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新１年生になって
　中標津小学校の入学式では、新１年
生が一人ひとり先生に名前を呼ばれる
と、緊張しながらも元気よく返事をし
ていました。

５
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～中標津町国民健康保険にご加入の40歳以上の方へ～

封筒・受診券見本

注 意 事 項

なぜ、年に一度の健康診査は必要なの？

「特定健康診査受診券」送付のご案内

◎有効期限　平成31年３月31日まで
◎中標津町国民健康保険から脱退された方は使用できません。
◎�昭和18年４月生まれの方は受診券送付の対象となりませんが、町の健康診査を受診できます。

　生活習慣病は、自覚症状がないまま進行することが多く、
さまざまな合併症を引き起こすことも少なくありません。
　そのため、異常を早期発見するためには、年に一度の健診
が必要です。

　平成31年２月末までに健
康診査を受けた方の中から、
抽選で健康グッズなどが当た
ります！

※�４月２日以降に中標津町国民健康保険に加入された方で、特定健康診査・人間ドックを希望される方は、受診
券を随時送付しますので保健センターまでご連絡ください。

送　　付　　対　　象　　者 送 付 時 期

・�平成30年３月31日現在、中標津町国民健康保険加入者で、平成31年３月31日ま
でに40歳～75歳になる方

４月20日
（発送済み）

・平成30年３月31日現在、中標津町国民健康保険加入者
　（届出が４月以降の方）
・平成30年４月１日に中標津町国民健康保険に加入された方
・�平成30年６月５日～６月９日に行われる保健センターでの集団健診を４月13日
までに予約された方（問診票送付時に同封）

５月下旬～
６月上旬

A4サイズでクリーム色の用紙です。
　健診当日まで無くさないように
　ご注意ください。

健康診査・人間ドックを受診する際に必要となる受診券を送付します。

無料で
健康診査を受診できます！

＊町で費用を補助しています。

問い合わせは、中標津町保健センター 健康推進係　❸７２－２７３３　まで。　　　　　　　役場　住民保険課 国保・高齢者医療係　❸７３－３１１１ 　 　　

なかなか健康なかしべつキャンペーン
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問い合わせは、住民保険課 国民年金係まで。

国民年金保険料学生納付特例制度
　日本国内に住むすべての方は、20歳になったときから国民年金の被保険者となり、保険料
の納付が義務づけられていますが、学生の方については、申請により在学中の保険料の納付が
猶予される「学生納付特例制度」があります。

『所得が少なく、学費もかかるので国民年金の保険料を納めるのは…』という学
生の方は、未納のままにせず“国民年金保険料学生納付特例制度”をご利用くだ
さい。

未納のままだと、将来の年金はどうなりますか？

学生納付特例を申請せず、国民年金の保険料を納めないでいると、もしもの病気やケガがもとで障が
いが残ってしまったときに支給される障害基礎年金が受けられなかったり、将来の老齢基礎年金が受
けられなくなる場合があります。

学生納付特例を受けた期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼっ
て納めること（追納）ができます。追納しなかった場合は、老齢基礎年金の受給
資格期間には算入されますが、年金額の計算には算入されません。将来受け取る
年金を増額するためにも、社会人になってから追納することをおすすめします。

社会人になってから納めようと思いますが、いつまで納められますか？

申請手続きは、どのようにすればよいのですか？　また、手続きに必要なものは何ですか？

手続きは簡単です。「国民年金保険料学生納付特例申請書」に必要事項を記入し、住民保険課国民年
金係（窓口②番）に提出してください。申請書は窓口にあります。なお、中標津町以外で住民登録を
している方は、住民登録をしている住所地の市区町村役場で手続きをしてください。
　　　　　　　　　【手続きに必要なもの】
　　　　　　　　　　　○学生証（有効期限の記載があるもの）のコピーまたは在学証明書
　　　　　　　　　　　○年金手帳　　　○印鑑（ご家族など代理の方が申請する場合のみ）

学生であれば、どんな学校に在学していても対象になりますか？

次の学校に在学している方が対象です。夜間・定時制課程や通信課程も含まれますので、ほとんどの
学生の方が対象となります。
　　○大学（大学院）　　○短期大学　　○高等学校　　○高等専門学校
　　○専修学校　　○各種学校（修業年限が１年以上の課程）　　○一部の海外大学の日本分校

相談は、中標津町消費生活センター（役場生活課内）まで。

消費生活センター等をかたる
不審な電話やハガキにご注意ください！

　消費生活センターやこれに類似した名称をかたる者から、「不審な電話がかかってきた」「自宅
にハガキが届いて身に覚えのない料金の支払いを要求された」という相談が寄せられています。

　消費生活センターでは、消費生
活センターに相談をしたことのな
い方へ、電話をかけたりハガキを
送ったりすることはありません。

　消費生活センターの相談料は無料で
あり、どのような名目でも、消費生活
センターから消費者の皆さんにお金を
請求することは絶対にありません。

　連絡してきたのが本物の消費生
活センターなのか、少しでも疑問
や不安を感じたら、電話やハガキ
で指定された電話番号ではなく、
役場の消費生活センターまでお電
話ください。

「ひとりで悩まずにまずは相談を！」

知っ得
くらし

の

ガイド

皆さんへのアドバイス



4

毎年、所得の
申告が必要です

国民健康保険に加入している方は…

問い合わせは、総務課 情報化推進・広報調査係まで。

平成30年工業統計調査を実施します
○�平成30年工業統計調査は、従業者４人以上の全ての製造事業所を対象に、平成30年６月１
日時点で実施します。
○�工業統計調査は、我が国における工業の実態を明らかにすることを目的とする政府の重要な
調査で、統計法に基づく報告義務のある基幹統計調査です。
○�調査の結果は中小企業施策や地域振興など、国及び地域行政施策のための基礎資料として利
活用されます。
○�調査票に記入いただいた内容は、統計作成の目的以外（税の資料など）に使用することは絶
対にありません。
○調査の趣旨・必要性をご理解いただき、ご回答をよろしくお願いします。工業統計キャラクター

コウちゃん

問い合わせは、住民保険課 国保・高齢者医療係まで。

　国民健康保険は所得に応じて、国民健康保険税の軽減判定や高額療養費の自己負担限度額の判定を行っています。
正しく判定を行うためには、所得の申告が必要です。
　所得が少なかったり、ない場合でも、申告を忘れると国民健康保険税の軽減措置が適用されない、高額療養費や入
院時の食事代等の自己負担限度額が高くなるなどの不利益が生じる場合があります。

