陽光に輝く

例年に比べ、雪が少ないなかで開催された
「第43回なかしべつ冬まつり」
。
１日目は、天候に恵まれ、氷像も陽光を浴
びて光り輝いていました。

空とみどりの交流拠点
2018

平成30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

№663

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

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。
ついては、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㈰

午前９時～午後５時まで

開設窓口
●受 付 時 間 延 長●

住民保険課〈戸籍住民係〉 上下水道課

…４月２日㈪
延長窓口

午後７時まで
住民保険課〈戸籍住民係
上下水道課

税務課

国保・後期高齢者医療係

福祉課

介護保険課

国民年金係〉

子育て支援室

学校教育課

※手続きされる方は、時間に余裕を持ってお越しください。
※詳しくは、担当課まで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30年度も４月・６月・８月・10月・12月・２月に町内巡回を予
定していますので、一人でも多くの方のご協力をお願いします。
詳しい日程は、巡回日が近づきましたら、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
実 施 月

場

7・12

警察署

あるる

7・2

7・2

東

所
武

8・12・2

JA
中標津

JA
計根別

左記以外

中標津町
全体

4・12

4

4・7・8・12・2

4・7・8・12・2

26
年

献血人数
実 施 月

86
8・12

63
8・2

56
8・3

131
8・12・3

52
4・12

19
4

311
4・8・12・2・3

718
4・8・12・2・3

27
度

献血人数
実 施 月
28
献血人数

109
4・12
92

54
6・2
54

57
8・3
52

135
8・12
76

80
6・2
59

19
6・2
22

282

736

4・6・8・12・2・3 4・6・8・12・2・3
303

658

詳しくは、福祉課 社会福祉係まで。
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マイナンバーカードで
コンビニ交付サービスが利用できます！
本町では、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（開始日時については、
平成30年度中となりますが、詳細な日時が決まり次第お知らせします）
。
コンビニ交付サービスの利用には、４桁の暗証番号を設定した利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナン
バーカードが必要です。マイナンバーカードは下記いずれかの方法で申請でき、初回の交付手数料は無料です。

申請から約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（受け取りは原則本人のみ）
。
交付の準備ができましたら、役場からハガキでお知らせします。
※通知カードの受け取り後に氏名または住所変更をされていて、新しい氏名や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 戸籍住民係（①番窓口）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）
。
なお、コンビニ交付の開始に伴い、中標津町総合文化会館に設置されている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、コンビニ
交付サービスとあわせてご活用ください。

●コンビニ交付について
○取得できる証明書～中標津町に住民登録してい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）
※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。

※ご注意ください※
印鑑登録カードはコンビニで使用できませんが、役場 住民保険課で印鑑登録証明書を取得する際や改印
の手続きをする際に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。

×取得できない住民票（下記のような住民票が必要な場合は役場 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

・住民票記載事項証明書

・中標津町を転出予定（転出届を提出し転入届をまだ提出していない状態）の方を含む世帯の住民票

問い合わせは、住民保険課 戸籍住民係まで。
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釧路年金事務所
年金相談所開設日程について
平成30年度

平成30年４月

３日㈫～４日㈬

平成31年１月

８日㈫～９日㈬

５月

８日㈫～９日㈬

２月

５日㈫～６日㈬

６月

５日㈫～６日㈬

３月

５日㈫～６日㈬

７月

３日㈫～４日㈬

８月

７日㈫～８日㈬

９月

４日㈫～５日㈬

10月

２日㈫～３日㈬

11月

６日㈫～７日㈬

12月

４日㈫～５日㈬

開設時間
１日目
２日目

相談はすべて
予約制です。

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

予約申し込みは、釧路年金事務所 ❸0154-61-6000まで。

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30年度の育英資金貸付金の利用者を募集しています。利用者の対象となるのは、中標津町
民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12日㈪～４月６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、町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、問い合わせは、教育委員会 管理課 総務係まで。

看護師・薬剤師修学資金貸付希望者募集
平成30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
貸付条件

