ゴールデンウイーク突入
ゴールデンウイーク中の各施設では、
家族連れなどで大賑わい。
特にゆめの森公園では多くの子ども
たちが楽しそうに遊んでいました。

空とみどりの交流拠点
2018

平成30年

６

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

№666

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

中標津町子育て支援事業について
未来の力』

高橋はるみ知事をかこんで

健やかに成長できるよう、子育て支援全体の体制充実
を目指します。

～ 中標津町子ども・子育て支援事業計画とその取り組み状況について ～
地域で育てる

●子育て支援体制の充実
子育て支援センター機能を統合した「みらいる」で
は、子どもの年齢に合った、親子で楽しめるプログラ
ムを実施しています。親子の利用者数は延べ１０，７
２９人となり、毎日たくさんの親子で賑わっています。
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基本理念『地域で育つ

●子育て環境の整備
平成 年度から町立保育園の定員を 名から１００
名に拡大し、不足する 歳未満児枠の拡充に取り組み
ました。また、平成 年度からは全幼稚園が子ども ・
子育て支援新制度に移行します。
3

31

●病児保育事業
子どもの病気により集団保育が困難な期間において、
一時的に子どもを預かる事業を中標津こどもクリニッ
クに委託し実施しています。平成 年度は前年度の利
用 人を大幅に超え、延べ２４８人が利用しました。
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パパのひろば

みらいる

30

●ファミリー・サポート・センター事業、一時預かり事
業
ファミリー・サポート・センター事業とは、子育て
の手助けをしてほしい人（依頼会員）とお手伝いがで
きる人（提供会員）が会員組織をつくり、会員相互の
信頼関係のもとに地域全体で子育てを応援する仕組み
です。提供会員として幅広い年齢層が登録し、最近は
送迎サポートの利用も増えています。一時預かり事業
と合わせてＮＰＯ法人子育てサポートネットる・る・
るに委託し実施しています。
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～世代を超えてみんなが笑顔で自信をもってくらせる町～
中標津町子ども ・子育て支援事業計
画は、子育て家庭の代表者や学識経験
者、 教 育・ 保 育 関 係 機 関 の 代 表 者 で
構成された子ども ・子育て会議委員と、
町の関係担当者で構成された推進協議
会により検討され、子ども ・子育て支
援 新 制 度 に よ る 保 育 体 制 整 備 を 含 む、
総合的な子育て支援を推進するための
計 画 で す。
【 計 画 期 間： 平 成 年 度 ～
平成 年度】
月 日には、高橋はるみ北海道知
事 が み ら い る に 来 館 さ れ ま し た。 地
元 の か ら ま つ 材 を ふ ん だ ん に 使 用 し、
「中・高校生建設プロジェクトチーム」
の意見を最大限に取り入れた児童セン
ターの建設手法に興味を示されていま
した。また、来館していた親子や小学
生の話に熱心に耳を傾けられていまし
た。

子育て家 庭 を 応 援 ・
支援する地域づくり
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すべての親が安心して子育てで
きるよう、また子どもたちもたく
さんの方の笑顔に支えられながら

基本目標Ⅰ

●主な取り組み

12

31

4

2

●幼稚園型一時預かり事業
幼
 稚園に一時預かり事業を委託し、３歳児以上
の保育枠の拡充を図っています。利用人数は公立
の計根別幼稚園も合わせ、 幼稚園で延べ２０，
６８２人となりました。

次代を担 う 子 ど も の 生 き る 力 と
豊かな心を育む環境づくり

●援助を必要とする家庭支援
障
 がいをもつ児童・保護者が安心できる一時的
預かりサポートとして、昨年度は障がい児等日中
一時支援事業で延べ 人、放課後等児童デイサー
ビスで延べ２６９人が利用しました。
基本目標Ⅱ

