90㏄以下

他

※新規登録の場合は、従来標識と新標識の
選択制となります。
※標識番号は受付順とし、番号指定はでき
ません。
※交付・交換は無料です。
※新標識への交換により、自賠責保険の変
更手続きが必要になる場合がありますの
で、加入されている保険会社へお問い合
わせください。

90㏄超125㏄以下

問い合わせは、税務課 住民税係まで。
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中標津町自治基本条例を学ぼう
文 中標津町自治基本条例

条例本

第２章 基本原則に基づく制度

（住民投票）

その11

解 説

中標津町自治基本条例
『第11条
（住民投票）
・第12条
（協働の推進）
』
について

（第11条）

第11条 町 長 は、 次 の 各 号

住民投票は、中標津町の将来を大きく左右する問題が発生した場合、住民

に規定する事項のい

に直接その意思を確認するため、⑴から⑶のいずれかの行為がなされ、議会

ず れ か に 該 当 し、 議

が住民投票の実施に関する条例を議決した場合に、住民投票を実施すること

会が住民投票条例を
議 決 し た 場 合 は、 住
民投票を実施します。
⑴

町議会議員と町長の選
挙権を有する住民が、
地 方 自 治 法（ 昭 和22
年 法 律 第67号 ） の 規
定に基づき、住民投票
条例の制定を町長に請

⑵

挙権を有する住民が住民投票の実施を請求する場合、有権者の１／50の連
署をもって町長へ住民投票を実施するための条例の制定を請求できる。」こ
ととなっています。
⑵については、⑴同様、地方自治法に定められており、
「議員が住民投票
条例を発議する場合は、議員定数の１／12の賛成により、住民投票を実施
するための条例案を提出することにより住民投票を発議できる。」こととなっ
ています。
⑶については、町長がまちの将来を左右するような特に重要な事項につ
いて、
「町長が直接住民の意思を確認する必要があると判断し発議する場合、

町議会議員が、地方自

自ら条例案を議会へ提出することによって発議できる。」こととなっています。

住民投票条例を発議し
たとき。
町長が、中標津町の重
要な課題に関して、住
民の意思を直接確認す
る必要があると判断し、
住民投票条例を議会に
提出したとき。
２

⑴については、地方自治法で定められており、
「議会の議員及び町長の選

求したとき。
治法の規定に基づき、

⑶

について定めています。

なお、住民投票の実施にあたっては、間接民主制（町民が代表者を選挙し、
その代表者を通じて間接に政治に参加する制度）を補完する方法として、本
町の将来を左右するような特に重要な事項について、直接住民の意思を確認
する必要がある場合に限り実施するなど、慎重な取扱いが必要です。
このことから、本町では、
「非常設型」を選択することとしています。
また、議会及び行政は、住民投票の結果を住民の意思として真摯に受け止
め、尊重することを述べています。
（第12条）
協働は、町民だけでは解決のできない公共的な課題に対し、町民が議会及

議会及び行政は、住民投

び行政と協力してその課題の解決にあたること、いわば町民、議会及び行政

票の結果を尊重しなけれ

の協働による自治の推進ということを定めています。
この協働を担う主体としては、第15条で定める町内会及び町民活動団体

ばなりません。

が想定されます。
また、議会及び行政は、町民との協働によって課題の解決を図るために必

（協働の推進）
第12条 議 会 及 び 行 政 は、
町民と協働して地域
社会における課題解
決を図るために必要
な 措 置 を 講 じ、 町 民
の自主的及び自立的
な活動を尊重しなけ
ればなりません。

要な措置を講じることによって協働の推進を図ることとしています。この
「必
要な措置」には、町内会及び町民活動団体等、協働に求められる組織的な力
の育成を支援することなど、多様な措置が想定されます。
さらに、この「必要な措置」を講じるにあたっては、町民の自主的・自立
的な活動を尊重しなければならないとしています。これは、協働の相手方と
なり得る町内会及び町民活動団体は、その自主的・自立的な取り組みによっ
て育成されることが、本来の町民が主体の自治の意図するところであること
から、できるだけ、議会や行政からの働きかけや影響を排除しようとする趣
旨によるものです。