３月９日㈮
資格取得後、町立中標津病院に４年以上勤務
（貸付期間が４年を超える場合には、貸付期
間以上勤務）

申し込み・問い合わせは、町立中標津病院 管理課（❸72-8200）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

イメージ：知床ナンバー

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するとともに、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。

検討状況
・２月16日、協議会の総会が開催され、協議会加入７自治体（根
室管内４町、斜里町、小清水町、清里町）により、ナンバー導入に係る最終確認が行われました。

ご当地ナンバーＱ＆Ａ
Ｑ．図柄のデザインを公募するとのことですが、応募方法を教えてください。
Ａ．３月に予定している知床ナンバーの導入申し込み以降、図柄の公募を進めます。現在協議会で検討している公募
方法は以下のとおりです。
・たくさんの方にアイディアをいただくため、全国公募とします。また、電子データだけでなく手書き・写真に
よる作品提出も受け付けます。
・選考委員長（有識者）と選考委員（協議会加入自治体から選出）で構成する選考委員会が候補作品を選出し、
図柄選考等に係る住民アンケートの結果も踏まえ、採用作品が決定されます。
・採用作品には最優秀賞が、優秀作品には優秀賞が贈呈されます（内容は検討中）。
※詳細が決まりましたら、改めて町の広報紙やホームページなどでお知らせします。

～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・問い合わせは、経済振興課 地域振興係まで。

標津川河川改修事業に伴う
住民説明会開催のお知らせ
釧路総合振興局釧路建設管理部中標津出張所では、中標津町の中標津橋下流付

近から緑豊橋までの2.6㎞の河川改修事業について説明会を開催します。
日

時：３月26日㈪

内

容：平成30年度の主な事業説明及び今後の河川改修の進め方について

場

午後７時開始

所：中標津町総合文化会館（しるべっと）第２研修室

※出席される方は、当日直接会場までお越しください。

釧路総合振興局釧路建設管理部 中標津出張所
役場 建設管理課 管理係

問い合わせ先：
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❸72-3213
❸73-3111

中標津町地域雇用創造協議会

講座開催のお知らせ

中標津町地域雇用創造協議会では、事業者・起業希望者向けとして下記の講座の開催を予定しています。
食分野

※講座の参加費は無料ですが、事前申し込みが必要です。

新商品公開セミナー

※開催内容の詳細や申し込みは、役場やハローワーク

当協議会では、雇用創出を目的とした新商品開発
事業を進めており、この度【食分野】の新商品の公
開を決定しました。

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

今回公開する商品は、本年度企画・開発を進めて
きた店舗メニュー商品「なかしべつエゾシカホエー

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☞

カツ」、中標津町内飲食店監修をコンセプトとした
冷凍商品「中標津食堂」の２商品を公開します。
新商品の製造販売引継ぎ
を希望される方や開発商品
や食分野に興味のある皆さ
んの参加をお待ちしていま
す。

開催日：３月８日㈭ 午後２時～午後４時
会 場：トーヨーグランドホテル りんどう
なかしべつエゾシカホエーカツ

店舗メニュー例

問い合わせは、中標津町地域雇用創造協議会 ❸７２－４１５４まで。

ー人材センタ
ー
ルバ
シ

地域社会で活躍する全国シルバー人材センターの方向性
我が国においては、少子高齢化が進み、人口が減少し、我が国の成長力を確保して
いくためには、働く意欲のある高齢者が活躍し続けることができる「生涯現役社会」
を実現することがますます重要となっています。
このような中で、シルバー人材センターは地域の日常生活に密着した就業機会を提
供するなどにより、高齢者の「居場所」と「出番」をつくり、
「生涯現役社会」の実
現に役割を果たしており、併せて、高齢者の生きがいの充実、社会参加の促進を実行
し、地域社会の活性化と医療費や介護給付費の削減に寄与しているところです。

中標津町シルバー人材センターの決意

「チエブクロー」

あなたも会員になってまちづくりに参加しませんか？
子どもたちが胸を張って中標津を語り誇りにし、そんなふるさとを創ってやりたい。
「ふるさとは在るのではなく、創るものです。」と、シルバーのみんなが、空港・役場前・標津
川大橋・バイパスなどにコスモス、マリーゴールド、ベコニアの花を咲かせているのです。