国民健康保険税の軽減措置が適用されません
　一定の基準以下の収入の場合、本来適用される軽減判定が適用されないため、税額が高くなります。

高額療養費の自己負担限度額が判定できません
　一定の基準以下の収入の場合、医療機関の窓口で支払う自己負担額が高くなります。

高齢受給者証の負担割合が判定できません
　一定の基準以下の収入の場合、医療機関の窓口での負担割合が高くなります。

申 告 を し て い な い 場 合

中標津町へ申告される場合

　住民保険課国保・高齢者医療係（窓口②番）にて
受付します。認印を持参し、申告してください。
　なお、平成30年１月１日現在で日
本国内に住所を有していない等の場合
は、簡易申告を受付します。

①収入がない場合の申告
　事前に住民保険課国保・高齢
者医療係に連絡し、申告時に必
要な書類を確認のうえ、申告し
てください。

②収入がある場合の申告
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問い合わせ・相談は、地域包括支援センター（介護保険課 介護支援係）まで。

認知症初期集中支援チームへ！！
認知症のことで相談したいときには…

認知症かな？

　認知症になっても、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、平成30年４月より「認
知症初期集中支援チーム」を石田病院に設置しています。
　早期診断・早期対応に向けた支援をしますので、お気軽にご相談ください。

　認知症の早期診断・早期対応を目的とし、専門医や看護師等の医療保健福祉に関
する国家資格と認知症ケアの実務経験等を有した多職種からなるチームです。
　本人や家族、民生委員、ケアマネジャーなどから相談を受け、ご自宅を訪問し、

その結果により支援の方向性を検討し、専門医への受診や介護サービスの導入につなげるなどの支援を６ヵ月
間を目途に行っていきます。

まずは、地域包括支援センターへ
ご相談ください。 自宅で生活をしている40歳以上で、認知

症の方または認知症が疑われる方で…

などに該当する方

対象と判断された場合には「認知症初期集中支援チー
ム」が訪問し支援します。

必要に応じて、専門医療機関への受診の促しや調整、
必要な介護サービス機関との連携や調整を行います。

関係する機関（ケアマネジャー・医療機関等）へ引継
ぎをします。

「中標津町認知症ケアパス」を作成しました！！
『認知症ケアパス』とは

　認知症を発症したときから、その進
行状況にあわせて、いつ、どこで、ど
のような医療・介護・サービスを受け
たらよいかを標準的に示すものです。

　中標津町では、認知症になっても本人やその家族が安心して
暮らすためのヒント集を作成しました。
　認知症について理解していただくとともに、認知症になって
も住み慣れた地域でできる限り自分らしい生活を送れるよう
「中標津町認知症ケアパス」をご利用ください。

配布場所：中標津町地域包括支援センター（介護支援係　窓口⑥番）・石田病院・町立中標津病院

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
入をお勧めしております。
　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）

認知症初期集中
支援チームとは？

◆�認知症の診断を受けていない、または治
療を中断している。

◆�医療サービスや介護サービスを利用して
いない。

◆�サービスを利用しているが、認知症によ
る症状が強く、対応に苦慮している。

対象となる方は？
支援チームの流れ
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問い合わせは、企画課 企画調整係まで。

『学
まなぶべや！

舎・なかしべつ』開講していますまちづくり
出 前 講 座

注）担当課の業務状況によっては、ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。

№ 講座メニュー 講座の内容 担当課
１ 情報公開制度について 情報公開制度の利用方法について

総　務　課
２ 防災対策について ・�防災意識向上に向けた講義（想定災害と必要な備え、防災情報の入手法などについて）

・�防災ワークショップ（避難所運営ゲーム・災害図上訓練、災害時炊出し訓練などについて）
３ 選挙の仕組み 公職選挙法に基づく各種選挙制度の概要について 選挙管理委員会
４ 第６期中標津町総合発展計画について 平成23年度から平成32年度まで10年間のまちづくり計画全般の概要について

企　画　課
５ マイナンバー制度について マイナンバー制度の内容・個人番号カードの利用方法等について
６ 自治基本条例と協働のまちづくり 自治基本条例（協働推進事業）の概要について
７ 北方領土返還要求運動について 北方領土問題の概要や返還要求運動の取組みについて
８ なかしべつの「家計簿」 まちの財政状況（予算・決算、財政指標など）について

※12月～3月は受付できません 財　政　課

９ 町税について
・土地と家屋に課税される固定資産税について

※11月～5月は受付できません
・�給料や年金などの収入に課税される住民税など、まちに納める税金について

※12月～6月は受付できません

税　務　課
納　税　課

10 もう一度確認しよう！ごみの分け方・出し方・減らし方 ごみの分け方・出し方・減らし方について（無料で出せる資源ごみなど） 生　活　課

11 未然に防ごう！消費者トラブル 消費者被害とその対応について（高齢者向け、若年者向け、インターネットトラブルなど） 生　活　課
（消費生活センター）

12 国民健康保険制度について 国民健康保険制度の概要について
住民保険課13 後期高齢者医療制度について 後期高齢者医療制度の概要について

14 知っていますか？国民年金 現在の国民年金制度の概要について
15 障がい者・高齢者支援制度 障がい者・高齢者支援制度について 福　祉　課
16 介護保険について 介護保険制度などについて

介護保険課
17 介護保険サービスについて学ぼう【新規】 介護保険サービス利用にいたるまでの流れや、介護保険サービスの内容について
18 認知症予防について学ぼう【新規】 認知症について、認知症予防のための脳トレなどについて
19 介護予防について学ぼう【新規】 いきいき百歳体操の体験などについて
20 子育て支援事業について 子育て支援の概要・虐待対応・子ども・子育て支援制度などについて 子育て支援室
21 見直そう！生活習慣病～基本編～ 生活習慣、メタボリックシンドロームの予防について

健康推進課
(保健センター）

22 見直そう！生活習慣病～食生活編～ 生活習慣病予防の食生活について
23 がんの予防とがん検診 がんの予防、各がん検診の内容について
24 知っておきたい女性のがん 乳がん、子宮がんについて
25 お口の健康について 虫歯予防、歯周病予防について
26 心の健康 ストレス、うつ病など、心の健康について
27 基幹産業の「酪農」をもっと身近に～美味しい牛乳が届くまで～

