45年の歴史に幕

平成29年度をもって閉所する俵橋へき地
保育所で修了・閉所式が行われました。
修了児をはじめ、父母や卒業生、地域の皆
さんが閉所を惜しみました。
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予算の概要をお知らせします

平成30年度

中標津町の平成30年度予算が決まりました。４月から予算に基づき様々な施策を実行していきます。
中標津町の今年度の予算は、町民の意識や社会経済情勢の変化を的確に捉えるとともに、行政改革と財政健全化の
視点に立ち、施策本来の目的を再認識し、優先度や効果を充分検討したうえで予算編成にあたり、一般会計予算は
137億3,700万円となりました。
一般会計に国民健康保険事業など６つの特別会計及び病院・水道の企業会計を加えた全会計の合計は、254億5,706
万円となりました。
ナン バ ー ワン
今後とも、利便性が高く住みやすい「中標津らしさ」を維持し、
「住みやすさＮＯ. １のまち」を目標に取り組んで
いきます。

中標津町の予算規模
会
一

計
般

区

分

会

計

A

特

国民健康保険事業特別会計

30年度予算

29年度予算

増

137億3,700万円

130億3,400万円

7億

額

伸

率

300万円

5.4％

別
会
計

722万円

30億2,005万円

△5億1,283万円

△17.0％

後期高齢者医療特別会計

2億6,701万円

2億4,483万円

2,218万円

9.1％

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

14億9,933万円

14億6,730万円

3,203万円

2.2％

町 営 牧 場 特 別 会 計

8,511万円

6,585万円

1,926万円

29.3％

下 水 道 事 業 特 別 会 計

10億7,779万円

11億9,439万円

△1億1，660万円

△ 9.8％

514万円

6億2,472万円

△ 1,958万円

△ 3.1％

B

60億4,160万円

66億1,714万円

△5億7,554万円

△ 8.7％

C

197億7,860万円

196億5,114万円

1億2,746万円

0.6％

491万円

47億4,116万円

6,375万円

1.3％

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計
計

小

計 A ＋ B

6億

病

院

事

業

会

計

水

道

事

業

会

計 E

8億7,355万円

8億8,227万円

△ 872万円

△ 1.0％

計

C＋D＋E

254億5,706万円

252億7,457万円

1億8,249万円

0.7％

合

D

25億

減

48億

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

平成26年４月１日から消費税率が５％から８％へ引き上げられたことに伴い、国から交付される地方消費税交付金も１％
から1.7％へ引き上げられました。
この地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、全て「社会保障施策に要する経費」に充てるものとさ
れており、この経費の充当状況については以下のとおりです。
【歳 入】地方消費税交付金（社会保障財源化分）
２億 ９５９万円
【歳 出】社会保障施策に要する経費
３７億２，２４３万円
社会保障施策
経費

平成30年度
予算額

社会福祉

14億4,986万円

特

定

国・道支出金
9億

289万円

財

財

源

源

その他
1億1,956万円

内

一

訳

般

財

社会保障財源化分の
地方消費税交付金

源
その他

3,519万円

3億9,222万円

4,718万円

5億2,589万円

※主な内容：障がい者に対する給付費、子ども・子育て支援に要する経費など
社会保険

7億2,471万円

１億4,952万円

212万円

※主な内容：国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計、後期高齢者医療特別会計への繰出金など
保健衛生

15億4,786万円

133万円

114万円

1億2,722万円

14億1,817万円

※主な内容：救急医療確保、医師確保対策など町立病院事業会計への繰出金、各種予防接種に要する経費など
合

計

37億2,243万円

10億5,374万円

1億2,282万円

2億

959万円

23億3,628万円

※地方消費税交付金
（社会保障財源化分）
は、
地方消費税交付金の平成30年度予算額の17分の７に相当する額としています。
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一般会計予算の内訳（

歳

その他
13億7,401万円
10.0％
（10.1％）
町 債
17億9,370万円
13.1％
（47.7％）

町 税
31億2,664万円
22.8%
（3.2％）

繰入金
7億526万円
（28.0％）
5.1％

歳入合計
137億3,700万円

道支出金
8億306万円
5.8％
（4.3％）

地方交付税
45億6,525万円
33.2％（△1.9％）

国庫支出金
10億9,252万円
8.0％
（△15.1％）
使用料及び手数料
2億7,656万円
2.0％
（△1.1％）

その他
15億6,316万円
11.4％
（△3.0％）

投資的経費
20億2,651万円
14.8％
（52.5％）

人件費
19億6,461万円
14.3％（△0.3％）

物件費
20億9,513万円
（△1.2％）
15.2％

歳出合計
137億3,700万円

繰出金
24億6,924万円
18.0％
（2.0％）

）
内は対前年伸率

補助費等
20億2,604万円
14.7％（1.5％）
公債費
15億9,231万円
11.6％
（0.5％）

一般会計から特別会計・
企業会計への繰出金の内訳

入

（予算区分の説明）

○町
税：町民の皆さんが納める税
○地方交付税：全国どこでも公平なサービスが受けられるように、国が
国税の一定割合を交付するもの
○使用料及び手数料：公共施設などの利用料金や証明書発行に係る手数料など
○国庫支出金：特定の事業を行う場合に、その経費に充てるために国か
ら交付される負担金や補助金など
○道 支 出 金：特定の事業を行う場合に、その経費に充てるために北海
道から交付される負担金や補助金など
○繰 入 金：財政調整のために行う基金（町の貯金）からの取崩金や、
公共施設の建設費借入金の償還に充てるために設置され
た基金からの取崩金など
○町
債：道路整備や公共施設の整備など、多額の費用を要する財
源に充てるために借り入れるもの（借金）
○そ の 他：地方譲与税、利子割交付金、地方消費税交付金、分担金
及び負担金、財産収入、諸収入など

歳出(性質別)
○人
○物

（予算区分の説明）

件
件

費：職員の給与や議員の報酬など
費：公共施設の光熱水費や除排雪経費、学校給食に要する材
料費など
○補 助 費 等：外部団体等に対する補助金や負担金など
○公 債 費：長期に借入れた町債（借金）の返済金
○繰 出 金：一般会計から特別会計や企業会計に対し、国の基準に基
づき支出するものや、収支不足補てんのために支出する
もの
○投資的経費：道路・公共施設・公園などの整備に要する経費
○そ の 他：扶助費、維持補修費、積立金、貸付金、予備費の合計

特別会計

企業会計

繰出先会計名
国民健康保険事業特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険事業特別会計
町 営 牧 場 特 別 会 計
下 水 道 事 業 特 別 会 計
簡易水道事業特別会計
病 院 事 業 会 計
合
計