公益社団法人

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

❸７９－１２３４
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中標津町自治基本条例を学ぼう
文

解 説

条例本

中標津町自治基本条例
…第１章 総則…
（自治の基本原則）
第４条 町民、議会及び行政は、次の原則に
基づき、中標津町の自治の実現を図り
ます。
⑴ 情報共有

６

その

中標津町自治基本条例
『第４条
（自治の基本原則）
』
について

第４条の基本原則は、基本理念を実現するための基本的な
考え方や行動の規範を明らかにするものであり、あらゆる制
度、政策の立案・実行・評価の過程において、広くこの考え
方を用いることとしています。
「情報共有」とは、議会及び行政が積極的に公開し説明す
るだけでなく、町民と議会及び行政がお互いに情報を共有す

議会及び行政が持つ情報を

ることをいいます。「情報共有」は、町民と議会及び行政が、

積極的に公開し、説明することにより、

住みよいまちにするため、町民が主体の自治を目指して活動

町民と共有することをいいます。

するときは、町民、議会及び行政がともに協力して行うもの

⑵ 町民参加

町民が暮らしやすい地域社

会をつくるために、主体的にかかわり、
行動することをいいます。
⑶ 協働

町民、議会及び行政が共通の目

的を実施するために、それぞれの役割と
責任により、相互の立場を尊重し、対等
な関係に立って協力することをいいます。

であり、それらの関連情報が町民の手元になければ、住みよ
いまちについて考えることができず、町民が主体の自治を実
現することが困難となります。このため、
「情報共有」を自
治の基本原則としています。
「町民参加」とは、議会及び行政運営に町民が参加するこ
とをいい、暮らしやすい地域社会をつくるために、町民が
自主的にかかわり行動することをいいます。「町民参加」は、
町民が主体の自治を実現するため、町民がまちの主権者とし
て行政運営の過程に参加することを原則としています。
「協働」とは、お互いがそれぞれの役割と責任において、
相互の立場を尊重し、対等な関係で協力することをいい、町
民だけでは解決できないような地域の公共的な課題の解決の
ために、町民が議会や行政と相互に対等な関係で協力し、そ
の解決に取り組むことを意味するものです。
「協働」は、町
民が主体の自治を進める中で、町民と議会と行政との新たな
相互関係のあり方として、今後、町民が主体の自治を進める
上での重要な原則として定めるもので、
「町民」、
「議会」及び
「行政」は、
「協働」において、当事者として「対等な関係」
であることを意味しています。

次回は中標津町自治基本条例の第５条（情報共有）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。

広告
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第

冬

43

回

なかしべつ

まつり

２月３日㈯～４日㈰の２日間、しるべっ
と広場を会場に「第43回なかしべつ冬まつり」
が開催されました。
１日目は概ね晴天に恵まれましたが、２日目
は雪模様とあいにくの天候でした。会場には
２日間で約20,400人が訪れ、趣向を凝らした
様々なイベントを思い思いに楽しんでいました。
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なかしべつ
祭り実行委員会からの
お知らせ

ご協賛いただき
誠にありがとう
ございました！

「第43回なかしべつ冬ま
つり」では、多くの事業所
様からのご協賛をいただき
ました。
ご協賛いただいた事業所
名等につきましては、（一
社 ）なかしべ つ 観 光 協 会
ホームページに掲載してい
ます。
【URL】http://www.
kaiyoudai.jp /pdf/
h29kyosan.pdf
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防災ワンポイント 第55回 全国瞬時警報システムについて
緊急地震速報、大津波警報、国民保護に関する情報等の緊急情報は、
人工衛星を用いて国（内閣官房・気象庁から消防庁を経由）から市区
じゃがいもずきん
「ききぼう」くん