子
 どもたちが多様な文化活動に触れる機会を児
童館から発信するとともに、地域と連携し児童健
全育成に努めます。

子どもを健やかに生み育てる環境づくり

●留守家庭対策【放課後児童クラブ】
児童クラブは、小学１～３年生を対象に合計８クラブでの受け入れを実施し
ています。また、高学年の児童の居場所を確保するために、児童館の利用時間
を最大午後６時に延長しています。
基本目標Ⅲ

思春期から妊娠、出産、新生児期、乳児期、幼児期を通じて、総合的に母子
保健サービスを実施しています。

●学童・思春期に対する支援
町内の中学３年生全員を対象に「命の重み」
を伝えることを目的とする「赤ちゃんふれあい
交流事業」を継続して実施しています。

●妊娠・出産・新生児への支援
妊婦健康診査費用（一般健康診査 回、超音
波検査６回）を助成し、特定不妊治療費の助成
を継続して実施しています。また、パパママ教
室、妊婦相談・訪問事業を継続して実施してい
ます。

問い合わせは、子育て支援室まで。

子どもたちが安心して
基本目標Ⅳ
暮らせるまちづくり
子どもたちの下校時間に合わ
せ、青色回転灯を装着した車両
での防犯パトロールや、町内会
の防犯部による見回りを実施し
ています。また、各関係機関が
連携し、虐待等の早期発見・早
期解決のため、即時のケース検
討会議開催体制が図られていま
す。

●健やかな成長・発達への支援
子どもの健やかな成長・発達のため、乳幼児健診・相談、また、予防接種の
周知、勧奨を継続して実施し、健康増進に努めています。

中学生と赤ちゃんふれあい交流

地域連携チャイルドアドバイザー事業

児童館菜園事業「たがやし隊」
夜のみらいる「親子脱出ゲーム」

5

●児童館活動
じ
 どうかん祭りや「たがやし隊」による児童館
菜園事業のほか、次世代を担う子どもたちを指導
するボランティア活動
「チャイルドアドバイザー」
事業など、地域連携事業を推進しています。平成
年度は初の試みとして、夜のみらいるで小学生
親子 組がチームワークで謎解きに挑戦する「脱
出ゲーム」を実施しました。今後も、大人と子ど
も、みんなが協働で楽しめる事業を企画し、児童
館活動の推進を図ります。
※西町
 のわんぱく児童館については、調査のため
休館しています。

14
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●中高校生の活動支援
平
 成 年度は児童館で中高校生も含めた子ども
の居場所づくり推進事業に取り組み、文化的行事
やスポーツ・サバイバルゲームのほか、調理実習
など、月に２回ひろばを開催しました。児童セン
ター「みらいる」には延べ２，２８９人の中高校
生が来館しました。

3

地域連携
「てらこや」学習支援事業

42

29

英語でクッキング
中高校生ひろば

29

国 保 だ よ り
●国民健康保険税の賦課限度額および軽減制度が変更となりました
平成30年４月１日より法律等の改正に伴い、低所得者に対する軽減対象世帯の基準額が拡大されました。
世帯単位での国保被保険者の合計所得が下記の基準額以下となった場合に一部軽減が受けられます。
○均等割額及び平等割額が５割軽減される世帯

軽減基準額新旧表

基礎控除（33万円）＋27.5万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）

５割基準額

○均等割額及び平等割額が２割軽減される世帯
基礎控除（33万円）＋50万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）

●賦課限度額の変更について
下記の表のとおり、医療給付分が４万円引き上げとな
りました。
区

２割基準額

平成29年度 平成30年度
27万円

49万円

27.5万円
50万円

●所得未申告者について
国民健康保険に加入している世帯主の方は、収入の
有無に関わらず、所得の申告をする必要があります。

分

平成29年度 平成30年度
（改正前） （改正後）

伸び

医 療 給 付 分

54万円

58万円

4万円

後期高齢者支援金分

19万円

19万円

－

介 護 納 付 金 分

16万円

16万円

－

計

89万円

93万円

4万円

（所得税・住民税を申告済みの方、公的年金を受給さ
れている方は申告の必要はありません。遺族年金・障
害年金を受給されている方は申告が必要です。）
申告がまだ済んでいない場合には、
所得がなかったとしても、上記の軽減
判定は行われません。