繰出金額
2億1,337万円
8,616万円
2億5,197万円
1,360万円
3億8,707万円
7,570万円
14億4,137万円
24億6,924万円

構成比
8.6％
3.5％
10.2％
0.5％
15.7％
3.1％
58.4％
100.0％

借入金・基金残高の推移
中標津町の借入金は、道路整備、公園整備、公営住宅建設などの事業実施に必要な資金を賄うための借入れな
どにより、近年借入額が増加傾向にあり、平成30年度末の残高は309億466万円となる見込みです。
また、町の貯金である基金は、公共施設の整備などに伴う財源不足や基金の活用目的に応じた取り崩しを行い、
平成30年度末の残高は26億3,692万円となる見込みです。
年度
26

27

28

29

30

一般会計
165億 555万円

172億8,413万円

181億6,942万円

181億6,690万円

188億5,524万円

借

入
金
残
特別会計
65億7,337万円

65億1,212万円

65億4,213万円

65億6,184万円

66億6,023万円

高

の
推
移
企業会計
全会計合計
58億2,822万円
289億 714万円

59億3,931万円

60億2,254万円

57億1,967万円

53億8,919万円

※平成29年度及び30年度は、各年度末の見込み額です。
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297億3,556万円

307億3,409万円

304億4,841万円

309億

466万円

基金残高の推移
一般会計
37億9,343万円
36億5,145万円

36億4,907万円

32億1,934万円

26億3,692万円

平成30年度予算の主な事業の内容
政策

政策

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」
244万円
1,289万円
699万円

容

容

387万円
200万円
1,528万円

子ども・子育て支援事業（幼稚園型一時預かり事業、
一般型一時預かり・ファミリーサポート事業等）
町立保育園運営管理経費（０～２歳児
受入による定員10人増等）
高齢者支援・障がい者地域生活支援事
業及び成年後見事業
各種予防接種等経費（四種混合、ヒブ、
肺炎球菌、インフルエンザ等）
看護職員等確保対策事業及び介護人材
確保育成事業
国保特定健診・後期高齢者健康診査等
実施事業

政策

政策

３．力みなぎる産業のまちづくり
「経済・産業分野」
5,731万円

新規就農者育成支援事業

3,580万円

道立林業大学校・根室管内誘致事業

内

内

ふるさと応援制度推進事業（ふるさと
応援ツアー実施等）

50万円
1,811万円

容

容

畜産食品加工研修センター事業（各種
研修会の実施、ふるさと納税返礼品等）
地方版図柄入りナンバープレート導入事業（広
域連携：自動車等、町単独：原動機付自転車）
地域おこし協力隊設置事業（隊員３名
体制）

内

内

議会広報活動（議会報告会、議会だよ
り発行、議会モニター制度等）
全町内会連合会補助（運営費補助、全町連だよ
り発行支援）及びまこと町内会館建設事業補助
社会保障・税番号制度経費（通知カード、
番号カード、コンビニ交付サービス開始等）
長期滞在及び就業体験付移住モニター
事業
地域間交流（魅力発信交流事業、イン
カレねむろ事業推進協議会負担金）
北方領土対策の推進（返還啓発、医療
支援、共同経済活動等）

２．健やかでやさしいまちづくり
「健康・福祉・医療分野」

202万円
1,420万円

3,576万円
5,245万円
1,191万円
1,866万円

道路整備（改良・舗装）事業（市街地
及び郊外路線）
防雪柵設置事業及び除雪機械整備事業（除雪ト
ラック１台・小型ロータリー１台・格納庫設計等）
都市計画マスタープラン策定事業（第２次都市
計画マスタープラン（2021～2040年度）策定等）
生活等バス運行経費（町有バス運行経
費、路線バス利用体験事業等）
公営住宅建設事業（旭第２団地外構・
泉団地外構、東中団地設計等）
丸山公園整備事業（テニスコート整備：
全天候型人工クレイコート３面他）

7億5,910万円
1億8,746万円
392万円
8,200万円
1億1,901万円
1億8,570万円

６．人が輝き歴史と文化を育むまちづくり
「教育・文化分野」
スクールバス等運行経費（13路線）

1億2,853万円

容

容

教育指導主事配置経費（教育施策に係る企画・
1,185万円
立案、学習指導・生徒指導に係る指導・助言等）
「なかなか健康なかしべつ」関係経費（スポーツ検
29万円
診、フィジカルチェック、トレーニング講習会等）
農業高校就学環境支援対策事業（通学費補助、
1,307万円
実習服購入費、資格検定料助成、給食導入等）
農業高校体育館改築事業（設計、測量
3,372万円
調査、地質調査）
体育施設等改修経費（武道館屋根改修等）、社 1億7,755万円
会教育施設改修経費（総合文化会館照明設備等）

内

内

防災対策・危機管理対策事業（備蓄品・資機材整
1,971万円
備、Jアラート更新、災害情報共有システム導入等）
根室北部消防事務組合負担金（消火栓
4億7,083万円
整備、消防ポンプ自動車購入等）
建築物耐震改修促進事業（住宅耐震補
70万円
助）
河川改修等事業（荒川西竹３号橋護岸
1,590万円
補修、ポンタワラ川改修）
上水道導水管改修整備事業、上水道浄 3億 450万円
水施設整備事業
下水終末処理施設整備事業（管理棟耐震補強、 3億1,198万円
電気計装設備更新、汚泥発酵乾燥棟屋根改修等）

3,557万円

４．利便性のある調和のとれたまちづくり
「生活基盤分野」

政策

政策

５．安全・安心で快適なまちづくり
「生活環境分野」

1,915万円

町民１人あたりの行政経費 581,830円
平成30年２月28日現在の人口23,610人で、町民１人あたりの行政経費を算出しました。
お年寄り・
子どもなど
の福祉のた
めに

教育のために

健康を守るために

ごみの焼却や
し尿処理に

92,104円

71,301円

62,264円

31,519円

商工業のために

3,846円
道路・排水・
公園整備な
どに

86,584円

農林業のために

29,995円
借入金返済に

67,444円

消防・救急活動に

19,942円
その他の町
民サービス
などに

116,831円
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思いやりとふれあいのまちづくりを応援します！
！
平成24年に制定された中標津町自治基本条例では、
「情報共有・町民参加・協働」という自治の基本原則が決めら
れており、中標津町の自治はこの原則に基づいてすすめられます。原則の3つ目にある「協働」とは、町民・議会・
行政が対等な立場で理解しあい、ともに汗をかき、住みよいまちづくりを目指すことです。個性的で魅力的なまちづ
くりを行うために、町民が参画し、さらには主体となる協働のまちづくりが求められます。
このようなことから、以下の制度により思いやりとふれあいのまちづくりを応援します。

フロンティア事業推進補助金
（町）
町では、地域のために活動していただけるリーダーの育成や、住
民参加のまちづくりの推進を図ることを目的として、フロンティア
基金を活用し、各分野における人材の育成及び町民が新たに取り組
む事業など、自主的な活動に要する経費の一部を補助します。
■対象事業：①人材育成事業
②交流推進事業
③コミュニティ推進事業
④地域、産業おこし事業など
※一事業につき一度限りの補助となります。
■補 助 率：事業費の２分の１以内（補助金：５～10万円）
※申請を希望される場合は、
５月11日㈮までに相談ください。