次回は中標津町自治基本条例の第13条（町民の権利）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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中標津町

なかむら

中村はるか 議員
質問事項

中標津町を発展させるために観
光客を増やす必要とＰＲのためＳＮＳなどを
活用しては。

ますかわ

しず か

増川 静華 議員（副議長）
音楽発表会や料理教室など中高
生と高齢者との世代間交流をもっと増やせた
らと思うが。
町長答弁 中高生に様々な行事等を開催し
てもらうことは大歓迎です。多くの方に様々
な機会を通じイベントなどへの参加、協力を
お願いしていきます。
さ えき

佐伯

ゆういち

勇一 議員

質問事項 町営バスの運行本数の増加や土
日の運行をお願いしたい。
町長答弁 通院や高校生の通学をメインと
して日曜日を運休としています。路線の利用
状況や運行収支状況を精査し、地域交通の確
保に向け努めていきます。
きく ち

菊地

ここ ろ

胡呂 議員

質問事項

歩道や道路にひびが入り盛り上
がっていて転んだりつまずいたりするので、
舗装することでより安心して暮らせる町づく
りができると思うが。
町長答弁

道路や歩道を舗装にするには多
額な費用がかかり、町の財政が厳しいため計
画どおり進んでいません。緊急性のある所か
ら補修工事を進めていきます。
いそ べ

磯部

そら

空 議員

質問事項 サイクリングロードのような自
然に囲まれた施設を作ってもらえないか。
町長答弁

森林・自然が持つ効能を活かせ
るような憩いの場所を増やせるよう公園内の
整備や植樹活動に努めていきます。
やまもと

山本

こう た

康太 議員

質問事項

信号機や横断歩道がないため常
に危険を感じている２か所の交差点に信号機
と横断歩道の設置を考えてほしい。
町長答弁 横断歩道や信号機、規制標識な
どは北海道公安委員会に申請し認められれば
設置されますが、なかなか設置が進まない状
況です。今後も継続して要望していきます。

月１日に議事堂において
「中標津町中学生議会」を開
催しました。
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、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
もらうために開催し、今回で
６回目となります。
本町の将来を担う子どもた
ちの声は、今後の町政運営の
参考にさせていただきます。
質問および答弁内容につい
ては、紙面の都合上、要旨の
みを掲載します。

質問事項
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さんのへ

こ

三戸なでし子 議員
質問事項
意欲的に学習する児童生徒を財政
面から支えるため、塾の月謝や教
育費、模試や検定の受験料を負担
していただける制度を作っては。
教育長答弁
教育に伴う保護者・家庭の負担軽
減は、皆さん一人ひとりの個別の
対応となると大変難しい面がある
ので、学校で使用する教材購入へ
の保護者負担の軽減を続けていき
ます。
ささ だ

笹田

は

な

羽菜 議員

質問事項
中高生や大人も楽しめることがで
きて、中標津の自然も生かされた
大型娯楽施設を作っては。中標
津の情報が浸透していないので、
もっと知ってもらうＰＲを行なっ
ては。
町長答弁
今の財政状況では新たな大型娯楽
施設を作ることは難しい状況なの
で、今ある施設を活用した魅力あ
る事業や自然を満喫できる体験観
光をより充実できるよう他町とも
連携を進めます。
町のＰＲは重要と考え、最新情報
をお届けするよう、皆さんにも伝
わりやすい情報提供のあり方など
研究し進めていきます。

いしもと

中学生議会

町長答弁 フェイスブック、ツイッター、
インスタグラムで様々な情報を発信し、魅力
ある写真やイベント情報などを発信していき
ます。

りょう

石本 稜 議員（議長）
質問事項
災害時の貴重な情報収集手段
であるスマートフォンやラジ
オを最大限活用するために、
主要な情報通信施設の電力確
保はできないか。
町長答弁
今回の停電災害を教訓に、長
時間停電にも耐えられる対策
が各通信事業者において取ら
れ、町も防災拠点に自家発電
を常備しているが、今回の事
態を教訓に検証し改善に努め
ていきます。