●倒産・解雇等で失業した方の軽減措置があります
被保険者の方が、勤務先の倒産や解雇等で本人の意思と関係なく、非自発的な理由により離職した場合、失業から一
定の期間（最長で２年度分）
、前年中の給与所得を100分の30として国保税の算定を行います。該当される方は申請が
必要となります。
◇対象となる方◇

以下の条件①～③すべてに該当する方が対象となります。

①雇用保険の【特定受給資格者】もしくは【特定理由離職者】の方
②失業時点における年齢が65歳未満であること
③雇用保険受給資格者証の離職理由コードが右記のいずれかに該当する方
◇必 要 な も の◇
①印鑑

②本人確認書類

③雇用保険受給資格者証（必要に応じて）

●交通事故などにあった場合はまず連絡を！
交通事故をはじめ、第三者の行為によって傷病を受けた
場合にも、保険証を使って治療を受けることができます。

特定受給資格者
離職理由コード
特定理由離職者
離職理由コード

11・12・21
22・31・32
23・33・34

●保険税のお支払いは
便利な口座振替に！
ご希望の方は、通帳と銀行印、本人

しかし、治療費は加害者が支払うものなので、一時的に国

確認書類をお持ちのうえ、引き落とし

保が支払いを立て替えて、あとから加害者に費用の請求を

を希望される金融機関にてお手続きく

します。このため、治療の前に必ず住民保険課国保・高齢

ださい。通常１～２ヶ月ほどで引き落

者医療係に連絡をして、届け出るようにしてください。

としが始まります。

問い合わせ先

国保税の算定に関すること、各種届出に関すること……住民保険課 国保・高齢者医療係
納税相談に関すること………………………………………納税課 徴収対策係
口座振替や納税証明に関すること…………………………納税課 収納係
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後期高齢者医療制度のお知らせ
～ 平成30年度の保険料等について ～
●６月に保険料額をお知らせします
平成30年度の保険料については、６月に個別にお知らせします。

◆保険料の計算方法

均

等

割

【１人当たりの額】

＋

50,205円

所

得

割

【本人の所得に応じた額】

＝

（平成29年中の所得－33万円）×10.59％

１年間の保険料
《限度額：62万円》
（100円未満切り捨て）

○１年間の保険料の上限額は62万円です。
○所得の少ない人は、世帯主や被保険者の所得に応じて保険料が軽減されます。
○年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
保険料の支払いは、
「年金からの支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。
口座振替を希望される方は下記までお問い合わせください。
ただし、
次のいずれかに当てはまる方は、
「年金からの支払い」ができないため、
「納入通知書」
や「口座振替」により納めていただきます。
◆介護保険料が年金から引かれていない方（年金額が年額18万円未満の方）
◆介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が引かれている年金の受給額
の半分を超える方
※保険料の支払いが困難な場合は、住民保険課国保・高齢者医療係へご相談ください。
災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料の支払いが困難
な方については、保険料の減免を受けられる場合があります。

●ジェネリック医薬品の利用について
●医療機関で処方される薬には、新薬（先発医薬品）とジェネリック医薬品（後発医薬品）があります。
●ジェネリック医薬品の処方を希望される方は、医師や薬剤師にその旨を伝えるか、医療機関や薬局の窓口に「希望
カード」を提示することにより利用することができます。
※「希望カード」が必要な方は、住民保険課国保・高齢者医療係までお問い合わせください。