地域づくり総合交付金
「地域づくり推進事業」
（北海道）
北海道根室振興局では、地域の特色を活かし
た様々なまちづくり活動や産業の振興・環境の
保全などの取り組みに要する経費の一部に対し、
交付金を交付します。
昨年度は、町に相談いただいた団体の中で、
４団体に対して交付されています。
■補 助 率：事業費の２分の１以内
（補助金：10～300万円）

具体的な事業内容など詳しくは、経済振興課 地域振興係まで。

地域まちづくり事業補助金
地域まちづくり事業補助金は、都市計画マスタープランにおける地域別の街づくり構想等の実現に向けて、地域自ら
取り組むまちづくり事業に対し、予算の範囲内で支援します。地域まちづくり活動に活用ください。
■対 象 者：都市計画マスタープランに沿った、営利を目的としない団体・町内会等
■対象事業：都市計画マスタープランの地域別まちづくり構想の方針に基づくもの
①地域町民が身近な地域のまちづくりに自発的に関わるための事業
②地域の特性を踏まえた都市づくりやまちづくりを進めるための事業など
※内容等を事前に審査のうえ決定します。
【代表的な例】 憩いの場づくり事業、花と緑のまちづくり事業、景観づくり事業、自然環境保全事業、自然ふれあい推
進事業、コミュニティ・交流活動推進事業など。
■補 助 率：事業費の10分の６以内
■予 算 額：補助金総額85万円

具体的な事業内容など詳しくは、都市住宅課 街づくり推進係まで。

社会貢献活動原材料支給制度
町では、企業や町内会・町民活動団体との協働を推進するため、企業等が行う環境整
備などの社会貢献活動に必要な原材料の一部を予算の範囲内で支援します。
今年度中に社会貢献活動を計画している企業・町内会・町民活動団体は４月27日㈮
までに手続きが必要となります。

詳しくは企画課 行政改革・協働推進係まで。

通学路の環境整備（緑町）

あなたもシルバー人材センターの会員になって働いてみませんか

●会員の加入資格は、男性65歳、
女性60歳以上で健康で働く意
欲のある方が条件です。
●会費は年間2,000円で、傷害保
険にあてられます。
●時給は仕事の内容によりますが、
800〜900円程度で、働く時間
は１日４時間〜６時間程度です。
●現在会員数は、114名（男性78
名、女性36名）です。

公益社団法人
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中標津町シルバー人材センター

中標津町大通北１丁目
ＴＥＬ７９−１２３４

コンビニで住民票、印鑑登録証明書が取得できます！
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が利用できるようになりました。これに伴い、
中標津町総合文化会館の自動交付機は９月30日㈰で廃止しますが、役場住民保険課（①番窓口）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ていますので、コンビニ交付サービスとあわせて活
用ください。
※サービス開始は平成30年度中とお知らせしていましたが、４月２日㈪から利用可能となっています。

●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
○交 付 手 数 料～住民票 １通200円（世帯一部、世帯全部共通） 印鑑登録証明書 １通300円
○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証明用電子証明書の搭載が必要）
暗証番号を忘れてしまった場合は、マイナンバーカード及び印鑑を持って、役場住民保
険課（①番窓口）で暗証番号の再設定手続きをしてください。
※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は使用できませんが、役場住民保険課（①番窓
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お願いします。

×取得できない住民票（下記のような証明書が必要な場合は役場住民保険課（①番窓口）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されていない状態）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ヶ月後に役場窓口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又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（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）
。

問い合わせは、住民保険課 戸籍住民係まで。

老人クラブ

加入の
ご案内

町老人クラブ連合会では、皆さんが住んでいる地域で近隣にある老人クラブへの加
入を勧めています。
加入応募期間は特にありませんので、概ね60歳以上の方なら随時入会できます。
入会希望の方は、事務局まで連絡願います。
問い合わせ先

〒086-1110 中標津町西10条南９丁目４
❸７９－１２３１ ❹７９－１２３３
中標津町老人クラブ連合会
（総合福祉センター 中標津町社会福祉協議会内）
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中標津町子育て支援（預かり保育）事業のご案内
町では、「病児保育事業」
「一時預かり事業」
「ファミリー・サポート・センター事業」を実施しています。利用するには
事前登録が必要です（登録無料）
。登録希望の方は、印鑑をお持ちのうえ、役場子育て支援室（④番窓口）までお越しくだ
さい。

◆病児保育事業

子ども（生後６ヶ月～小学３年生）が急性期あるいは病気の回復期にあり、集団保育が困難
な期間において、一時的に子どもの預かり保育を行う事業です。

●場
所
●対
象
●利用日時

病児保育室 スキップ（医療法人中標津こどもクリニック） 中標津町東13条北６丁目
生後６ヶ月から小学３年生までの子ども
月曜日から金曜日（祝日・年末年始12/31～1/5を除く）午前８時～午後６時 連続７日間まで利用可
※医師不在のときはお預かりできません。
●どんな時に利用できるの？
●利用定員 １日３名程度
 病気の治療中または回復期にある子どもで、医 ●利用者負担について
療機関での入院加療を必要としないが集団生活が
５時間未満
５時間以上
困難であり、保護者が就労等の理由で家庭保育が
町
民
税
課
税
世
帯
１，
５００円
３，
０００円
できない場合に利用できます。また、診断書の必
要はありませんが、お薬手帳や領収証など医療機
町民税非課税世帯
１，０００円
２，０００円
関を受診したことを確認できる書類の提示が必要
生活保護受給世帯
５００円
です。

◆ファミリー・サポート・センター事業

子育ての手助けをしてほしい人（依頼会員）と子育て
の手伝いができる人（提供会員）とで会員組織をつくり、
地域での子育てをみんなでサポートする仕組みです。
●場
所 中標津町ファミリー・サポート・センター
（NPO法人子育てサポートネット る･る･る）
中標津町東14条北１丁目 ❸72-3259
●対
象 ０歳から小学６年生までの子ども
●利用日時 毎日 午前７時～午後８時（※要予約）
※土・日・祝・年末年始12/31～1/5の当
日予約はできません。
●どんな時に利用できるの？
 通院・冠婚葬祭・他の子どもの学校行事・小学校の
開始時間前や終了後の預かり、塾や習い事の子どもの
送迎サポート、また、保護者の方が美容院に行きたい
ときや体調がすぐれないとき、リフレッシュしたいと
きにも利用できます。
●利用者負担について
 30分ごとに加算して計算します。利用による費用
は直接提供会員に支払います。利用する時間帯によっ
て料金が異なります。
午前９時～午後５時 午前７時～９時
午後５時～８時
平日(事前予約) ３０分３５０円
３０分４００円
平日(当日受付) ３０分４００円
３０分４５０円
土・日・祝
３０分４５０円
３０分５００円