乳牛や牛乳について（資料を用いて質問を受けながらお話しします）
※原則、小・中学生を対象とします

農　林　課28 なかしべつの農業概要 統計数字などを用いたまちの農業の概要について

29 なかしべつの林業概要 統計数字などを用いたまちの林業の概要、地域材利用、平成26年度に町
が取得したJ-クレジット、道立林業大学校誘致活動について

30 中標津空港利用促進について 中標津空港の概要と利用促進の取組みについて 空港対策室
31 地域おこし協力隊が行く 地域おこし協力隊員が紹介する新たな目線で見つけたまちの魅力について 経済振興課
32 雪国に住む私達の悩み「除雪」について 除雪出動基準・除雪体制とお願いについて　※12月～４月は受付できません 建設管理課
33 都市計画・景観のまちづくり 都市計画及び中標津町景観計画の概要について 都市住宅課
34 まちの水道 水道水ができるまでについて

上下水道課
35 まちの下水道 下水処理の流れについて
36 就学・進学が困難な方への助成制度について

経済的な理由により就学や進学が困難な方への就学援助制度・育英資金制
度について

学校教育課
管　理　課

37 なかしべつ学講座 学芸員が紹介する町の歴史や自然を中心とした魅力について 生涯学習課
38 町の病院について 地域医療の現場等について 町 立 病 院
※ 耳寄り！なかしべつ メニューにはない、皆さんが知りたい・聞きたいことについて 各 担 当 課

　この講座は、町民の皆さんに町政に関する理解や関心を深めていただくため、また、町民と行政の協働のまちづくり
を推進するために実施しています。担当職員がサークルや学校、職場など皆さんの元へ出向き、わかりやすい内容でお
伝えしています。昨年度は79回の講座を行い約2,600名の方に受講いただきました。
　今年度は「介護保険サービス」「認知症予防」「介護予防」についての３講座を新たに加え、全38講座のメニューを
設けています。メニューにないことでも皆さんが知りたい・聞きたい内容がありましたらご相談ください。
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問い合わせは、経済振興課 商工労働係まで。

■対　　　象
　⑴　本町在住で、満20歳以上の方　　　　　　　　⑵　町税等の滞納がない方
　⑶　町内で同一事業を５年以上営んでいる方　　　⑷　中標津町商工会会員（予定の方を含む）
　⑸　補助対象経費300万円以上
　　※遊興飲食業等業種の形態によっては、補助の対象とならない場合があります。
■補　助　額
　⑴　都市計画区域内　30万円　　⑵　都市計画区域外　20万円

　平成22年度に中小企業振興基本条例を制定し、中小企業の経営基盤強化のため、既存企業に対する支援策として、平成
26年度より新たな補助金を創設しました。町内の企業または個人事業主を対象に、店舗や設備等を改修する費用の一部を
補助します。

中小企業応援事業補助金について

　町では、中心市街地活性化・空き店舗対策のため、町が定めた用途地域内で空き地・空き店舗を活用して新規起業する企
業・個人に対し、開業資金の一部を補助します。

■対象となる方
　⑴　�本町在住で、満20歳以上の方　　　⑵　町税等の滞納がない方　　　⑶　中標津町商工会の会員となる方
　　※遊興飲食業、賃貸業等の業種や起業の形態等によっては、補助の対象とならない場合があります。
■対象となる経費
　⑴　店舗等改装工事費　　⑵　設備費　　⑶　開業に伴う広告宣伝費　　⑷　備品購入費
　⑸　店舗家賃、建物・駐車場等の土地の賃貸料（最高６か月分）
■補　助　額
　⑴　用途地域の商業地域で起業する方は、対象経費の２分の１以内で、50万円を限度に補助します。
　⑵　�用途地域の商業地域以外で起業する方は、対象経費の３分の１以内で、25万円を限度に補助します。

※その他、起業家を支援するための各機関の助成金等についてもお気軽にご相談ください。

空き地空き店舗等活用事業補助金について

　保証料の補助について
　町独自施策として、融資に伴い、北海道信用保証協会へ支払う保証料を半額補助しています。
　また、景気後退の影響による町内経済の悪化に対応するため、平成21年度から融資を受け
る際の初年度に限り保証料の全額補助を行っています。
　【保証料補助内容】
　　・短期資金（融資期間１年以内）…………………→全額補助
　　・長期資金（融資期間１年を超えて７年以内）…→１年目は全額補助
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２年目から４年以内は半額補助　※保証料支払期間は４年以内分割

　町では、中小企業の皆さんが資金を円滑に調達できるよう「中標津町中小企業融資制度（マルナカ融資制度）」を設け、
町内の金融機関を通じて活用いただいています。
　今年度は融資利率を据え置いていますので、積極的にご活用ください。（下記表参照）

■貸付条件 融資総額　６億２千万円
資 金 名 融 資 期 間 融資限度額 融 資 利 率 保 証 料 率
短 期 資 金 １年以内 1,000万円以内 2.0％ 信用保証協会の規

定による９段階の
率による長 期 資 金 ５年以内 1,500万円以内 2.3％

７年以内 2.5％

中標津町中小企業融資制度について



8

　一時避難場所は、あくまで一時的に避難するための場所です。主に公園や駐車場が登録されており、近くに逃げ込め
る建物は、ほとんどありません。
　一方、指定緊急避難場所（屋外）には、必ず指定避難所（屋内）が併設されています。そのため、強い雨が降ってい
る場合や冬の寒い時期など、建物の中に避難する必要が考えられる場合は、できる限り指定緊急避難場所または指定避
難所へ避難しましょう。
　町内会などによるルールづくりでは、『まずは最寄りの一時避難場所に集合し、その後、指定避難所に移動する』な
どのように取り決めることが有効です。

一時避難場所(屋外)
指定緊急避難場所などに避難する前に、一時的に避難する場所
身を守るために立ち入ることのできる建物は、基本的にありません

　中標津町では、今年度、指定避難所等の見直しを行いました。
　このページを広報から外し、ご家庭の見やすい場所に貼り出すとともに、自分の家の近くの
避難所を改めて確かめ、道順などを家族で確認しておきましょう。