◆効き目・安全性について

◆価格について

ジェネリック医薬品は、新薬と同等の効果・効能を持
ち、厚生労働省の基準を満たしている安全なお薬です。
※希望される場合は、必ず主治医や薬剤師によく相談

新薬より３割以上、中には５割以上安くなる

問い合わせ
中標津町役場 住民保険課 国保・高齢者医療係

〒060-0062 札幌市中央区南２条西14丁目 国保会館６階
❸０１１－２９０－５６０１
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が安くなります。薬によって異なりますが、
ものもあります。

しましょう。

北海道後期高齢者医療広域連合

ジェネリック医薬品を利用すると、お薬代

〒086-1197 中標津町丸山２丁目22番地
❸０１５３－７３－３１１１

日常生活に町内の路線バスを
利用してみませんか
町では、町内路線バスを安全・安心に利用するため、路線バスを利
用する機会を設けました。
路線バスの利用体験を今後の日常生活に生かしてみませんか？
利用可能なバス路線、目的地や最寄りのバス停の場所など、ご不明
な点があれば、お問い合わせください。
バス未利用者を優先し、一人１回限りの利用とさせていただきます
ので、あらかじめご了承ください。

○対象路線
・町有バス：俣落線、武佐線、養老牛線
・阿寒バス：市内循環線
○乗 車 券
 受付時に利用者の住所、氏名、連絡先、
バス利用の予定日、目的地をお聞きした
うえで、後日、対象路線の乗車券を送付
します（定員50名）。
 利用後に、バス利用に関して聞き取り
調査を実施しますので、ご協力をお願い
します。

申し込み・問い合わせは、生活課 交通町民相談係まで。

ペットボトル・
プラスチック製容器

包装の分別をお願いします！

現在、ペットボトルはラベルとキャップをはずし、軽くすすいでから捨てていただくようお願いしていますが、ラ
ベル、キャップがついたまま捨てられているものが多く見られます。近年、リサイクル協会の分別基準が強化された
ため、そのままの状態ではリサイクルすることができません。中標津町では適正分別の推進のため、分別がされてい
ないごみについては、警告シールを貼り、収集しないこととしています。
資源物の適正分別について、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
かるくすすぐ

キャップを外す

それぞれ透明・
半透明の袋で分別

ラベルを外す

プラスチック製のお弁当の容器やカップ麺の容器など汚れているものについては、すすいで汚れを落としてから
「プ
ラスチック製容器包装」として捨ててください。汚れが落ちない場合は「燃やせるごみ」として捨ててください。

問い合わせは、生活課 環境衛生係まで。

６月は
「外国人労働者問題啓発月間」
です！
国内で就労している外国人は多数いますが、その就労状況をみると、社会保険等の未
加入や適正な労働条件が確保されていない等の問題が散見されます。
このような状況を踏まえ、外国人を雇い入れる際には、次の３点をご確認ください。
①就労が認められる在留資格であること
②雇入れ・離職の際には、それぞれハローワークに届出を行うこと
③社会保険等の加入をはじめ適正な雇用管理を行うこと
なお、厚生労働省では雇用対策法に基づく、外国人労働者の適正な雇用管理のための指針を定めていますので、ご
確認いただき、外国人を雇用する際は、ルールを守って適正に雇用するようお願いします。

問い合わせは、ハローワーク中標津 ❸72-2544または釧路労働基準監督署 ❸0154-42-9711まで。
広告
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企画課からのお知らせ

ふるさと中標津への応援 ありがとうございます
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。
これまでのお志（寄附金）の状況と平成29年度の活用実績をお知らせします。
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。

■平成29年度申込総額
38,826,600円

■申込総数
2,248件

使 い 道 区
（H29.4.1～ H29.6.15）
景観の保全・整備に関する事業

分

教育の充実に関する事業
（H29.6.16～ H30.3.31）
酪農業等の産業振興、地場産品ブランド化への取り組み
中標津空港を利用した広域観光ルートづくり
農村景観と市街地景観が調和したまちづくり

森林保全と、エネルギーの地産地消による環境保全

■参考 過去の実績
81,906,601円
寄附申込額（円）
1,590,000
2,100,000
7,784,500
2,275,000
1,079,000
900,000