平成30年度

◆一時預かり事業

保護者の多様な働き方への対応や子育てに伴う身体的、
精神的負担の緩和を目的とし、家庭において保育を受け
ることが一時的に困難となった乳幼児を一時的に預かり、
保育を行う事業です。
●場
所 NPO法人子育てサポートネット る･る･る
中標津町東14条北１丁目 ❸72-3259
●対
象 生後６ヶ月から小学校就学前までの子ども
●利用日時 月曜日から金曜日
（祝日・年末年始12/31～1/5を除く）
午前９時～午後５時
●どんな時に利用できるの？
①就労、職業訓練、就学等
②傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等
③育児疲れの解消（リフレッシュ）、その他の私用
※１ ヶ月の利用時間は１家庭あたり60時間未満を
限度とします。
●利用者負担について
４時間未満

４時間以上

０･ １･ ２歳児

１，６００円

３，０００円

３･ ４･ ５歳児

１，２００円

２，２００円

問い合わせは、子育て支援室まで。

ファミリーサポート提供会員募集のお知らせ

提供会員になるには性別や資格は問いませんが、20歳以
講 習 会
上の心身ともに健康な方で、ファミリーサポートセンターで
■日 時 ５月14日㈪、15日㈫、22日㈫、23日㈬
実施する講習を受講していただく必要があります（右記）。
午前９時30分～午後４時
サポートには、子どもの預かり（るるる ・自宅）
・送迎が
■場 所 中標津町総合文化会館
あり、会員の方が無理なく、可能な範囲でサポートをしてい
ただけるようコーディネートします。
少しの時間でも預かりや送迎ができる方、休みの日なら自分の子どもと一緒に自宅預かりができる方、日ごろ自分の
子どもの送迎に慣れている方、ファミリーサポートに少しでも興味をお持ちの方は、気軽に相談ください！
■報

酬

■送迎料金
■補償保険

 援活動が行われた際に、依頼会員が提供会員に直接支払います。
支
（上記【ファミリー・サポート・セ
ンター事業】料金表参照）
自動車使用料としてガソリン代を含む＋時間料金 2.5㎞～300円 5㎞～350円 7.5㎞～400円 10㎞～450円
安心して活動できるよう、万が一に備えて補償保険制度に加入します。

問い合わせは、（受託事業者）NPO法人子育てサポートネットるるる
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❸72-3259まで。

４

みんなで支え合う介護保険

６５歳以上
の
皆さんへ

平成30年 月から
介護保険料が見直されました!

課税年金
合計所
合計が
下です

スタート
はい
いいえ

あなたは生活保護を
受けていますか？

あなたと同じ世帯
に住民税が課税さ
れている方がいま
すか？

はい

いいえ

いいえ
あなたは住民税が課
税されていますか？

はい

第１号被保険者（65歳以上の方）介護保険料の改正ポイント
①保険料基準額の見直し
基準年額５２，８００円 から ５６，４００円
（基準月額 ４，４００円 から ４，７００円）に改定されました。
②合計所得金額の改正
保険料算定の所得段階のうち、７段階以上の合計所得金額が次のと
おり改正されました。
改 正 前
（平成27～29年度）

改 正 後
（平成30～32年度）

第７段階

本人課税、125万
円≦合計所得金額
＜190万円

第７段階

本人課税、125万
円≦合計所得金額
＜200万円

第８段階

本人課税、190万
円≦合計所得金額
＜290万円

第８段階

本人課税、200万
円≦合計所得金額
＜300万円

第９段階

本人課税、290万
円≦合計所得金額
＜390万円

第９段階

本人課税、300万
円≦合計所得金額
＜400万円

第10段階

本人課税、合計所
得金額≧390万円

第10段階

本人課税、合計所
得金額≧400万円

介護保険制度の一部が変わります
「共生型サービス」
が創設されます（平成30年４月から）
あなたの合計所
得金額は？

入額には含まれません。
得に係る特別控除額」と「年金収入に係る所得額」
（第１～
除額を引いた額です。
）

高齢者と障害者が同一の事業所でサービスを受けやすくす
るための「共生型サービス」が創設されました。
介護保険と障害福祉の両制度に新たに高齢・障害などの枠
を越えた横断的なサービスの提供を受けることができる制度
です。
ホームヘルプサービスなどが対象サービスとなります。

「介護医療院」
が創設されます（平成30年４月から）
今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの
対応のため、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」
や「看取り ・ターミナルケア※」等の機能と「生活施設」と
しての機能を兼ね備えた新たな介護保険施設「介護医療院」
が創設されました。
介護療養型医療施設（介護療養病床）の転換施設とされ、
転換期限は平成36年３月までとなる予定です。
※ターミナルケアとは、終末期医療・終末期看護のことです。

問い合わせは、介護保険課 介護保険係まで。
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平成12年４月からスタートした介護保険制度ですが、高齢者の方や実際に介護が必要と認定された方、介護をされている家族
の方へのアンケートなどを基に、町民や保健・福祉・医療関係機関代表で構成する「高齢者福祉計画策定委員会・介護保険運営協
議会」において、より利用しやすい制度の内容や保険料を検討し、平成30年度から平成32年度までの期間における「高齢者福祉
計画・第７期介護保険事業計画」を策定しました。65歳以上の方の介護保険料はこの計画により算定されており、３年ごとに見
直しを行っています。
本町の介護保険の状況は、平成12年の制度開始以来、在宅サービスの需要の増加に応える形で新規事業所の参入や定員の増員
など基盤整備が図られ、平成30年４月から新たにサービス付き高齢者向け住宅とデイサービスセンターが開設されるなど、利用
しやすい環境の整備が進んでいます。
新たな介護保険料は、高齢化率の上昇に伴う認定者数の増加、介護施設新設による利用者の増加、平成31年10月から実施され
る消費税率の引上げや介護職員の処遇改善に伴う介護報酬の引上げなどの影響により、基準額で月額4,700円と第６期介護保険事
業計画期間と比較し300円の増額となります。
介護保険制度は、皆さんの介護保険料によって支えられている制度です。ご理解とご協力をお願いします。

あなたの介護保険料は？
（年額）
第１号被保険者（65歳以上の方）の保険料は、
所得に応じた負担となるよう、基準額（第５段階）を基に、10段階に設定しています。
賦課期日（４月１日）の「前年の年金収入額や合計所得金額及び世帯の課税状況」などに応じて次のとおりとなります。