指定避難所 指定緊急避難場所 一時避難場所のちがい

一時避難場所

平成30年
保存版

番
号 避　　難　　施　　設　　名 住　　　　　所

位置情報（座標）
北　緯 東　経

32 旧計根別小学校 計根別北１条西１丁目１番地１ 43.4894 144.8090
33 南町児童公園 西８条南９丁目４番地５ 外 43.5377 144.9725
34 皆川児童公園 西７条北６丁目２番地４ 43.5472 144.9621
35 泉児童公園 西11条北９丁目２番地 43.5467 144.9569
36 丸山公園多目的広場 丸山２丁目15番地 43.5540 144.9714
37 東中児童公園 東14条北４丁目４番地外１筆 43.5577 144.9825
38 まこと児童公園 東29条北７丁目19番地 43.5686 144.9920
39 双葉児童公園 西３条南２丁目１番地 43.5454 144.9719
40 白樺児童公園 東14条南10丁目４番地外２筆 43.5487 144.9931
41 東児童公園 東17条南４丁目１番地 43.5555 144.9903
42 旭児童公園 東７条南３丁目１番地 43.5507 144.9817
43 睦児童公園 東27条南１丁目６番地４ 43.5616 144.9980
44 明生児童公園 東38条北３丁目１番地 43.5692 145.0061
45 旭ヶ丘ふれあい公園 東17条南７丁目 43.5540 144.9935
46 桜ヶ丘児童公園 東３条南10丁目１番地内 43.5341 144.9832
47 桜児童公園 西８条北９丁目 43.5491 144.9597
48 東７条緑地 東７条南１丁目１番地 43.5518 144.9796
49 中標津町運動公園 緑ヶ丘６番地３ 43.5445 144.9513
50 中標津保育園広場 東３条北３丁目１番地 43.5508 144.9731
51 養老牛温泉駐車場 字養老牛688番地１ 43.5866 144.7238
52 東西竹へき地保健福祉館駐車場 字西竹972番地４ 43.5435 144.8276
53 川西町内会館広場 川西２丁目 43.5541 144.9471
54 第二俣落会館広場 字俣落2327番地１ 43.5980 144.8269
55 雪印メグミルク㈱なかしべつ工場所有地 東13条北５丁目18番地 外 43.5580 144.9807
56 わんぱく児童公園*3 西町５丁目１番地 外 43.5529 144.9554
57 中標津町営野球場（末広公園）*3 西２条北５丁目１番地 43.5497 144.9690

 *1：平成31年度以降に、指定を解除する可能性があります。
 *2：大雨の場合は、土砂災害のおそれがあるため、利用できません。
 *3：大雨の場合は、浸水するおそれがあるため、利用できません。
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指定避難所等一覧
指定避難所(屋内)
災害の危険から身を守るため、避難してき
た方が一定期間滞在する施設

　大きな災害が発生し避難生活が長期にわたる場合には、介護が必要な方や障がいのある方など、指定避難所では生活
が困難となる方を対象に、福祉避難所を開設します。福祉避難所は受入態勢を整えた後に開設しますので、まずは最寄
りの指定避難所に避難してください。

指定緊急避難場所(屋外)
災害の危険から命を守るため、緊急的に避
難する場所

指定避難所 兼 指定緊急避難場所

福祉避難所（中標津町総合福祉センター）

番
号 避　　難　　施　　設　　名 住　　　　　所

位置情報（座標）
北　緯 東　経

1 中標津町役場 丸山２丁目22番地 43.5552 144.9714
2 中標津町総合体育館 丸山２丁目１番地18 43.5551 144.9694
3 中標津町総合文化会館 東２条南３丁目１番地１ 43.5486 144.9781
4 中標津町交流センター 計根別南１条東２丁目１番地１ 43.4888 144.8132
5 中標津小学校 西９条北１丁目２番地 43.5440 144.9638
6 中標津東小学校 東７条南７丁目15番地 43.5482 144.9848
7 広陵中学校 東10条南７丁目１番地 43.5492 144.9858
8 中標津中学校 丸山２丁目１番地 43.5543 144.9666
9 計根別学園 計根別本通東８丁目1番地２ 43.4937 144.8217
10 若竹の里 字西竹225番地４ 43.5319 144.7916
11 俣落母と子の家 字俣落405番地１ 43.5564 144.8937
12 中標津武道館 丸山１丁目６番地 43.5532 144.9637
13 西児童館 西５条北３丁目１番地３ 43.5470 144.9669
14 なかよし児童館（東中地区多目的集会所） 東14条北４丁目４番地 43.5579 144.9822
15 当幌研修館 東当幌20番地17 43.5097 144.9123
16 拓友館 字俣落1915番地１ 43.5835 144.7970
17 協和会館 字協和4831番地２ 43.5117 144.9986
18 上標津へき地集会所 字上標津364番地１ 43.5004 144.7661
19 上武佐集会所 字武佐南９線西１番地３ 43.6181 144.9972
20 養老牛へき地保健福祉館 字養老牛68番地２ 43.5434 144.7207
21 養老牛開拓婦人ホーム 字養老牛512番地３ 43.5638 144.7512
22 開陽へき地保健福祉館 字開陽264番地５ 43.5982 144.9126
23 武佐へき地保健福祉館 字武佐北通り東10番地 43.6261 144.9586
24 豊岡地区会館 字豊岡519番地１ 43.4842 144.9469
25 シルバースポーツセンター 東20条北７丁目３番地 43.5654 144.9834
26 南中標津会館 南中16番地 43.5175 144.9579
27 中標津高等学校 西６条南５丁目１番地 43.5416 144.9715
28 俵橋小学校*1 字俵橋938番地３ 43.5856 145.0398
29 中標津町老人福祉センター *1 計根別本通東６丁目17番地 43.4909 144.8198
30 丸山小学校*2 丸山２丁目４番地１ 43.5553 144.9633
31 中標津町総合福祉センター（福祉避難所） 西10条南９丁目１番地４ 43.5370 144.9712
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問い合わせは、経済振興課 観光振興係まで。

標津岳・武佐岳　山開きのお知らせ
第55回 標津岳（1,061ｍ） 山開き

・山頂の気候は変わりやすいため、雨具を携帯するなど、服装には十分に注意しましょう。
・日が暮れてからの登山は危険です。午前11時までの入山にご協力ください。
・ 積雪の状況により日程を変更する場合があります。町ホームページ・フェイスブック等で改めてお知らせします。