町村へ送信し、市区町村の機器を自動起動させて国から住民まで緊急
情報を瞬時に伝達する「全国瞬時警報システム（Ｊ-アラート）
」が運
用されています。

中標津町では、緊急情報が受信された場合、以下の仕組みが自動的に起動されるよ
うになっています。
・ＦＭはな（87.0MHz）への緊急割込放送

・登録制メール（キキボウ）の配信

・役場内報知器のアラーム鳴動
なお、J-アラートから送信される緊急情報には以下のものがあります
・推定震度５弱以上の緊急地震速報

・弾道ミサイル情報

・特殊部隊攻撃情報

・大規模テロ情報

●Ｊ-アラートの情報伝達訓練が実施されます
以下の日程でＪ-アラートの全国一斉情報伝達訓練が実施されます。中標津町においても、緊急情報を受信した
ときに、上記の仕組みが問題なく起動するかを確認します。
日

時

訓練内容
放送内容

３月14日㈬

午前11時ごろ

FM緊急割込放送、キキボウの配信
「これは、Ｊ-アラートのテストです。」という音声または文章

訓練は機器が正しく作動するかを確認するものですが、緊急情報を見聞きした場合には身を守る行動（姿勢を低
くする、頭を守るなど）を実践し、いざというときの心構えとして覚えておきましょう。

●中標津町緊急情報メール（通称：キキボウ）の登録はお済みですか？
中標津町では、住民の皆さんへの情報伝達手段として、「中標津町緊急情報メール」（通称：キキボウ）を利用し、
地震・気象などの自然災害に関することや、生活に著しく影響があることなど、迅速な周知が必要な情報について
メール配信を行っています。特に、今年度からは気象警報の発表・解除情報や、Ｊ-アラート配信情報を自動送信
する機能が追加されているので、新規にメール配信を希望される方は、以下の方法でメールアドレスの登録をお願
いします。
①

下記メールアドレスへ空メール（件名や本文に何も記入しない）を送信してください。
メール送信先
※１

nakashibetsu@raiden.ktaiwork.jp

このアドレスは新規登録・登録内容変更・登録解除用のメールアドレスです。
キキボウはnakashibetsu.jpのメールアドレス（ドメイン）から配信されます。

※２

迷惑メール設定などで受信制限をしている方は、「raiden.ktaiwork.jp」
、
「nakashibetsu.jp」からの
メールを受信できるようにドメイン設定してから空メールを送信してください。

②

空メールを送信すると、アドレスが仮登録されます。本登録の案内メールが送信されますので、記載されてい
るＵＲＬをクリックし、本登録を完了させてください。

ご

注

意

○登録は無料です。ただし、登録や配信にかかる通信費用は登録者負担となります。
○「＠」の直前に「．（ドット）
」があるメールアドレスや「．（ドット）」が連続しているメールアドレスは
システムで受信できません。
○登録完了後に完了通知が送信されます。受信が拒否されると次回から送信されません。
○登録情報の修正や解除を行う場合も、登録用メールアドレス宛に空メールを送信してください。
○登録方法がわからない場合は、役場総務課防災係に相談ください。

詳しくは、総務課 防災係まで。
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中標津農高

農業クラブ全道大会で２年ぶりに最優秀賞を受賞、
全国大会に出場へ
～計3部門が入賞する快挙を達成～

中標津農業高校は、２月１日㈭・２日㈮に倶知安町で開催された「平成29年度日本学校農業クラブ北海道連盟第
69回全道実績発表大会」に全４つの研究班が出場しました。
本大会は、日頃の農業学習を通じて学んだ地域の課題をプロジェクトテーマとし、研究内容や発表力などを競う大
会です。
そのうち、学校全体の農業学習の推進・活性化に向け
た取り組みを審査する「クラブ活動発表」では、東北海
道大会での最優秀賞に続き、全道大会においても２年ぶ
りの最優秀賞を獲得し、全道28校の頂点に輝きました。
その他にも、地域の臭気対策に取り組んだ酪農環境研究
班と、ご当地プリンの開発に取り組んだ乳加工研究班も
優秀賞を受賞しました。
最優秀賞となった農業クラブ執行部は、北海道連盟か
ら先駆的な取組校として推薦を受け、10月23日㈫から
鹿児島県で開催される日本学校農業クラブ全国大会にて、
北海道代表として全国の舞台で事例発表を行います。