（平成30年度～平成32年度までの保険料／年額）
◦生活保護を受けている方

第１段階

◦世帯全員が住民税非課税で本人の「課税年金
収入額＋合計所得金額」が80万円以下の方

基準額×0.5

28,200円

第２段階

◦世帯全員が住民税非課税で第１段階に該当し 基準額×0.75
ない方で、本人の「課税年金収入額＋合計所
42,300円
得金額」が120万円以下の方

第３段階

◦世帯全員が住民税非課税で第２段階に該当し 基準額×0.75
ない方
42,300円

第４段階

◦本人が住民税非課税で世帯内に住民税課税者
がいる方で、本人の「課税年金収入額＋合計
所得金額」が80万円以下の方

基準額×0.9

第５段階

◦本人が住民税非課税で世帯内に住民税課税者
がいる方で、第４段階に該当しない方

基準額

第６段階

◦本 人が住民税課税者で「合計所得金額」が
125万円未満の方

基準額×1.2

第７段階

◦本 人が住民税課税者で「合計所得金額」が
125万円以上200万円未満の方

基準額×1.3

第８段階

◦本 人が住民税課税者で「合計所得金額」が
200万円以上300万円未満の方

基準額×1.5

第９段階

◦本 人が住民税課税者で「合計所得金額」が
300万円以上400万円未満の方

基準額×1.7

第10段階

◦本 人が住民税課税者で「合計所得金額」が
400万円以上の方

基準額×2.0

はい
はい
いいえ
はい

50,700円
56,400円
67,600円
73,300円
84,600円
95,800円
112,800円

いいえ

あなたの課税年金
収入額※1と合計所
得金額※2の合計が
１２０万円以下で
すか？

あなたの課税
収入額※1と合
得金額※2の合
８０万円以下
か？

いいえ

あなたの課税年金
収入額※1と合計所
得金額※2の合計が
８０万円以下です
か？

１２５万円未満

１２５万円以上
２００万円未満
２００万円以上
３００万円未満
３００万円以上
４００万円未満

４００万円以上

《用語解説》
※１ 課税年金収入額とは …… 老齢退職年金などの収入額をいいます。障害年金や遺族年金は税法上、非課税扱いとなりこの収入
※２ 合 計 所 得 金 額とは …… 
「収入金額」から「必要経費など」を控除した額をいいます。
「長期譲渡所得および短期譲渡所得
５段階のみ）を控除した額となります。（年金収入のみの方であれば年金収入額から公的年金控除

9

「中標津町住生活基本計画」を見直し策定しました
○住生活基本計画は、町における住宅施策を総合的・体系的に示すもので、2007（平成19）年度から10年が
経過するため、見直しを行いました。
○計画の構成を以下に示します。詳細については、町ホームページを参照ください。
１章 はじめに
１計画の目的

２計画期間

２章 住宅事情の特性
１中標津町の概況
２公営住宅等の特性
３前計画の進捗状況

３策定体制
３章 関連既定計画における取組方針
１国・道の計画
２上位計画
３関連計画

５章 課題の整理
①まちなか住宅の整備促進と誘導
②自然環境に対応した良質な住宅の普及
③優良カラマツ材等の利用促進
④移住・定住対策
⑤安心して子育てできる住宅・住環境の整備
⑥高齢者向け住宅の整備
⑦多様な住宅の供給
６章

⑧空き家対策
⑨既存住宅の耐震性・性能向上
⑩適正な管理戸数、地域バランスの設定
⑪耐用年数を経過するストックの解消
⑫長期的に活用するストック（準耐火構造、耐火構造）
の適切な維持管理
⑬高齢者対策、子育て支援対策

住宅施策の目標

理念 ： いきいき住環境

なかしべつ

■基本目標１
誰もが安全・安心に暮らせる住ま
いづくり
７章

４章 町民意向の特性
１町民意向調査
２宅建事業者意向調査

■基本目標２
誰もが良質な住宅を確保できる住
まいづくり

■基本目標３
豊かな自然環境・美しい景観と調
和する住まいづくり

■推進方針２
住宅の確保に特に配慮を要する者
の居住の安定の確保

■推進方針３
良質な民間住宅の形成

住宅施策の推進方針

■推進方針１
子供から高齢者・障がい者まで安
全・安心に暮らせる住まいづくり

⑴民 間賃貸住宅における安全・安心な
住環境づくり

⑴新 たな住宅セーフティネット制度の
活用

⑵公 営住宅等における安全・安心な住

⑵住 宅セーフティネットとしての公営

■推進方針４
空き家等、住宅に関する情報提供、
相談体制の仕組みづくり

■推進方針５
コンパクトな住環境の形成

環境づくり

⑴空き家等の活用・適正管理の推進

⑵住 宅に関する情報提供、相談体制の

⑴住宅の耐震化の促進

⑵住宅の基本性能の向上

住宅の整備

⑴まちなか居住の推進

⑵コンパクトな住宅地の形成

■推進方針６
豊かな自然や美しい景観と調和す
る住まいづくり
⑴地域材の活用促進
⑵移住・定住の促進

充実

問い合わせは、都市住宅課 住宅係まで。
かん そ

下水汚泥たい肥「環甦」の配布について
春用たい肥として町民の皆さんに下水汚泥たい肥「環甦」の配布を行います
ので、希望される方は、たい肥を入れる袋（肥料袋等）を持参のうえお越しく
ださい（家庭の花壇、葉物野菜等の補助肥料に適していると思われます）。
なお、数量を制限していますので了承願います。
■配布日時

４月11日㈬～４月20日㈮（土日を含む）
午前10時から午後３時まで

■配布場所

中標津下水終末処理場
中標津町東35条北６丁目１番地

問い合わせは、上下水道課 下水道係まで。
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「こんにちは。地域包括支援センターです」
地域包括支援センターは、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心した生活を続けられるように総合的な相談・
支援を行う機関です。本町は役場介護保険課介護支援係が地域包括支援センターとなっています。
主な仕事は…
●介護予防を応援します！
介護予防教室を企画したり、要支援１・２の方の
介護予防ケアプランの作成を行います。

●高齢者の権利を守ります！
高齢者虐待の早期発見・把握に努めます。また、
消費者被害の防止、成年後見制度の利用など、財産
管理について相談・支援を行います。

●様々な問題に対応します！
高齢者に関する様々な相談を受け、必要なサービ
スにつなげます。

●地域の繋がりを強めます！
地域のケアマネジャーへの支援、医療・保健・介
護・福祉などの様々な機関との連携を進めます。

困ったときは、地域包括支援センターに相談ください。主任ケアマネジャー・保健師・社会福祉士などが中心と
なり連携を取りながら相談に応じます。

脳いきいき教室
高齢者の方がいつまでも自分らしく活動的な生活を送れるように、NPOなかしべつスポーツアカデミーと共催で
「ふまねっと」
や
「脳トレ」
などを組み合わせた
「認知症予防教室」を開催します。皆さんの参加をお待ちしています。
〈時
間〉
〈場
所〉
〈参加対象〉
〈定
員〉
〈参 加 費〉
〈そ の 他〉
日

午後１時30分～午後２時30分
総合福祉センター（プラット） 三世代交流室
町内在住の65歳以上で要介護認定を受けていない方
30名（先着順）
無 料
動きやすい服装、汗拭きタオルや飲料水・筆記用具があると良いです