山頂まで約６㎞
所要時間／片道約３時間
下山時に養老牛温泉無料入浴券、
牛乳等を配布予定

第63回 武佐岳（1,005ｍ） 山開き
山頂まで約5.6㎞
所要時間／片道約２時間30分
下山時に市街地温泉無料入浴券、
牛乳等を配布予定

参加者募集！
中 標 津 町 植 樹 祭

赤ちゃん誕生記念植樹

申し込み・問い合わせは、農林課 林務係まで。

雨天決行！

雨天決行！

小雨決行！

　中標津町植樹祭は、町民との協働による森林づくりを進める中心的な行事として、根釧東部森林管理署との共催で
中標津町緑化管理組合の協賛により、下記の日程で開催します。
　植樹祭の参加には事前申し込みが必要です。皆さんの参加をお待ちしています。
　なお、スコップは用意しますが不足する場合もあるため、可能な方は持参してください。
　※今年度より「軍手・タオルセット」の配布がなくなりましたので、各自で準備をお願いします。

　中標津町は、毎年町民との協働による森林づくりを進めています。『赤ちゃん誕生記念植樹』は、平成20年度から
開催し、今回で11回目となります。
　お子さんやお孫さんの誕生を記念して、ぜひ記念植樹をしてみませんか？子どもの成長と共に、樹木も育ち、きっ
と良い思い出になると思います。

中標津町植樹祭及び赤ちゃん誕生記念植樹の活動費の一部は「ニトリ北海道応援基金」から助成を受けています。

◆開催日時　５月20日㈰　午前10時～正午
◆開催場所　旧開陽牧場跡地（中標津町字開陽）※昨年と同じ会場です
◆開催内容　記念標柱設置、植樹　※終了後、飲料を配布します
◆樹　　種　シラカバ（1,000本）　※中標津町の町木です
◆申込締切　５月16日㈬
◆参加人数　100名程度　※定員になり次第、締め切ります
◆そ の 他　天候にあわせた作業しやすい服装、長靴等で参加してください。

◆開催日時　５月27日㈰　午前９時～午前10時
◆開催場所　中標津町緑ヶ丘森林公園パークゴルフ場横町有地　※昨年と同じ会場です
◆開催内容　 記念植樹、ネームプレートの設置　※集合記念撮影と赤ちゃんにのみ、飲料を配布します
◆樹　　種　 エゾノコリンゴ苗木（白い花と赤い果実が美しく、大きなものは高さ10ｍ以上になります）
◆対 象 者　平成29年４月２日～平成30年４月１日生まれの中標津町民限定
◆申込締切　５月23日㈬
◆参加人数　先着15組　※定員になり次第、締め切ります
◆そ の 他　天候にあわせた作業しやすい服装、長靴等で参加してください。

6月
10日㈰

6月
3日㈰

標津川

水
洗
ト
イ
レ

標津岳第２登山口

約５㎞

至中標津

駐
車
場

養
老
牛
温
泉
街

標津岳登山口

【入山マップ】【入山マップ】
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詳しくは、上下水道課 水道係まで。

・◦● 町立中標津病院からのお知らせ ●◦・

外科　医長

原
はら

　　　敬
たか

　志
し

①北海道大学　医学部
②平成元年
③肝胆膵外科、
　消化器内視鏡外科

外科　医長　

三
みつ

　井
い

　　　潤
じゅん

①北海道大学　医学部
②平成14年
③消化器外科、腹腔鏡手術

内科　医師

鷲
す

　見
み

　千
ち

　紘
ひろ

①旭川医科大学
②平成28年
③一般内科

①出身大学　　②卒業年　　③専門

○新しい医師が着任しました

　現在、泌尿器科外来の診療体制は毎月第２火曜日の午後、
第２水曜日の午前、第４金曜日の午前、午後となっていま
すが、5月10日㈭からは、毎週木曜日も診療日となります。
　午前は一般診療、午後は予約診療となり、新規患者様の
受付人数制限はありませんが、受付状況によっては制限を
かけることもありますので、ご了承ください。
　※ 第２水曜日の午前、第４金曜日の午前の新規患者様の

受付は、引き続き10名までとなります。
　詳しくは、町立中標津病院ホームページにてご確認くだ
さい。

泌尿器科外来の診療体制について

水道メーター取替工事についてのお願い
町では現在、計量法に基づき、７年ごとに町貸付水道メーターの取り替えを実施しています。
今年対象となる方には受注業者が伺いますので、ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。
なお、工事費等の負担はありません。

中標津神社

車止め
➡

➡階段

道道中標津空港線 総合文化会館

保
健
所

問い合わせは、建設管理課 事業推進係まで。

　道路整備に伴い町道東１条通りの一部（保健所北側の急勾配部分）
が階段となるため、６月上旬頃から車両の通行ができなくなります。
　皆さんのご理解ご協力をお願いします。

町
道
側

道
道
側

車両の通行が
できなくなります！！

６月上旬頃から、階段設置のため
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【サービス内容】
　◆インターネット接続　24時間常時接続
　　【回線速度：上り・下り最大54Mbps】
　　※�回線速度はベストエフォード型サービスのため速度を保

証するものではありません。
　◆メールアカウント　５個まで
　◆ホームページ開設　20MBまで

申し込み・問い合わせは、㈱オーレンス（ 0120-800-892 または ❸79-5100）まで。

初期費用 ●初期登録手数料　無料　　●初期取付工事料　19,440円～

利用料金

《アンテナ購入の場合》※別途アンテナ代：92,880円
●月払いプラン　3,456円／月　●年払いプラン　37,028円／年
《アンテナレンタルの場合》※利用条件：最低１年間の継続利用
●月払いプラン　5,076円／月　●年払いプラン　55,542円／年

　町では、郊外地域で快適にインターネットを
利用していただくため、無線ブロードバンド
サービス（スカイネット�Ｖ）を提供しています。

※�金額には消費税（８％）が
含まれています。
※�個人で鉄柱など工作物を設
置する場合、別途申請が必
要な場合もありますので、
事前にご確認ください。

中標津町自治基本条例
を学ぼう�

　　　　中標津町自治基本条例
…第２章 基本原則に基づく制度…

（情報共有）
第５条 　議会及び行政は、町民と情報を共有

するため、次の制度を設けます。
　⑴　 議会及び行政の情報を正確に分かりや

すく伝える制度
　⑵　議会及び行政の会議を公開する制度
　⑶　 議会及び行政が保有する文書その他の

記録を町民が請求する制度
２　 議会及び行政は、その保有する情報を統

一した基準により管理し、保存しなけれ
ばなりません。

３　 前項に規定する基準及び第１項の各号に
規定する制度に関し必要な事項は、別に
条例で定めます。

問い合わせは、企画課 行政改革・協働推進係まで。

　次回は中標津町自治基本条例の第６条（個人情報の保護）について紹介します！　

その７
中標津町自治基本条例

『第５条（情報共有）』について
　第５条の情報共有とは、議会や行政が積極的に公開し説明
する情報を、町民と共有することをいいます。
　行政や議会が提供する情報は、町民の共有財産とする認識
にたって正確な情報を提供し、単に提供するだけでなく、理
解されるための分かりやすい情報の提供を行い、情報共有す
るための多様な制度を設けるものとしています。
　現在の情報提供の方法としては、広報紙、ホームページ、
まちづくり出前講座などがあり、議会報告会もこれにあては
まりますが、これら以外にも情報を積極的に提供する多様な
手段を制度化する事を定めています。