さ とう

佐藤

たく と

匠斗 議員

質問事項
お年寄りが病院に通いやすく
するために免許証を返納した
人にタクシー券を配るなど、
よりお年寄りに優しく暮らし
やすい町になると思うが。
町長答弁
各種団体、町内会などへの活
動支援、高齢者の就労対策な
ど外出の機会を作り、高齢者
の外出を支援する地域の支え
合い型の移動サービスなどの
実施に向け関係機関や団体と
協議を進めています。
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小型家電リサイクルについて
中標津町では、資源の有効活用を目的とした小型家
電の回収を行っています。
１．回収ボックス設置場所
・中標津町役場
・中標津町交流センター（計根別）
２．回収対象
 回収ボックスの投入口（縦20㎝×横30㎝）に入
る大きさの、
使用しなくなった小型家電（携帯電話・
デジタルカメラ・ゲーム機・電卓・カーナビ・パソ
コンなど）
。
３．注意事項
 携帯電話や各種メモリに含まれる個人情報などのデータは消去してからボックスに入れてください。回収ボック
スに入らない小型家電については町の分別にしたがって排出してください。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。

問い合わせは、生活課 環境衛生係まで。

クレジットカードの不正利用に
ご注意ください

しの

くら

知っ得
ガイド

「所持しているクレジットカード会社からカードの利用についての問い合わせがきた。利用内
容の確認をすると、海外のショッピングサイトでの利用が100万円以上あるという。身に覚えが
ないので調べてもらうと、第三者が不正に利用したということがわかり、カードの利用停止と再
発行の手続きをしてもらえることになった。」という情報が寄せられています。

皆さんへのアドバイス 「ひとりで悩まずにまずは相談を！」
・不正利用の全てに対しカード会

から届く利用明細（オンライン明細）

社に問い合わせすることが被害
を防ぐことに繋がります。
・クレジットカードの問い合わせ

社が不審に思い連絡をしてくれ

は必ず確認をして、身に覚えのない

先は利用明細やカードの裏面な

るとは限りません。カード会社

請求がある場合には早めにカード会

どに記載されています。

相談は、中標津町消費生活センター（役場生活課内）まで。

老人クラブ

加入の
ご案内
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中標津町老人クラブ連合会では、概
ね60歳以上の方の地域老人クラブへ
の加入をお勧めしております。
概ね60歳以上の方なら随時入会で
きますので、入会を希望される方や興
味のある方は、事務局までご連絡くだ
さい。

問い合わせ先
中標津町老人クラブ連合会事務局
〒086-1110 中標津町西10条南９丁目１番地４
❸７９－１２３１ ❹７９－１２３３
（総合福祉センター 中標津町社会福祉協議会）

・◦● 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。

産婦人科

医長

中

①順天堂大学

■■

陳

欣

②昭和51年

①出身大学

也（なかじん

②卒業年

③専門

きんや）

③産婦人科

■ 総合文化会館の自動交付機を廃止しました ■■■

中標津町ではコンビニ交付サービスの開始に伴い、中標津町総合文化会館（しるべっと）に設置している自動交
付機を９月30日㈰で撤去しました。今後、住民票および印鑑登録証明書は、役場窓口またはマイナンバーカード
を用いたコンビニ交付サービスで取得できます。
この機会に、ぜひマイナンバーカードを申請し、便利なコンビニ交付サービスをご利用ください。
カードは、下記いずれかの方法で申請でき、申請後約１ヶ月で受け取りが可能です。また、初回の交付手数料は
無料です。

マイナンバーカードの申請方法

印鑑登録カードは、役場窓口で印鑑登録証明書を取得する際や改印の手続きをする際に必要
となりますので、誤って廃棄しないようご注意ください。

問い合わせは、住民保険課 戸籍住民係まで。
広告
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防災ワンポイント