程

内

容

講

師

① ５月14日㈪

認知症予防についての講話など

地域包括支援センター

② ５月28日㈪

認知症予防のための食生活についての講話

保健センター

③ ６月11日㈪

脳も体も元気に！ふまねっと

ふまねっとインストラクター

澤野功氏

④ ６月25日㈪

脳も体も元気に！ふまねっと

ふまねっとインストラクター

澤野功氏

⑤ ７月 ９ 日㈪

脳トレーニング・コグニサイズ

地域包括支援センター

保健師

⑥ ７月23日㈪

脳トレーニング・コグニサイズ

地域包括支援センター

保健師

◎申し込み方法

保健師

管理栄養士

４月25日㈬までに申し込みください。

申し込み・問い合わせは、地域包括支援センター（介護保険課 介護支援係）まで。

『ＡＦくらぶ』会員募集のご案内
畜産食品加工研修センターでは、平成30年度『ＡＦくらぶ』会員を募集します。
『ＡＦくらぶ』とは、研修センターの製品（地元の牛乳で作った乳製品、道東産の肉で作った
肉製品）をご愛顧いただく会で、店頭販売していない製品を数多く販売しています。
募集期間 ４月６日㈮～４月13日㈮まで
募集人数 50名程度
頒布期間 平成30年６月～平成31年３月 （毎月または好きな月を選んで購入できます。）
主な製品内容

チーズ（６種類）
、ウィンナーソーセージ（８種類）、ビーフジャーキー（２種類）、ボロニアソー
セージ、ベーコン、ハム入ソーセージ、フランクフルト、ロースハム、ローストビーフ、スモー
クビーフ、ヨーグルト（※これらの製品をセットにし、月替えで頒布します。）
案内書を希望する方は、下記までお問い合わせください（土日除く）。

申し込み・問い合わせは、畜産食品加工研修センター
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❸７８－２２１６まで。

防災ワンポイント 第56回 家具の固定について
地震による怪我を防ぐためには、
『姿勢を低くし頭を守る』という

基本行動のほかに、家具の移動などによる怪我を抑えることが重要に
じゃがいもずきん
「ききぼう」くん

なります。家具が倒れて壊れたり、倒れた家具によって怪我をするこ
とがないように、あらかじめ家具を固定するようにしましょう。
ダイニングテーブルも粘着マットな
どで固定しないと動いてしまいます。

●家具の固定

阪神淡路大震災で怪我をした人のうち、およそ半分もの人が家具の転倒・落下が原因で怪我をしているという調
査結果があります。
大きな地震が発生した場合、冷蔵庫が移動する・テレビや電子レンジが飛ぶ、などの日常では考えられない現象
が発生します。また、怪我で動けなくなる・倒れた家具が避難路をふさぐ、といった速やかな避難ができない状態
になると、火災が発生した場合に逃げ遅れる原因にもなります。
このような被害を防ぐためには、日ごろからの備えが不可欠です。以下を参考に、必ず家具を固定しましょう。
地震で家具はどうなる？

どんな家具が対象？

どんな対策が必要？

テーブル・テレビ台など

耐震粘着マットなどで固定する。

コピー機・ピアノなど

アジャスターやベルトなどで固定する。

食器棚・キャビネット類・
書庫など

引き戸や引き出しに飛び出し防止のラッチを付ける。
中には飛び出し防止の滑り止め防止布を敷く。

PC類・レンジ・テレビなど

耐震粘着マットやベルトなどで固定する。

タンス･食器棚・冷蔵庫など

Ｌ字金具で壁や柱などの丈夫な部分に固定する。

キャビネットなど

平金具で連結する。

「おちる」

照明・額など

チェーンなどで天井に固定する。強い力がかかるの
で固定する場所の強度が重要。

「われる」

ガラス戸棚・ガラス窓など

飛散防止フィルムを貼る。

「うごく」

「とぶ」

「たおれる」

賃貸住宅など、家具を壁に固定することが難しい場合は、家具を壁側に傾けるストッパーや突っ張り棒タイプの
グッズを利用しましょう。複数のグッズを組み合わせるとより効果的です。寝室や避難路となる箇所の家具の配置
を見直し、重いものは下に収納するなど、家具の重心を下げるよう心がけましょう。

詳しくは、総務課 防災係まで。

くらしの 知っ得 ガイド

役場内に「消費生活センター」があることをご存じですか？

昨今、商品やサービスの多様化に伴って、悪質な訪問販売や勧誘行為、契約や取引に関するトラブル・多重債務な
ど、消費生活に関する様々な問題が多発しています。
「消費生活センター」では、それらの不安や苦情、被害などについて相談を受け付け、内容に応じて問題解決のた
めの助言や情報提供、あっせんを行っています。

●相談例●
・身に覚えのない総合消費料金未納等のハガキが送られてきた
・健康食品等の勧誘電話がしつこくかかってくる
・インターネットサイトをクリックしたら請求画面があらわれた
・訪問販売で布団などを高く買わされた

など

『ひとりで悩まずにまずは相談を！』
相談は、中標津町消費生活センター（役場 生活課内）まで。
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地域おこし協力隊が行く 32

其の

１月９日に地域おこし協力隊として着任
しました佐藤 麻央です。
「よそもの目線」でたくさんの魅力を発
信していきたいと思いますので、よろしく

お願いします。
２か月前、東京からこちらへ来るとき、
「わざわざ寒い時期に北海道に行くなんて！」と周囲に言われていたの
ですが、この時期で良かったと思う点がいくつもあったので紹介した
いと思います。
まずは「ザクッザクッ」と自分の足音を聞きながら、静かな森の中
や牧場を散策した裏摩周、モアン山のスノーシューツアーがとても印
象的でした。参加者と話をしたり、動物の足跡を見つけたり、山から
みた景色は、まるで海外にいるようでした。
完走した後の達成感、爽快感は今までの暮らしでは味わえませんで
した。
冬まつりに同時開催をしたチーズフェスティバルでは、美味しい
チーズとの出会いが多くありました。同じ種類でもペッパーやシード
が入っているチーズや、スプーンでしか食べられない柔らかいチーズ
は衝撃的でした。また、なかしべつ冬まつりといえば、子ども達に大人気のジャンボすべり台！男女ペアのタイム
トライアルに参加させていただき、頂上から見下ろす景色とそのスピードには恐怖を覚えましたが、あのように大
きな雪と氷の滑り台は生まれて初めての体験でとても楽しかったです。雪が降る中でも、子どもたちが夢中に何回
も滑る姿を見て、元気をもらいました。
そして、冬ならではの暮らしの知恵にはびっくりすることも。水道管やトイレが凍結するのを防ぐために水を
抜く作業、吹雪対策として車の中にスコップや毛布の準備、長靴・スノーブーツ・トレッキングブーツの履き分け、
車のエンジンスターターなど。こちらの方は普通のことだと思いますが、初めての北海道の生活で慣れないことが
多い中、周囲の方の助言で長い冬の対策は万全です！
実際に住むまで中標津のことを知らなかったのです
が、そういう方は全国に多くいます。まずは何と読む
さとう
ま お
のか？どこにあるのか？何があるのか？私が目で見て
中標津町地域おこし協力隊 佐藤 真央
身体で感じた素晴らしい中標津町の知名度を上げてい
メールアドレス sato@kaiyoudai.jp
き、地域を盛り上げていこうと思います！