【実施している制度】
　⑴ については、広報紙、ホームページ、まちづくり出前講

座などの制度
　⑵については、議会の傍聴、町民が参加する会議の傍聴
　⑶については、中標津町情報公開条例
　以上のような制度を実施していますが、これら以外にも情
報を積極的に提供する多様な手段を検討していきます。

解　説

問い合わせは、生活課 環境衛生係まで。

ねむろ自然の番人宣言「ごみゼロの日」
　中標津町では春と秋に町内会が一斉清掃を行い、また年間を通して、学校や事業所
等、さまざまな団体がボランティア清掃を行っています。この他にも「ごみゼロの日」
に郊外の道路脇などを約600人のボランティアによるごみ拾いを行っており、今年度
は５月27日（日曜日）午前７時から１時間程度を予定していますので、参加いただ
ける団体は生活課環境衛生係までご連絡ください。
　ポイ捨て・不法投棄撲滅のため、「ねむろ自然の番人宣言」の認定団体である中標
津建設業協会など50団体は、通常業務での車両運行中にポイ捨てや不法投棄ごみを
目撃・発見した場合、積極的な通報を行うことを宣言していただいています。
　あとを絶たない不法投棄をなくすために、一人ひとりが“きれいな街中標津”を守っ
ていこうとする気持ちを持つことが大切です。

無線ブロードバンド
サービスのご案内

条例本文
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　雪が解けて長かった冬から、ようやく春
がやってきました。フキノトウが少しずつ
顔を出し、この広報紙がみなさんの元に届
く頃には大好きな美味しい山菜があちらこ

ちらに生えて、私はきっと「今日はどんな山菜料理を作ろうかな？」とウキウキの毎日を過ごしていることと思い
ます。
　温かくなると山菜だけではなく、待ちに待った観光オンシーズンの到来です！ゴールデンウィークには開陽台展
望館がオープンし全国からたくさんの観光客が訪れます。ちなみに昨年のゴールデンウィークには延べ約8,500
人と多くの観光客が、ここ開陽台に足を運びに来たと思うと本当に嬉しくて誇らしい気持ちになります。また、６
月上旬には標津岳、武佐岳の山開き、そして北根室ランチウェイもシーズンを迎えます。
　みなさんは北根室ランチウェイを知っていますか？聞いたことは
あるけど詳しく分からないという方も多いのではないかと思います。
中標津町交通センターから弟子屈町のJR美留和駅まで続く71.4㎞
のロングトレイルで、ランチ（Ranch）は大牧場を意味していま
す。その名のとおり牧草地の中や北海道遺産にもなっている格子状
防風林の中など自然の中を歩きながら、北海道らしい風景や森の香
り、野鳥のさえずりなど五感で楽しむことのできるトレイルです。
コースは全６ステージに分かれていて、それぞれ特徴も異なり自分
のペースで歩くことができます。私自身もランチウェイはたくさん
歩いていて、あと１ステージを歩いたら全ステージ制覇となるので、
ランチウェイを絶対制覇して、その素晴らしさを色々な方に伝えて
いきたいと思っています。これからのシーズンは青々とした新緑の
風景が広がり、夏にはセミの音を聴きながら、秋には紅葉狩りをしながら、冬はスノーシューを履いて銀世界の風
景を楽しむことができます。
　まだまだ中標津町には魅力的なスポットがたくさん
存在します。暖かくなった中標津町のあんな所、こん
な所、トコトコお出かけしてみてはいかがですか？

地域おこし協力隊が行く� 其の
33

中標津町地域おこし協力隊��小
こ
池
いけ
　　瞳

ひとみ

メールアドレス　koike@kaiyoudai.jp

こんなときは
民生委員児童委員へ

詳しくは、福祉課 社会福祉係まで。

　中標津町の民生委員児童委員は、現在56名で担当地区を受け持ち、住民の方々の
生活に関する相談事等に対応し、町内会活動にも参加するなど、住民の方々と日々
の関わりを持つよう努めています。
　また、民生委員児童委員は協議会を組織し、日常業務の他に４つの専門部会（高齢者・児童母子・心身障がい者・
生活福祉）でそれぞれ専門的な活動を行っています。
　なお、生活の中で困りごとなどがありましたら、ご自分がお住まいの地区を担当している民生委員児童委員に気軽
に声をお掛けください。担当委員がわからない場合は、福祉課社会福祉係までご連絡ください。
　今後、民生委員児童委員が皆さんのお宅を訪問する場合もありますので、よろしくお願いします。

○住まいに関すること
○近所付き合いに関すること
○生活費に関すること
　（職業や年金など）
○�生活福祉資金など各種貸付
制度に関すること
○生活保護に関すること
○�遊び場、通学路などの危険
箇所に関すること
○その他

暮らしのこと

５月12日は民生委員児童委員の日です

○結婚、離婚に関すること　　○親子関係に関すること
○扶養に関すること　　○相続に関すること　　○その他

家族関係のこと

○毎日の介護で困っていること　　○福祉サービスの利用に関すること
○施設利用に関すること（デイサービス、ショートステイなど）
○介護保険制度に関すること　　○その他

住宅生活に関すること

○育児やしつけに関すること　　○いじめや不登校に気付いたとき
○学校生活の悩みに関すること　　○非行に関すること
○児童虐待に関すること　　○その他

育児・教育のこと

支えあう
住みよい社会
地域から
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　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

14

平成30年度心身障がい者
一般巡回相談について

　北海道立心身障害者総合相談所の一
般巡回相談が、中標津町で行われます。
　身体障がい・知的障がい・その他心
身障がい・補装具に関するご相談また
は判定を希望される方は、期日までに
事前申し込みが必要となります。
巡回日時
　７月10日㈫　午前９時～午後５時
　７月11日㈬　午前９時～午後５時
会　　場
　中標津町総合文化会館