じゃがいもずきん
「ききぼう」くん

第63回

住宅における地震対策

～中標津町既存住宅耐震化事業補助金の活用を！～

みなさんは、住宅における地震対策で重要な『耐震・制震・免震』とういう言葉を聞いた事が
ありますか？耐震は揺れに耐えること、制震は揺れを吸収すること、免震は揺れを伝えないこと
です。
また、耐震化とは地震を受けても倒壊しないように構造を強化すること、制震化とは構造躯
体の一部に装置を数箇所に設置して地震の揺れを受けても揺れを抑える構造をとること、そして、
免震化とは基礎・土台部分と地面との間に揺れを吸収する装置を設置して対象物が地震の揺れを
なるべく受けないようにすることです。
いずれにしても、基本は『耐震』です。いくら『制震装置』や『免震装置』を取り付けたとし
ても、
基本である耐震性が低い建物は、地震に強い建物にはなりません。耐震化にプラスアルファ
で制震装置や免震装置を設置することで、制震化や免震化になります。

地震が発生した時に住宅に求められるのは、倒壊しないことです。住宅の耐震化は地震が発生する前にでき
る防災対策で、家族や財産などを守るために大変有効なことです。地震発生時の住宅の倒壊に備え、住宅の耐
震化をしておきましょう。
なお、旧耐震基準の昭和56年（1981年）５月31日以前に着工された住宅の耐震化には、中標津町既存住
宅耐震化事業補助金が活用できます。中標津町既存住宅耐震化事業補助金を活用した耐震化をお考えの方は、
必ず防災係へ連絡ください。
補助金申請前に中標津町と事前相談を行い必要な助言や指導などを受けなかったり、補助金交付決定前に耐
震工事などを行う業者との間で契約を交わしたりすると、補助金の対象外になってしまいますので気を付けま
しょう。

中標津町既存住宅耐震化事業補助金とは
中標津町内にある既存住宅の耐震診断・補強設計・耐震改修工事を行う者に対し予算の範囲内において、その
費用の一部を補助することにより既存住宅の耐震改修の促進を図り、地震発生時の住宅倒壊などによる被害を軽
減することを目的とした補助金です。
補助金の対象となる住宅
昭和56年５月31日以前に着工された戸建て・長屋・併用住宅・共同住宅で、耐震診断などを行おうとす
る者が、自ら居住している既存住宅です。※建築基準法やその他の関係法令に違反している場合などは、対
象外になります。
補助対象者
次の１～７の全てに該当する者です。
１ 中標津町内に住所を有する者であること。
２ 対象住宅の所有権を有している者または所有者の２親等以内の親族もしくは借家人であること。
３ 対象住宅に居住している者（耐震改修工事を行う場合は、居住することを予定している者を含む。
）
であること。
４ 対象者が借家人の場合は、対象住宅の所有者および借家人双方が耐震診断などの実施に同意している
こと。
５ 所有者等全員が中標津町に納付すべき町税などを滞納していないこと。
６ 中標津町暴力団排除推進条例（平成24年条例第21号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号
に規定する暴力団等またはこれらと密接な関係を有する者でないこと。
７ 過去に中標津町既存住宅耐震化事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていない者であるこ
と。
補助金の交付額等
耐震診断などに対する補助金の交付額は、次の１～３の合計額です。
１ 耐震診断の場合は、１戸あたり８万９千円です。ただし、補助対象費用が８万９千円未満の場合は、
当該費用の額となります。
２ 補強設計の場合は、１戸あたり10万円です。ただし、補助対象費用が10万円未満の場合は、当該費
用の額となります。
３ 耐震改修工事の場合は、１戸あたり次のとおりです。
・補助対象費用が20万円未満の場合は、当該費用の額です。
・補助対象費用が20万円以上100万円未満の場合は、20万円です。
・補助対象費用が100万円以上200万円未満の場合は、30万円です。
・補助対象費用が200万円以上300万円未満の場合は、50万円です。
・補助対象費用が300万円以上の場合は、70万円です。
４ １戸あたりの補助金の額に千円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てた額が補助金の額にな
ります。

詳しくは、総務課 防災係まで。
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なかなか健康なかしべつ

おいしく減塩１日マイナス２ｇ
中標津町保健センター 健康推進課 健康推進係

皆さんは、外食をしたり市販のお惣菜を食べた時、味が濃いなと感じますか？ちょうど良い、と感じる人は普段
の味付けが濃い傾向にあるかもしれません。
１日の食塩摂取量は、男性8.0ｇ未満、女性7.0ｇ未満、高血圧症の方は6.0ｇ未満が推奨されています。しかし、
日本人の平均塩分摂取量は男性10.8ｇ、女性9.2ｇ（平成28年度国民健康栄養調査より）と、以前に比べると少な
くはなってきていますが、まだまだ多い状況です。
塩分は人間にとって大切な栄養素ですが、とり過ぎは高血圧や心臓病、脳血管疾患、腎臓病、胃がんなどのリス
クを高めます。普段から「薄味」
「減塩」を心がけましょう。