「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：知床ナンバー

検討状況

３月号でもお知らせしましたが、２月16日に協議会・総会が開催され、協
議会加入７自治体（根室管内４町、オホーツク管内斜里町・小清水町・清里
町）により、知床ナンバー導入の最終確認や次年度事業計画などに係る審議が
行われました。また、総会終了後には、各自治体首長が出席し、知床ナンバー
導入に係る記者会見が行われました。
２月20日、協議会として知床ナンバー導入申込書を北海道へ提出しました。

今後の流れ

３月中に北海道が導入申込書を集約し、国土交通省へ提出します。その後、
７月頃にご当地ナンバーの導入地域が決定され次第、図柄デザインの検討が行
われます。
図柄デザインは公募を予定しており、各自治体が実施する図柄等のアンケート結果を参考に選定、平成30年度中
に図柄の提案書を提出します。
平成31年度中に図柄の審査や確認が行われ、平成32年度中の交付開始が予定されています。
当町は、世界自然遺産である「知床」周辺に根ざす住民がこの地域に愛着や誇りを持ち、既存の自治体の枠組みを
越えた地域全体の振興に繋がるよう、知床ナンバーの導入に協力することとし、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きました。
今後も、知床ナンバー導入について動きがあり次第、随時お知らせしていきます。

問い合わせは、経済振興課 地域振興係まで。
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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

相 談 員 小 田 康 夫 弁護士
定
員 ７名
※５月１日㈫から先着順に受け付け、
定員になり次第締め切り。
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。
詳しくは、生活課 交通町民相談係
まで。

交通安全指導員の募集について
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
募集人数 １名（性別不問）
任
期
平成30年４月１日～
平成31年３月31日（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。

後期高齢者医療からのお知らせ

シニア向けお仕事説明会
in なかしべつ
セブン-イレブン・ジャパンでは、
高齢者の社会参加及び雇用促進を目的
として、シニア向けの説明会を開催し
ます。これは、町とセブン-イレブン・
ジャパンの高齢者等の地域見守り活動
に関する協定に基づく事業です。
日
時 ４月23日㈪
午前10時～午前11時30分
場
所 総合文化会館
対
象 概 ね60歳以上で町内のセ
ブン-イレブン各店舗で働
きたい方
参 加 費 無料
定
員 20名
申込受付 4月６日㈮より
詳しくは、経済振興課 商工労働係
まで。

家庭菜園の利用者募集について
町では、家庭菜園の利用者を随時募
集しています。
５月中旬から10月下旬まで利用で
き、住民の方はもちろん、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。

「お試し暮らし」
住宅募集

北海道後期高齢者医療広域連合では、
町では、北海道への移住に関心のあ
住民の代表として、後期高齢者医療制
る方を対象として、中標津町の生活環
度の運営に関する重要事項を審議する
境の良さを認識してもらうことを目的
運営協議会委員を募集しています。
に、民間住宅等を活用し原則１週間か
応募資格
ら４週間の日程で生活体験ができる
道内在住の満20歳以上の方（ただ
「お試し暮らし事業」を実施しています。
し、議員や公務員等を除く）
現在、住宅等物件の新規募集を行っ
募集人員 ５名
ていますので、興味のある方は下記ま
任
期
で問い合わせください。
平成30年７月から２年間
※町 及び事業受託者（観光協会）は、
（開催は年３回を予定）
物件の紹介や手続きの手伝いを行う
応募方法
もので、物件の維持管理や生活に必
北海道後期高齢者医療広域連合及び
要な備品の整備等はすべて所有者の
役場窓口にある応募要領を参照
方が行うこととなります。
選
考
詳しくは、
（一社）なかしべつ観光
選考委員会を設置し、提出された小
協会  ❸77-9733まで。
論文等により総合的に判断
報 酬 等
１日につき5,000円の報酬と旅費を
開陽台展望館オープンのお知らせ
支給
「開陽台展望館」は下記のとおりオー
問い合わせは、北海道後期高齢者医
プンします。
療広域連合  ❸011-290-5601まで。
日
時 ４月29日㈰ 午前９時
詳しくは、経済振興課 観光振興係
中標津町役場
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まで。

春の全道火災予防運動
中標津消防署では、空気が乾燥し風
の強い日が多く、火災が発生しやすい
時季を迎えるにあたり、火災予防思想
の一層の普及を図り、火災の発生を防
止するとともに、高齢者等を中心とす
る死者の発生をなくし、財産の損失を
防ぐことを重点目標に、
「春の全道火
災予防運動」を実施します。
実施期間
４月20日㈮～30日㈪までの11日間
期間行事
●４月20日㈮ 午前10時
初日行事セレモニー
（中標津消防署庁舎前）
●４月20日㈮ 午前10時30分
街頭啓発（町内大型店舗前）
●火災予防広報（消防車両）
詳しくは、中標津消防署 予防課予
防係  ❸72-2181まで。

北海道警察官採用試験
受験者募集
受付期間

３月１日㈭～４月23日㈪
※電 子 申 請 の 場 合 は ４ 月
23日㈪の午後５時30分
まで
試 験 日 ５月20日㈰
※中標津警察署で受験可能
募集区分【※（ ）は採用予定人数】
・男性Ａ区分（125名）
・女性Ａ区分（35名）
学校教育法による大学（短期大学を
除く）等を卒業または平成31年３月
末までに卒業見込みの方
・男性Ｂ区分（40名）
・女性Ｂ区分（10名）
Ａ区分以外の方（学校教育法による
高等学校在学中の方を除く）
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日までに生まれ
た方（平成31年４月１日で18歳以上
33歳未満）
願書配付先 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
（郵送可）
問い合わせは、中標津警察署
❸72-0110まで。
広報中標津５月号の発行予定日は、
５月７日㈪です。
計根別支所
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Information
健

康

保健センターからのお知らせ

アルコール依存症でお悩みの方へ
アルコール依存症は「依存症」とい
う病気です。奥根室断酒会では互いの
酒害体験を話したり、聴いたりするた
めの例会を開催しています。関心のあ
る方は参加してみませんか。
日
時 ４月20日㈮
午前10時～午前11時30分
※変更となる場合があります。
場
所 中標津町保健センター
対
象 断酒継続を希望する本人
または家族
問い合わせは、中標津町保健セン
ター  ❸72-2733まで。