予備自衛官補（一般・技能公募）募集
募

集

種

目

応

募

資

格

18歳以上34歳未満の者

分

非常勤の特別職国家公務員（階級の指定はありません）

身

一

般

公

募

験

種

目

筆記試験、口述試験、適性検査、身体検査

受

付

期

間

１月９日㈫～４月６日㈮

日

４月14日㈯

所

陸上自衛隊

試

験
験

場

釧路駐屯地

50日／３年以内

手

①教育訓練 日額8,100円

等

自衛隊

別示

10日／２年以内
②教育訓練招集旅費（教育訓練駐屯地までの交通費）

幹部候補生募集

集

種

目

応

募

資

格

①「大卒程度試験」 22歳以上26歳未満の者 等
②「院卒者試験」 修士課程修了者等で、20歳以上28歳未満の者

分

特別職国家公務員

間

３月１日㈭～５月１日㈫

日

１次：５月12日㈯・13日㈰
２次：６月12日㈫～15日㈮のうち指定する日
３次：①海飛行要員…７月９日㈪～13日㈮のうち指定する１日
②空飛行要員…７月14日㈯～８月２日㈭のうち指定する日

所

帯広、釧路、北見

受

付

試
試

期
験

験

場

一般幹部候補生（一般要員、海・空飛行要員、陸上音楽要員）

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
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募

※詳細は問い合わせください。

募

身

公

４月14日㈯～18日㈬のいずれか１日

教育訓練日数
当

能

18歳以上で保有する技能に応じ
53歳～55歳未満の者

試
試

技

❸７２－０１２０まで。

ご存じですか？
「無期転換ルール」

平成30年4月の
本格施行まで
あとわずか！

無期転換ルールとは?
有期労働契約が更新されて通算５年を超えたときは、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。通算５年のカウントは平成25年４月１日以降に開始した有期労働
契約が対象です（労働契約法第18条：平成25年４月１日施行）。
【例：平成25年４月から、１年間の有期労働契約を更新し続けている場合】

H26.4

H27.4

H28.4

H29.4

H31.4
無期転換
申込権発生

５年
１年

更
新

更
新

申
込

無期労働契約
←

更
新

１年
←

←

更
新

１年

１年
←

更
新

１年
←

←

←
締
結

１年

転
換

※無期労働契約の労働条件（職務、勤務地、賃金、労働時間など）は、別段の定め（労働協約、就業規則、
個々の労働契約）がない限り、直前の有期労働契約と同一となります。労働条件を変える場合は、別途、
就業規則の改定などが必要です。

対象となる労働者
原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算５年を超える全ての方が対象
です。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。

事業主の方へのお願い
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
ではないかという心配があります。
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ものではありません。
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。
※詳しくはこちら
『有期契約労働者の無期転換ポータルサイト』

http://muki.mhlw.go.jp/

有期労働契約で働く方へ
■４月以降、有期労働契約で働く多くの方に「無期転換申込権」の発生が見込まれます。
■期間の定めのない労働契約に転換することで、雇用が安定し、安心して働き続けることに繋がります。
■まずはこのようなルール・権利について知り、自身のキャリア形成の選択肢の１つとして検討してください。

問い合わせは、北海道労働局 雇用環境･均等部 指導課

❸011-709-2715まで。
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ニュース
ニュー
ニ
ニュ
ュース
ュ
ース
ス

de

ニュース
ニュー
ニ
ニュ
ュース
ュ
ース
ース

13

日

２月

2～8
日

２月

19
日

平昌オリンピック
パブリックビューイング

２月９日から25日の期間で行われた平昌オリンピック冬季競技大会のスピードスケート男子
500ｍ競技に中標津町出身である長谷川翼選手が出場したことから、総合文化会館コミュニティ
ホールでパブリックビューイングが行われました。
会場には、
長谷川選手を応援しようとたくさんの方が訪れ、熱のこもった声援を送っていました。