「町立中標津病院」等の医療・介護支援体制の維持

2,251,000

結婚、出産、子育ての希望をかなえる環境づくり

2,947,000

「なかしべつ」への移住・定住の促進

子供たちの教育環境と地域で守り育てる環境づくり
町長におまかせ！（用途指定なし）

【特定事業応援】「中標津農業高等学校」の修学環境支援
合

計

732,000

4,913,000

11,086,100
1,169,000

38,826,600

年

度

件数

金額（円）

平成20年度

14

505,000

平成21年度

6

335,000

平成22年度

5

290,000

平成23年度

8

970,000

平成24年度

8

680,000

平成25年度

13

1,065,000

平成26年度

15

985,000

平成27年度

31

1,385,000

平成28年度

2,416

36,865,001

平成29年度

2,248

38,826,600

4,764

81,906,601

合

計

※平成29年６月16日付で使い道の見直しを行いました。

平成29年度事業

寄附金を活用しました！

活用額 3,693,695円

「なかなか健康なかしべつ」
～総合体育館を活用した健康づくり～
町民の皆さんが健康で自分らしく豊かな人生を送るための「なかなか
健康なかしべつ（中標津町健康づくり推進計画）
」の取り組みの一つと
して、一昨年オープンした総合体育館を活用した各種教室の開催経費や
機器購入費などに、ふるさと納税の寄附金を活用しました。

取り組みの例
（一部）
①なかなか健康運動教室
北海道日本ハムファイターズのファイターズガールによるストレッ
チ・筋トレ・リズムエクササイズ等の運動教室、保健師・管理栄養
士・歯科衛生士による血圧・体組成測定や健康相談を実施しました。
②健診事後教室
（結果説明会）
保健センターで実施する集団健診の結果説明会で、体育館のトレー
ニング指導員による運動教室や、保健師・管理栄養士による血圧・体
組成測定、健康相談を実施しました。
③成長期のフィジカルチェックやスポーツ検診（小中高生対象）
理学療法士・健康運動指導士によるフィジカルチェックや整形外科
医による検診で問題を早期発見し、スポーツ寿命の延命を図る取り組
みを行いました。
☆その他、体力測定会や背伸ばし体操教室など様々な取り組みを行い
ました。

問い合わせは、企画課 企画調整係まで。
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2017年度

中標津町地域経済分析結果報告について

１．調査経緯
中標津町は2010年４月、町の企業の大半を占める中小企業を活性化するため、中標津町中小企業振興基本条例を
制定しました。基本条例を推進する上で、地域の経済分析を行い、地域経済の実態を把握することが必要とのことか
ら、2011、2012年度の２ヶ年にかけて地域実態調査を行いました。
その後も定期的な変化を把握するため、今回2017年度に新たに地域経済分析を行いました。分析を行ったのは前
回調査を行った奈良県立大学准教授の下山朗氏（前釧路公立大学准教授）です。
今回の調査は、前回までの報告と比較可能なもののほか、喫緊に分析が必要なものとして、昨今の雇用情勢、人材
確保の問題を取り上げました。
今後、この分析結果を基に、中小企業振興基本条例を推進すべく、中小企業振興策等を議論していきます。

２．経済分析結果
Ⅰ．
時系列から見る中標津町経済の実態（どのように移り変わってきたのか）
①社会環境から見る中標津町の実態
（人口動態）
中標津町の人口は、1990年代より2010
年まで大きく増加しているが、その後は減
少傾向であり、将来推計を見ても、2040

400

その要因について図１から見てみる

-100
-200
-300
-400

1982 1986 1984 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

図１

自然動態もここ数年マイナスになっている。
②経済環境から見る中標津町の実態
次産業は伸びがあるものの、第２次産業は
マイナスであり、産業のサービス化が進展
してきている。
そこで、新規創業からその特徴を見てい
く（表１）。昭和60年～平成６年にかけて
新規創業は少なかったものの、その後増加
し、平成17年以降において創業している
企業も多く存在する。とくにサービス業の
うち、宿泊業・飲食サービス業、医療・福祉、
複合サービス事業では、40%以上が平成
17年以降に創業していることがわかる。