税

金

町税・国民健康保険税の納付には
口座振替をご利用ください
町道民税（普通徴収）
、固定資産税、
軽自動車税、国民健康保険税の納付に
は、口座振替（自動払込）が便利です。
申込方法
町内にある金融機関・農協・ ゆう
ちょ銀行
（郵便局）
にある
「口座振替
（自
動払込）依頼書」に押印、必要事項を
記載のうえ、振替希望の金融機関へ提
出してください。
申し込みに必要なもの
・預貯金通帳、通帳の届出印
～振替可能金融機関～
大地みらい信用金庫・北洋銀行・北海
道銀行・北海道労働金庫・釧路信用組
合の本店・支店、中標津町農協・計根
別農協、ゆうちょ銀行（郵便局）全店
振替日について
口座振替日については、
｢各税目の納
期日ごとの振替｣または｢各税目第１期
の納期日に全期分振替｣ どちらかを選
択できます｡なお、
振替不能時における
再振替は行っていませんので、振替日
の前日には残高の確認をお願いします。
＜夜間相談窓口＞
夜間相談日
４月16日㈪

午後６時～午後８時

平日の昼間に時間がとれない方は、
夜間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

15

中標津町役場
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自然を愛し美しいまちにしましょう（町民憲章より）
保険税のみ納めることができます。

平成30年度は固定資産の
評価替え年度です
固定資産税及び都市計画税に係る土
地と家屋の評価は、地方税法の規定に
より３年に一度見直し（評価替え）を
行っています。今年度は評価替えの年
度となるため、３年間の価格変動を反
映させた評価額に見直し、固定資産課
税台帳に登録しています。
【課税台帳の閲覧・価格等の縦覧】
固定資産課税台帳の閲覧と価格等縦
覧簿の縦覧を次のとおり行います。
日
時 ４月１日～５月31日
午前８時30分～午後５時15分
（土・日曜日、祝日を除く）
場
所 税務課
必要なもの 運転免許証等本人確認でき
る書類、代理人・法人の場
合は委任状
※納税通知書の発送は、５月１日㈫を
予定しています。
詳しくは、税務課 資産税係まで。

一

般

ごみ収集のお知らせ
祝日のごみ収集等は次のとおりです。
日

程

ごみ収集

４月30日㈪ 通常通り

最終処分場
通常通り

また、ゴールデンウィークのごみ収
集等は次のとおりです。
日

程

ごみ収集

最終処分場

５月３日㈭

休み

休み

５月４日㈮

休み

午前中のみ

５月５日㈯

休み

休み

詳しくは、生活課 環境衛生係まで。

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・退職したとき
●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
※中学３年生までの年齢の児童を養育
計根別支所
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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。

乳幼児等医療費受給者証
について
出生・転入・転出などの異動があっ
たときは、乳幼児等医療費受給者証の
手続きが必要です。
また、小学１～６年生が入院した場
合、医療費の助成が受けられます。そ
の場合は、受給者証の申請手続きが必
要です。ただし、保護者の所得制限が
あります。
詳しくは、子育て支援室 子育て給
付係まで。

水道の手続きはお済みですか
新しく当町にお住まいになった方や、
町内で引っ越しされた方は、水道の使
用開始・終了の届出が必要です。電話
での届出もできるので、忘れずに手続
きをお願いします。
これから転居される方は、転居日が
決まっていれば事前の手続きが可能で
す。また、引っ越しの際は、必ず室内
の元栓を閉めてから退去してください。
最近、役場から委託されたかのよう
に、水質検査や浄水器等の販売をして
いる業者が出回っています。上下水道
課では、このような検査・販売は実施
していませんので不信・不用と感じた
ときは、はっきりと断りましょう。
手続きや問い合わせは、上下水道課
業務係まで。

年金相談所開設のお知らせ
開設日時
５月８日㈫ 午後１時～午後５時
５月９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。

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 ５月15日㈫
午前10時30分～午後３時
場
所 中標津町役場 会議室

今年度のふるさと納税の活用事業をお知らせします
ふるさと納税制度とは、
「中標津町を応援したい！」「中標津町に貢献したい！」そのような思いを形にするため、
自分の「ふるさと」や「応援したい自治体」へ寄附をする制度です。
平成30年度の活用事業をお知らせします。今後も「あつまるまち」
「つながるまち」
「ひろがるまち」の実現に向け、
より良いまちづくりに取り組んでいきますので、ぜひ皆さんからも、町外在住の家族や知り合いの方々にこの制度
のPRをお願いします。

■寄附金活用事業（平成30年度事業）
使い道

景観の保全・整備に関する事業

～悠久に続く“Green Odyssey”の実現へ～

景観形成推進事業 活用額521万円
町では、これからの中標津町の景観形成の担い手として、町民・事業者・
NPO等で組織する団体を立ち上げ、ワークショップ・フォーラム等を開催
し協働による景観まちづくりを推進してきました。今年度も引き続き小学生
を対象とした景観学習等の様々なイベントを開催し、なかしべつの景観まち
づくりの更なる推進に向けて意識の醸成を図ります。
使い道

教育の充実に関する事

～雄大な大地に根ざした“なかしべつ人”の創造へ～

農業高校就学環境支援対策事業
活用額41万円
中標津農業高校生徒の学習環境改善
のため、室温が高い食品加工室と調理
実習室に冷房設備を設置します。
埋蔵文化財分布確認調査事業
活用額77万円
平成29年度から標津川９遺跡（西
８条北５丁目）の発掘調査を実施して
います。今年度は、札幌学院大学との
連携協定事業として実施します。

使い道

町長におまかせ！

なかなか健康なかしべつ
活用額53万円

※一部「町長におまかせ！」より活用

平成29年度に引き続き寄附金を活
用して実施します。健康づくり推進計
画の推進を図るほか、総合体育館を活
用した運動
教室や成長
期フィジカ
ルチェック
等を開催し
ます。

～
“帰ろかな・行こっかな”のまちづくりの実現へ～

知床・地方版図柄入りナンバープレート導入事業
活用額67万円
根室地域とオホーツク地域の自治体の広域連携で、自
動車等に地域の財産である「知床」名を表示した図柄入
りナンバープレートをデザイン公募により導入します。
災害情報共有システム導入 活用額71万円
災害が予想される状態、または災害発
生時において、パソコンやスマートフォ
ンアプリに情報配信することで、住民等
へリアルタイムに情報をお知らせする
「災害情報共有システム」を導入します。

オリジナルナンバープレート導入事業
活用額136万円
中標津町単独事業として、原動機付自転車
（50・90・125㏄）に町独自の図柄入りナンバー
プレートをデザイン公募により導入します。
中標津町総合パンフレット増刷
活用額65万円
平成26年度に作成した中標
津町総合パンフレットを増刷し、
町の魅力を発信する体制を整え
ます。

町では、ふるさと納税のお礼の品取扱事業者を随時募集しています。関心のある事業者・生産者の方は、下記ま
で問い合わせください。

平成30年
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問い合わせは、企画課 企画調整係まで。
２月28日現在住民登録人口
町の人口
男
女
世 帯 数
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23,610（－24）
11,545（－19）
12,065（－ 5）
11,123（－ 6）
（

誕生 10人

死亡 21人

転入 37人

）内は前月比

転出 50人