これだけ変わる!! 食品中の塩分
ゆでうどん１玉
(200ｇ)

食パン１枚
(６枚切り)

ご飯茶碗１杯
(150ｇ)

塩分

塩分

0.9ｇ
たくあん漬け３切れ
(30ｇ）

塩分
0ｇ

0.7ｇ
浅漬け
（30ｇ）

塩分
1.2ｇ

塩分

0.5ｇ
しょうゆラーメン
（１杯）

スープを残す
塩分
6ｇ

塩分
2ｇ

味噌汁の塩分ってどれくらい？
味噌汁に含まれる塩分量は1.5g前後です。これが３食ともなれば、１日の塩分摂取推奨量の半分以上にもなり
ます。味噌汁は１日１～２回程度にし、お椀を小さいものにする、具沢山にして汁を少なくする、市販のだしより
天然素材のだしを使うことで簡単に塩分が減らせます。

電子レンジで簡単!! だし汁の作り方
●作り方●

★材

料（作りやすい分量）

①耐熱容器に水、昆布、かつお節

水…………………………600㏄

を加え、ふんわりラップをする

昆布…………… 約10cm角１枚

②電子レンジ600ｗで約５分加熱

かつお節…………… 20ｇ程度

する
（水 がお湯に変わるくらいまで
加熱、煮立つ前に取り出す）
③②をこして完成
160ccのだし汁に味噌小さじ１杯
（すりきり）で大体、塩分量1.0ｇ～1.2ｇの味噌汁になります

食事に関する相談はお気軽に保健センター（❸72-2733）までご連絡ください。
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地域おこし協力隊が行く 其の
38

こんにちは、地域おこし協力隊の増田で
す。
８月に初めてこの地を訪れて早４ヶ月が

経ちました。この時期になると、朝晩の冷え込みが強く、私が以前住んでいた東京都との気候の差を実感していま
す。私は冷え性なので、初めて経験する道東の冬を楽しみにしつつも、今から少し心配しています。
地域おこし協力隊として８月から開陽台をメインとして働き始めていますが、初めて開陽台に行って思ったの
は「ここがライダーの聖地、私がバイクに乗って行こうとしていた場所なんだ」ということです。協力隊になる前、
バイクに乗って北海道を一周する計画を立てており、開陽台にも訪れる予定で中標津町について調べていたところ
「中標津町地域おこし協力隊」の存在を知り、今に至っています。
開陽台展望館の営業期間である10月末まで、展望
館内で観光案内等を行ってきました。
「最近、東京か
ら引っ越してきたんですよ。
」などと話しかけながら、
お客様からいろいろなお話を聞かせていただきました。
開陽台には全国津々浦々から多くの方が来館してお
り、バイクはもちろんのこと、レンタカーで来ている
方も多くいました。中には、本州からフェリーを使っ
てこの地まで訪れている方もおり、遠くは「佐世保ナ
ンバー」など、駐車場は本当に多くの自治体名で溢れ
ていました。
中標津町に来てまだ４ヶ月ほど、まだまだ知らない
こと、経験していないことが多くあります。今年の開
陽台展望館の営業は終了し、現在は観光協会事務所で

ますだ

勤務していますが、今年の経験を基に様々なことを学

中標津町地域おこし協力隊  増田

びながら、次年度につなげていこうと思っています。

メールアドレス

りょうた

瞭汰

masuda@kaiyoudai.jp

年末年始のお知らせ
役場の年末業務は12月28日㈮までです。年始の業務は１月７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ご利用ください。
各施設の休みの期間は次のとおりです。
■町立保育園
12月29日㈯午後から１月６日㈰まで
■児童会館・児童センター
12月29日㈯から１月６日㈰まで
※ただし、12月29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。
※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28日㈮
～