第１研修室ほか
対　　象
　・�18歳以上かつ知的障がいをお持

ちで、新たに療育手帳の取得を希
望されたり、既に取得されている
療育手帳の再判定を希望される方。

　・�18歳以上かつ身体障がいをお持
ちで、電動車いす等の補装具の交
付を希望される方。

　・�その他、専門的判定を必要とする
方など。

申込期限　５月25日㈮
　申し込み・問い合わせは、福祉課�
福祉支援係まで。

農高からのお知らせ
　生徒がまごころ込め栽培した色彩豊
かな花苗や野菜苗を、特別価格にて提
供します。町民の方々のご来校を心よ
りお待ちしています。
日　　時　６月２日㈯
　　　　　　　午前９時～（少雨決行）
場 　 所　中標津農業高等学校駐車場
※�持ち帰り用のトレーや段ボール、袋
などを必ずご持参ください。
※�雨天中止の際は農高ホームページで
午前８時にお知らせします。

道営住宅入居者募集
募集団地
・泉中央団地（３階建）
　①Ａ棟２階　３ＬＤＫ　１戸
　②Ｃ棟２階　３ＬＤＫ　１戸
　平成５年・６年建設
　※世帯向け一般住宅
　家賃　20,300円～40,400円
　　　　�他共益費、駐車場使用料、給

湯設備使用料
入居条件　�入居しようとする世帯全員

の所得制限・暴力団員の制
限・道営住宅に係る未納の
家賃、駐車場使用料及び損
害賠償金等がないこと。

募集案内配布　６月１日㈮～16日㈯
入居申込受付　６月８日㈮～16日㈯
　　　　　　　（日曜日は除く）
抽 選 日　６月21日㈭（予定）
抽選会場　中標津経済センター
入居時期　７月中旬～下旬を予定
　申し込み・問い合わせは、指定管理
者　㈲アクロス��❸72-5515まで。

　根室市総合文化会館第２講座室
【別海町】
　別海町役場会議室（103、104）

【標津町】
　標津町生涯学習センター「あすぱる」

【羅臼町】
　羅臼町公民館１階老人研修室
　問い合わせは、釧路地方法務局�根
室支局��❸0153-23-4874まで。

平成30年度調理師試験の
お知らせ

試験日時　８月22日㈬
午後１時30分～午後４時

試験場所　釧路市
受験資格　
　学校教育法第57条に規定する者で
あって、多数人に対して飲食物を調理
して供与する寄宿舎、学校、病院等の
施設または食品衛生法施行令第35条
第１号（飲食業営業）、第14号（魚介
類販売業）、若しくは第32号（そうざ
い製造業）に掲げる営業において平成
30年５月25日までに２年以上調理の
業務に従事した者。
願書受付期間
　　５月14日㈪～25日㈮
提出書類　調理師試験受験願書、
　　　　　調理師受験者整理カード、
　　　　　調理師試験入力通知書
受験手数料　6,900円（北海道収入証紙）
　受付・問い合わせは、中標津保健所��
❸72-2168まで。

職業訓練受講生募集
　ポリテクセンター釧路では、７月受
講生を募集しています。
募集人員　電気設備技術科� 20名
　　　　　ビジネスワーク科� 15名
　　※ハローワーク求職登録者
選 考 日　６月７日㈭
訓練期間　７月２日㈪～12月25日㈫
費　　用　教科書代20,000円程度
受講申込受付期間
　　５月７日㈪～６月１日㈮
申 込 先　ハローワーク釧路

❸0154-41-1201
　問い合わせは、ポリテクセンター釧
路��❸0154-57-5938まで。

甲種防火管理新規講習のご案内
　消防法施行規則第２条の３で定める、
甲種防火管理新規講習が実施されます。
日　　程　７月12日㈭～13日㈮
場　　所　中標津消防署　講堂
申込期間　６月４日㈪～６月15日㈮
　申し込み・問い合わせは、（一社）
北海道消防設備協会��❸011-205-
5951まで。
※�申込書は、消防本部または中標津消
防署にもあります。

・泉団地（３階建）西10条北７丁目
　３ＬＤＫ（３階）１戸
　平成13年建設　※単身不可
　家賃　24,900円～48,900円
　　　　他駐車場使用料、共益費
・西町団地（３階建）

西町３丁目65番地
　２ＬＤＫ（１階）２戸
　平成15年・16年建設
　家賃　20,600円～42,200円
　　　　他駐車場使用料、共益費
受付期間　５月８日㈫～18日㈮
受付場所　住宅係（役場２階窓口④番）
入居時期　６月中旬見込
選考方法　�運営委員会の意見を聞いて、

困窮度の高い方から入居を
決定します。

※�入居者資格には条件（所得制限・暴
力団員の制限等）があります。
※�５月18日時点で町税等（保険料・
使用料・負担金等含）に滞納がある
方は入居できません。
なお、西町団地（中堅所得者向け
特定公共賃貸住宅）及び計根別団
地については、随時受付していま
す。
　詳しくは、都市住宅課�住宅係まで。

年金相談所開設のお知らせ
開設日時　６月５日㈫

午後１時～午後５時
　　　　　６月６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。

人権擁護委員の日特設なんでも
相談所の開設について

　人権擁護委員法が昭和24年６月１
日に施行されたことを記念して、毎年
６月１日を「人権擁護委員の日」と定
め、人権擁護委員が住民の皆さんの相
談に応じる存在として各市町村に配置
されていることを周知するとともに、
人権尊重の大切さを呼びかけています。
　本年度も６月１日㈮に次の会場で人
権擁護委員が無料で相談に応じる「特
設なんでも相談所」を開設し、いじめ、
いやがらせ、暴力・虐待などの人権問
題から、ご家庭・ご近所の困りごとな
ど、あなたの悩みの解決のため、良い
方法を一緒に考えます。
　予約は必要ありませんので、一人で
悩まずお気軽にご相談ください。相談
の秘密は固く守られます。
　また、地元ではなく、隣の市町で相
談に応じることも可能です。
日　　時　６月１日㈮

午後１時～午後４時
会　　場

【中標津町】
中標津町総合文化会館１階展示室

【根室市】

May 5



InformationInformation
くらしの広場くらしの広場

中標津町役場  ７３―３１１１　　計根別支所  ７８―２２１１

健　　康健　　康

保健センターからのお知らせ
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５月は固定資産税（第１期）と
　 軽自動車税の納期です 　
【納期限は５月31日】