動態純変動

0

2004年以降マイナスに転じ、その影響は

中標津町では、第１次産業の一部や第３

その他

100

と、社会動態（転出入）の減少が大きく、
近年、より大きくなってきている。また、

社会動態

200

年には1980年水準まで減少していること
が予想されている。

自然動態

300

中標津町の人口動態（出所：住民基本台帳人口）
C 鉱業，採石
F 電気・ガス・
H 運輸業，I 卸売業，
業 業，砂利採取業 D 建設業 E 製造業 熱供給・水道業 G 情報通信業
郵便業
小売業

総 合 計 A 農業，林業 B 漁
総数
（社）

1,392

49

2

1

144

55

3

6

34

365

31%

20%

-

-

47%

53%

67%

50%

29%

37%

18%

12%

50%

-

22%

16%

-

17%

21%

16%

24%

33%

50%

100%

19%

13%

33%

-

21%

25%

26%

35%

0%

0%

12%

18%

0%

17%

26%

22%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

17%

3%

1%

昭和59年以前
昭和60年～
平成６年
平成7年～
16年
平成17年～
26年
不

詳

J 金融業，K 不動産業， L 学術研究，専門・ M 宿泊業，飲 N 生活関連サー O 教 育， P 医療，福祉 Q 複合サービス事業 R サービス業
（他に分類されないもの）
保険業 物品賃貸業 技術サービス業 食サービス業 ビス業，娯楽業 学習支援業
総数
（社）
昭和59年以前
昭和60年～
平成６年
平成7年～
16年
平成17年～
26年
不

詳

表１

39

80

48

220

133

32

68

12

101

23%

20%

21%

16%

29%

10%

35%

29%

16%

13%

34%

9%

42%

44%

22%

19%

-

28%

35%

15%

24%

24%

30%

16%

31%

-

22%

36%

10%

33%

3%

0%

2%

44%

28%

28%

40%

58%

11%

0%

1%

0%

1%

0%

0%

産業別創業年代別推移（出所：経済センサス平成26年版）

Ⅱ．昨今の雇用情勢、人材確保に関するアンケート調査の方法と概要
今日の全国的に生じている企業の人手不足が中標津

業

種

名

社

数 割

合

業

種

名

社

数 割

合

町でも同様に生じているのかについて、平成29年７

農林業

26 10.2%

小売業

42 16.5%

月よりアンケート調査を行い、255件の有効回答を得

建設業

46 18.0%

飲食業

11

4.3%

た。アンケート調査の項目は、経営状態、雇用の動向、

食料品製造業

7

2.7%
4.3%

賃金の動向、今後の雇用動向への対応の４種類である。
回答者の業種をみると、最も多かった業種は、サー
ビス業であり、
次いで建設業、
小売業となっている（表
２）
。

木材・木製品・家具・
装備品・製造業

5

2.0%

運輸・通信業

2

0.8%

金融・保健・不動産業

11

その他製造業

10

3.9%

サービス業

52 20.4%

卸売業

10

3.9%

その他

33 12.9%

表２

アンケート回答者属性

業種別割合

8

Ⅲ．アンケート調査結果（雇用・賃金・事業の動向）
アンケート調査結果から、
「現在の雇用の動向」と「賃金の動向と今後の事業の動向」について見ていき、その後に「産
業別の雇用と事業の動向」について見ていく。
１）現在の雇用の動向