12月29日㈯
１月３日㈭
１月４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

ご み 収 集

最終処分場

12月31日㈪

休

み

午前中のみ

１月１日㈫

休

み

休

１月２日㈬

休

み

午前中のみ

１月３日㈭

休

み

休

１月４日㈮

平常収集

み
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。

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、中標津町緊急情報メール（キキボ
ウ）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

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。

12月定例会の開催予定について
日
場

時 12月10日㈪ 午前10時
所 中標津町役場３階 議事堂
問い合わせは、議会事務局議事係ま
で。

第44回なかしべつ冬まつり
第44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31年２月９日㈯～10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
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または
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
給者証また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、次の
方は対象となりません。
・公共交通機関運賃のかからない乳
幼児
・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30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31年２月28日㈭まで
詳しくは、福祉課 福祉支援係まで。

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。年末は何かとあわただ
しい時季ですが、火気の取り扱いには
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。

チーズ・ソーセージ作り体験を
してみませんか

畜産食品加工研修センターでは、未
経験者や個人の方を対象とした研修会
の参加者を募集しています。12月～
３月の予定は次のとおりです。
開 催 日 ①ストリングチーズ
12月21日㈮
②ゴーダチーズ
平成31年１月28日㈪
③ソーセージ
平成31年２月26日㈫
④ストリングチーズ
平成31年３月22日㈮
時
間 チーズ
午
 前10時30分から
午後３時30分まで
ソーセージ
午後10時30分から
午後２時まで
※終了時間は多少前後あり
費
用 チーズ 2,126円
ソーセージ 2,422円
（いずれもお一人につき）
※上 記 価 格 は10名 参 加 の
場合。参加人数により多
少変更があります。
募集人数 各回10名（先着順）
募集開始 ①12月 ４ 日㈫ 午前９時
②12月20日㈭ 午前９時
③ １ 月21日㈪ 午前９時
④ ２ 月20日㈬ 午前９時
※各回、定員になり次第締
め切ります。
持参するもの
昼食（飲み物・お菓子含む）
※白衣、三角巾、長靴は用意します。
※作った製品はお持ち帰りできます。
申し込み・問い合わせは、畜産食品
加工研修センター ❸78-2216まで。

競争入札参加資格審査申請
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31・32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、今回は定期受付となり
ますので、現在資格を有している方を
含め、資格取得を希望されるすべての
方の申請が必要です。
申請書式は、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・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、中標津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窓口
中標津町役場
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くらしの広場
December

12

で直接お受け取りください。
申請期間
平成31年１月15日㈫から
２月８日㈮まで
申請方法
郵送または持参
（極 力、郵送により提出するようお
願いします。）
郵 送 先
財政課 契約用度係
持参の場合
開庁日の午前９時から午後４時まで
（正午から午後１時までを除く）
役場２階202号会議室まで提出くだ
さい。持参当日は受領のみで受付審
査は行いません。
そ の 他
・郵送、持参にかかわらず、必ず返
信用封筒（長形３号・Ａ４判三つ
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
提出してください。
・複数の申請区分に申請する場合は、
各申請区分を１冊のファイルにま
とめて区分ごとにインデックス等
で整理してください。なお、共通
書類は各１部を添付してください。
・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、ご留意く
ださい。
問い合わせは、財政課 契約用度係
まで。

北海道根室振興局独身寮（明雪寮）
住み込み管理人の募集

就業場所 明
 雪寮（平成９年築）
全20室
中
 標津町東26条南３丁目
９番地２
勤務形態
管理人および業務従事者の２名以上
で、管理人は原則として住み込みに
より寮を管理する。ただし、住み込
みを希望しない場合は要相談（業務
従事者は通い可）。
委 託 料 月額27万円程度
※業務従事者分含む
委託期間 平成31年４月１日～
平成32年３月31日
（原則１年ごとに更新）
応募条件
平 成31年４月１日現在で40歳～60
歳までの方で、心身ともに健康であ
り、寮生との良好な関係を築ける方
業務内容
施設等の清掃・除雪および管理、入
寮者への食事の提供（平日朝・夕）
など運営に関わる業務
募集締切 12月21日㈮
問い合わせは、北海道人事局職員
厚 生 課 公 宅 グ ル ー プ ❸011-2045252まで。