　固定資産税（都市計画税）と軽自動
車税の納税通知書は、毎年５月上旬に
普通郵便により送付しています。何ら
かの事情により届いていない場合があ
りますので、お気づきの方は下記担当
までご連絡ください。
　固定資産税：税務課 資産税係
　軽自動車税：税務課 住民税係
　今月の指定口座からの振替は５月
31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。なお、軽自動車税を口
座振替によって納められる方は、振替
後納税証明書を送付します。

＜休日・夜間相談窓口＞
夜�間�相�談�日

５月16日㈬　午後６時～午後８時
休�日�相�談�日

５月27日㈰　午前９時～午後５時
　平日の昼間に時間がとれない方は、
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、当日窓口では町税と国民健康
保険税のみ納めることができます。

愛犬の狂犬病予防集合注射の
お知らせ

　平成30年度の犬の登録受付及び狂
犬病予防集合注射の実施日は、５月
13日㈰、５月20日㈰の２回となって
います。日程に都合がつかない場合は、
各動物病院で個別に予防接種を受けて
ください。
　詳しくは、生活課�環境衛生係まで。

町営住宅入居者募集
募集団地
・あずまグリーン団地（４階建）

東18条南４丁目
　１ＬＤＫ（２階）１戸（給湯設備リース）
　平成４年建設　
　家賃　14,200円～28,000円
　　　　他共益費
・あずまグリーン団地（４階建）

東19条南３丁目
　２ＬＤＫ（４階）１戸（給湯設備リース）
　平成元年建設　
　家賃　18,300円～36,000円
　　　　他共益費
・泉団地（３階建）西11条北８丁目
　２ＬＤＫ（３階）１戸
　平成12年建設　
　家賃　22,300円～43,700円
　　　　他駐車場使用料、共益費

乳がん検診のお知らせ(６月分)
実施期間　６月１日㈮～29日㈮
受付時間　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
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　５月21日㈪
　申し込みは、中標津町保健センター
❸72-2733まで。

パパママ教室のお知らせ
　保健センターの保健師や、管理栄養
士、歯科衛生士が講師となり、初め
て親となる方(希望時経産婦)を対象に、
パパママ教室を開催しています。出産
予定日が近い方を対象としており、教
室を通して交流する機会にもなってい
ます。
対　　象　�平成30年９月～平成31年

８月出産予定の方
プログラム
　１課「妊娠中の生活や栄養について」
　　　午前10時15分～午後１時
　２課「�歯の健康について・妊婦体操・

エコー写真アルバム作り」
　　　午後１時30分～午後３時30分
　３課「�産後と赤ちゃんについて・お

風呂実習・妊婦体験」
　　　午後７時～午後８時45分
日　程（予定）
出産予定月 １課 ２課 ３課
９～10月 5/11 5/18 5/25
11～12月 7/12 7/18 7/27
１～２月 9/6 9/14 9/28
３～４月 11/8 11/16 11/30
５～６月 1/17 1/25 2/1
７～８月 3/5 3/12 3/20
※日程は変更になる場合があります。
場　　所　中標津町保健センター
持 ち 物　母子健康手帳
※�全て予約制です。日程が近づいたら
対象の方に案内を郵送します。
　問い合わせは、中標津町保健セン
ター��❸72-2733まで。

　 歯と口の健康週間事業 　
「歯の健康フェア～図画・ポスター展」
　平成30年度�歯･口の健康に関する
図画・ポスターコンクールで入選した
町内小学生の作品約80点を展示しま
すので、ぜひご覧ください。
期　　間　６月２日㈯～11日㈪
　　　　　※11日は午後４時まで
場　　所　しるべっと�町民ホール
主　　催　�中標津町、中標津町教育委

員会、釧路歯科医師会
　問い合わせは、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
混合ワクチン(第２期)のご案内
　平成31年度入学予定児の麻しん風
しん混合ワクチン第２期について、無
料で受けられる期間が平成31年３月
末までです。母子手帳を確認し、受け
ていない方は早めに接種しましょう。
対　　象　�平成24年４月２日～平成

25年４月１日生まれの方
場　　所　町立中標津病院　小児科
　　　　　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。

骨粗鬆症検診のお知らせ(６月分)
実施期間　�６月１日㈮～29日㈮
　　　　　毎週火～金曜日
　　　　　（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）
　　　　　�国民健康保険加入の方・後

期高齢者医療保険加入の
方・生活保護受給の方：無
料

定　　員　１日２名
実施場所　町立中標津病院　整形外科
申込締切　５月21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
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
　　　　　　６月１日㈮～29日㈮
　　　　　　月～金曜日
　　　　　　（申込締切５月21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。

税　　金税　　金

一　　般一　　般

教養を高めよりよい文化を育てましょう（町民憲章より）
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誕生 17人　 死亡 21人　 転入 160人　 転出 484人

３月31日現在住民登録人口

町の人口 23,281（－329）
　 男 11,357（－188）
　 女 11,924（－141）
世 帯 数 11,012（－111）

（　　）内は前月比

ニュースニニュースニューニューススススニュニュュュ ススニニニ ースースニュニュースニニュ ニュースニニュースニューニューススススニュニュュュ スースーニニニ ースースニュニュースニニュニュースニュース de ニュースニュース
　平昌オリンピック、パラリンピッ
クに出場された長谷川翼選手と須藤
悟選手が表敬訪問されました。
　町は２人に中標津町栄誉賞を授与
し、表彰盾と記念品を贈呈しました。
　長谷川選手は、昨年12月27日に
行われた平昌オリンピック代表選考
会において、500ｍ国内最高記録の
34秒60で優勝し、見事オリンピッ
ク日本代表の座を掴み取りました。
平昌オリンピックにおいては500m
で14位、1,000mで20位と健闘さ
れました。
　須藤選手は2002年ソルトレイク
シティ、2006年トリノ、2010年
バンクーバーに次いで、今回で４度
目のパラリンピック出場を果たし、
平昌オリンピックではパラアイス
ホッケー日本代表のキャプテンであ
り、日本代表選手団の主将も務めら
れました。結果は８位となりました
が、氷上の格闘技といわれるアイス
ホッケーにおいて、激しいぶつかり
合いやパック争いの中でディフェン
スとして随所に好プレイをみせ、実
力を発揮されました。
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