離 職・退 職 状 況

雇用の動向に関しては、従業員の年齢構成、職
種別給与、採用状況、離職・退職状況について調
査した。
従業員の年齢構成は、正社員については20代
～40代が多いものの、役員や嘱託については年
齢層が高くなっている。また正社員の給与動向に
ついては、基本的に年功序列の傾向が見られ、ピー
クは50代の453万円であった。離職・退職状況お
よび採用の状況については、正社員の新卒、中途
ともに10代～30代の層で退職者が多く、企業の
中核的な役割を担っていく年代の退職は、企業の
持続可能性に大きな影響を与えていると考えられ
る。また、それらを補うために、20代～40代に
かけての中途採用が多くなっていることがわかる

用

状

況

正社員_中途

25人

正社員_新卒
正社員_中途
120人 _19
_19

17人

正社員_中途

29人

正社員_新卒
_20-29

30人 _20-29

正社員_中途

73人

正社員_中途

37人

正社員_新卒
_30-39

9人 _30-39

正社員_中途

46人

正社員_中途

20人

正社員_新卒
_40-49

3人 _40-49

正社員_中途

32人

正社員_中途

19人

正社員_新卒
_50-59

0人 _50-59

正社員_中途

18人

正社員_中途

15人

正社員_新卒
_60-69

0人 _60-69

正社員_中途

5人

正社員_中途

2人

正社員_新卒
_70-

1人 _70-

正社員_中途

0人

正社員_中途

147人

正社員_新卒
_19

24人 _19

正社員_新卒
_20-29

33人 _20-29

正社員_新卒
_30-39

7人 _30-39

正社員_新卒
_40-49

6人 _40-49

正社員_新卒
_50-59

3人 _50-59

正社員_新卒
_60-69

8人 _60-69

正社員_新卒
_70-

0人 _70-

正社員_新卒
_合計

81人 _合計

表３

（表３）
。

採

年齢別

２）賃金の動向と今後の事業の動向
全国的に近年の人手不足の状況から賃金の引き上げや、従業員の待遇改善
が行われているケースが多く見られる。中標津町においても、賃金の引き

正社員_新卒
正社員_中途
163人 _合計
191人
_合計

離職・退職、採用状況

人手不足の影響（今後の展開）
仕事を減らしたり事業を縮小する可能性が
43社 (18.5%)

大いにある

上げ予定は58.8%に上り、多くの企業で賃上げが行われることがわかった。 ややある

61社 (26.2%)

その理由については、
人材の引き留めが最も多く（45.3%）、次いで業績回復・

ほとんどない

70社 (30.0%)

ない・わからない

58社 (24.9%)

向上（36.0%）となっている。また最低賃金の引き上げのため、やむを得
なく上げた企業も存在している（20.7%）
。そして、人手不足が今後の企業
の経営に影響を与えるかについて表４よりみると、45％ほどが事業縮小す
る可能性を示しており、対策が求められる。
３）産業別の雇用と事業の動向
産業別の人手不足の状況、人手不足が今後の企業の事業
に与える影響を見ると、人手不足感は産業ごとに異なり、
特に建設業では、非常に困難を感じている（50.0%）
、多
少は感じている（37.0%）と、
両者をあわせて87％にも上っ

農林水産業

表４

人手不足と今後の事業動向

事業の縮小あり
3社
(11.5%)

事業の縮小なし
15社
(57.7%)

未回答
8社
(30.8%)

建

設

業

19社
(41.3%)

17社
(37.0%)

10社
(21.7%)

製

造

業

3社
(17.6%)

9社
(52.9%)

5社
(29.4%)

4社
(7.7%)

29社
(55.8%)

19社
(36.5%)

17社
(14.9%)

68社
(59.6%)

29社
(25.4%)

ていた。そのことは今後の経営に与える影響についても強

小売・卸売業

く表れており、事業縮小の割合については建設業が最も高

サービス業、その他

く、41.3%となっている（表５）
。

1社 (0.4%)