計根別支所

７８―２２１１
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Information
健

康

「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、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54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。
・石田病院 ❸72-9112
石田病院へご予約ください。
・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31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。

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）
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。（なお、古野医院を
受診される場合は、古野医院にも予約
が必要です。❸73-5700）

日

冬休みわくわく
親子クッキングのご案内
時

平成31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 お話、調理実習
参 加 費 無料
持 ち 物 エプロン、三角巾、子ども
用のお箸、おしぼり、子ど
も用の上履き
定
員 10組 ※１組２名
場
所 中標津町保健センター
申込締切 12月28日㈮
申し込みは、中標津町保健センター
❸72-2733まで。

税

骨粗鬆症検診のお知らせ(１月分)
実施期間

平成31年１月８日㈫
～31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、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。

場

子宮頸がん検診のお知らせ
（１月分）
所

実施期間
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町立中標津病院
産婦人科外来
古野医院
町立中標津病院
平成31年１月７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

中標津町役場
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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。
～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月より、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
押え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
が難しい方は必ずご相談ください。
＜休日・夜間相談窓口＞
夜間相談日
12月17日㈪ 午後６時～午後８時
休日相談日
12月23日㈰ 午前９時～午後５時
計根別支所

７８―２２１１

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。

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早
めにお済ませください。
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
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」および
「家
屋取壊報告書」を税務課資産税係まで
提出してください。
詳しくは、税務課 資産税係まで。

一

般

年金相談所開設のお知らせ
開設日時
平成31年１月８日㈫
午後１時～午後５時
平成31年１月９日㈬
午前９時～午後２時
開設場所
中標津町役場１階 101号会議室
予約申し込みは、釧路年金事務所
❸0154-61-6000まで。

無料法律相談のお知らせ
中標津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31年１月15日㈫
午前10時30分～午後３時
場
所 中標津町役場
相 談 員 伊藤 啓太 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 町
 民からの民事・家事・行
政事件に関する案件に限り
ます。
詳しくは、生活課 交通町民相談係
まで。

新年交礼会のお知らせ
平成31年１月６日㈰に中標津地区
と計根別地区で平成31年新年交礼会
を開催します。会券は12月14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
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なかなか健康なかしべつ体力測定会
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日
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中標津町営開陽台牧場では、酪農
家の負担軽減のため５月末から 月
末まで預かった牛を返す下牧作業が
行われました。
受け入れ中には、若い牛を人工授
精させてお乳が出るよう大自然の牧
草を与え、育成します。
今年は８４９頭の牛を預かり、ワ
クチンを接種後、各農家へトラック
で運ばれていきました。

中標津町総合体育
館 に お い て「 な か な
か健康なかしべつ体力測定会」が行
われました。
これは、自身の体力を知ることで
「健康」への関心を深め、
「生活習慣
病」の原因の１つである「運動不足」
を解消するために運動を取り入れる
きっかけを提供し、生活習慣の改善
や健康増進意識の向上を目指してい
ただくことを目的としたものです。
当日は老若男女問わず 名の方々
が参加され、健康診断、体力測定と、
ご自分の体と向き合ういい機会に
なっています。

10月

de

10

くうこうの森クリスマス会のお知らせ

12月15日㈯ 午前11時～午後３時

主なイベント

午前11時～午前12時15分…ロビーコンサート＆ダンス
○中標津高校合唱部 ○中標津高校吹奏楽部
○ガールズコレクション2018
午前11時～午後３時
○くうこうの森ショップ（飲食、小物雑貨等の販売）
○スタンプラリー＆こども抽選会
（締切：午後２時30分／抽選：午後２時45分～）
○来場した子ども限定200人にお菓子をプレゼント

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！

平成30年

12

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。
10月31日現在住民登録人口
町の人口
男
女
世 帯 数

VOL.672

（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。

23,515（－15）
11,531（－ 5）
11,984（－10）
11,210（± 0）
（

65歳以上の人口

誕生 13人

5,943人（高齢化率25.4％

死亡 21人

転入 76人

）内は前月比

介護保険課調）

転出 83人