30

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。
３～４日は、しるべっと広場において「なかしべつ冬まつり」も行われていたため、たくさん
の方が絵画や工作、書道、手芸などの作品を観覧していました。

１月

北方四島
交流功労者表彰

町は、北方四島交流功労者として杉本よしみさんに
感謝状を贈呈しました。
杉本さんは平成25年度から北方領土ビザなし交流
で訪れたロシア人家族の受入れに協力いただいており、
その功績に対し感謝の意を表しました。

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

※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。

３月21日㈬

ごみ収集
休

み

最終処分場
休

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

４月３日㈫
４月４日㈬

開設場所

活の心配はありません。

まずはご相談ください。

祝日のごみ収集等は次のとおりです。
程

職業病は労災保険で治療することが

できます。休業しても補償があり、生
また、離職後も補償対象となります。

ごみ収集のお知らせ
日

動障害」という職業病かもしれません。

※無料相談会を開催します。予約制で
はありませんので気軽にお越しくだ
さい。

日

時

3月11日㈰

場

所

中標津経済センター

詳しくは、全日本建設交運一般労働

組合（建交労）釧路支部まで。
❸0154-21-7380

（平日午前９時～午後５時）

午後１時～午後５時

予約申し込みは、釧路年金事務所
❸0154-61-6000まで。

日

程

場

所

３月５日㈪～15日㈭
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。

障害者の法定雇用率の
引き上げについて
障害者がごく普通に地域で暮らし、

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）

の事業主には、法定雇用率以上の割合

３月30日㈮～4月９日㈪

で障害者を雇用する義務があります

（障害者雇用率制度）
。

この法定雇用率が、４月１日から以

下のように変わります。

●民 間企業における障害者雇用率が

2.0 ％ か ら2.3 ％ に 変 更。 た だ し、

施行日から当分の間は2.2％となる。

●障害者の雇用状況の報告義務の対象
となる民間企業の範囲が、雇用する
労働者数が常時50人以上の民間企
業から、43.5人以上の民間企業に

変更。ただし、施行日から当分の間
は45.5人以上の民間企業となる。
詳しくは、根室公共職業安定所
❸0153-23-2161まで。

インターネット申込期間

○一般職試験（大卒程度）
インターネット申込期間

４月６日㈮～18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18日㈪～27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。

ランマ・ピック・丸ノコなどの「振

動工具」を使っていませんか？

手がしびれる、手が冷たいのは「振

で次に掲げる者

①大 学を卒業した者及び平成31
年３月までに大学を卒業する見
込みの者

②人事院が①に掲げる者と同等の
資格があると認める者

試 験 日

第１次

６月10日㈰

第２次 ７
 月11日㈬～13日㈮の指
定された日

申込書提出先（郵送または持参の場合）
北海道労働局 総務部 総務課
〒060-8566

札幌市北区北８条西２丁目１番１
札幌第一合同庁舎９階

問い合わせは、北海道労働局

❸011-709-2311ま た は 最 寄 り の 各

北海道警察官採用試験
受付期間

３月１日㈭～４月23日㈪
※電子申請の場合は、

試 験 日

５月20日㈰

※中標津警察署で受験可能

採用予定人員

○男性Ａ区分 125名程度
○女性Ａ区分

35名程度

○女性Ｂ区分

10名程度

○男性Ｂ区分
募集区分

40名程度

○男性・女性Ａ区分

・学校教育法による大学（短期大学
を除く）等を卒業した者（平成

31年３月末日までに卒業見込み
の者を含む）

○男性・女性Ｂ区分

・Ａ区分以外の者（学校教育法によ
る高等学校に在学中の者を除く）

募集年齢

○Ａ・Ｂ区分とも昭和61年４月２日
から平成13年４月１日生まれの者

労働基準監督官採用試験
●インターネット

受験資格

３月30日㈮～11日㈬

⑴昭和63年４月２日～

平成９年４月１日生まれの者

⑵平成９年４月２日以降生まれの者
中標津町役場

（平成31年４月１日で18歳以上33

歳未満）

願書配付先

受付期間

労災保険で治療できる
職業病があります

3

４月23日㈪ 午後５時30分まで

地域の一員としてともに生活できる

「共生社会」実現の理念の下、すべて

March

労働基準監督署まで。

３月定例会の
開催予定について

午前９時～午後２時

中標津町役場 会議室

午前10時～午後３時

くらしの広場

７３―３１１１

中標津警察署 警務課

願書受付先

○中標津警察署

○北海道警察本部採用センター
問い合わせは、中標津警察署

❸72-0110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
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 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（MR）ワクチン第２期予防接種のご案内
平成30年度入学予定児の麻しん風
しん混合（MR）ワクチン第２期の予
防接種について、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23年４月２日～平成24
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29年４月２日から平成30年４

15

中標津町役場

７３―３１１１

きまりを守り明るいまちにしましょう（町民憲章より）
月１日の期間で65歳･70歳･75歳・80
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４月２日】
今月納期分の指定口座からの振替日
は４月２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
る方との公平性を保つため、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
３月16日㈮

午後６時～午後８時

休日相談日
３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
を開設しますので利用ください。
なお、当日窓口では町税と国民健康
保険税のみ納めることができます。
計根別支所

７８―２２１１

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
ど、次のような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30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・転出したとき
●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）
・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、運
転免許証等本人確認ができるもの
の提示が必要）
※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３年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。

地域おこし協力隊が行く 31

其の

年が明けてから後輩が着任し、身が引き
締まった小池です。
中標津町地域おこし協力隊が２名体制に

なったので、パワーアップしていけたらと思います。引き続き中標津町地域おこし協力隊をよろしくお願いします。
さて、みなさんはインスタグラムを利用していますか？
インスタグラムとは、写真を投稿するＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）アプリで、投稿する
時に色々な人が検索しやすいように、関連しているキーワード（ハッシュタグ）をつけることができたり誰もが気
軽に利用・投稿できるものです。
昨年の流行語大賞にもなった「インスタ映え」という言葉もよく聞くのではないかと思いますが、写真は情報発
信をする時に一番インパクトがあるもので、見た人が色々な想像をかきたてることができます。
私が仕事をしている（一社）なかしべつ観光協会でもインスタグラムを利用しており、私自身が中標津町で生活
する中での風景や食べ物、出会った動物など、日常の中標津をリアルに伝えたくて、日々情報を発信しています。
平成27年11月から始めたインスタグラムも、段々とフォロワーが増えてきていて今年２月現在でフォロワー数
が700名を越えました。
コメントや「いいね！」をたくさんい
ただくと、私にとってそれがパワーの源
になっています。
今年中にはフォロワー1000名を目指
して、国境を越え、世界中の方にもっと
もっと「Nakashibetsu」が認知される
よう頑張り続けたいと思います。
これを読んでくださっている方でイン
スタグラムを利用している方は、
（一社）
なかしべつ観光協会のインスタグラムを
ぜひ覗いてみてくださいね。
また、中標津町の写真を投稿する時
は、私たちが使っている中標津町のハッ
シュタグ
「＃とことこ中標津」
もぜひ使っ
てください。
私たちだけではなく、たくさんの方で
中標津町の「あんなとこ、こんなとこ」
を発信していければと思います。

平成29年10月31日 インスタグラムに投稿した、
カラマツの落ち葉で茶色に染まったミルクロードの写真。
多くの方に「いいね！」をいただいた１枚です。

☜（一社）なかしべつ観光協会

公式インスタグラムＱＲコード
こ

中標津町地域おこし協力隊  小
メールアドレス

平成30年
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※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。

23,634（－27）
11,564（－ 7）
12,070（－20）
11,129（＋ 8）
（

誕生 11人

死亡 28人

乳用牛飼養戸数 292戸

転入 55人

）内は前月比

転出 65人

乳用牛飼養頭数 39,264頭

※各農協２月１日現在データ