その他

表５

産業ごとの人手不足と今後の事業動向

Ⅳ．まとめ
上記の分析から、３つの結論となった。
１．人口減少の加速化に合わせた対応の必要性
 ５年前の調査と比べて人口減少はより進展しており、それに合わせた対策が必要である。社会環境、経済環境は、景気
回復とともに若干回復傾向にあるが、雇用対策については細やかな検討が必要である。
２．若手・中堅労働者の継続的な雇用に関する施策の必要性
 従業員の年齢構成や離職・採用の状況に関する分析から、20代、30代の正社員の継続的な雇用と人材の確保が重要で
あることが明らかとなった。新規採用を促進する施策とともに、離職を抑えるための施策として、単なる賃上げではない
総合的な支援が必要である。
３．人員確保に関する政策の推進
 人員確保を非常に困難に感じている企業は多く、それが事業規模の縮小に繋がる懸念が明らかとなった。そのため、人
材確保のための政策の推進は、地域の中小企業の持続可能性に大きく関わっており重要である。

問い合わせは、経済振興課 商工労働係まで。
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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57回

災害用伝言サービス

地震などの大きな災害が発生すると、被災地への電話が殺到し、回線が大変混雑するため、
つながりにくくなります。こうした通信の混雑の影響を避けながら、家族や知人との間で安否
の確認や避難場所の連絡等をスムーズに行うために、固定電話・携帯電話・インターネットで
伝言を残す「災害用伝言サービス」があります。いざという時、戸惑う事なくすぐに使えるよ
う、普段から家族や知人とキーとなる電話番号の確認等をし、準備しておきましょう。

❶災害用伝言ダイヤル（171）【※ボイス（音声）】
●

災害時に、固定電話、携帯電話・ＰＨＳ等の電話番号宛に安否情報（伝言）を音声で録音（登録）し、全国から
その音声を再生（確認）することができるサービスです。
■利用方法■
① １７１に電話をかける。
② ガイダンスが流れるので、希望する次の番号を入力する。
１「録音する」
２「再生する」
３「暗証番号を利用して録音する」 ４「暗証番号を利用して再生する」
③ ガイダンスが流れるので、連絡を取りたい被災地の方の電話番号を入力する。固定電話番号の場合は、
市外局番から入力する。
④ 伝言を録音もしくは録音した伝言を再生する。
⑤ ガイダンスの後、電話を切り終了する。

❷災害用伝言板（web171） 【※文章（文字）】
●

パソコンやスマートフォン等から固定電話や携帯電話・ＰＨＳの電話番号を入力して安否情報（伝言）の登録確
認を行うことができるサービスです。
■利用方法■
① https://www.web171.jpにアクセスする。
② 伝言を伝えたい家族や知人等の電話番号を、市外局番から入力する。
※全ての電話番号での登録が可能です。
③ 伝言を入力し、
「登録」をクリックする。
※確認する場合は、②の次に「確認」をクリックする。
携帯電話・スマートフォン災害用伝言板サイトのＱＲコードは、こちらです。

サイトアドレスは、
ＮＴＴタウンページ株式会社
からの提供だよ。防災タウン
ページも見てね！
NTTドコモ

au

●災害用伝言板
❸

ソフトバンク

【※文章（文字）
】

携帯電話・ＰＨＳのインターネット接続機能で、被災地の方が伝言を文字に
よって登録し、携帯電話・ＰＨＳの電話番号をもとにして、全国から伝言を確
認できるサービスです。
ＮＴＴドコモ http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi
ＫＤＤＩ（ａｕ） http://dengon.ezweb.ne.jp
ソフトバンク／ワイモバイル http://dengon.softbank.ne.jp

❹災害用音声お届けサービス
●

【※ボイス（音声）】

専用アプリケーションをインストールしたスマートフォン等の対応端末から、
音声メッセージを送信することができるサービスで、現在、ＮＴＴドコモ、Ｋ
ＤＤＩ（au）
、ソフトバンク、ワイモバイルの各社でサービス提供されています。なお、平成25年４月１日からは、
災害用音声お届けサービスを提供している通信事業間での音声メッセージの送付も可能になっています。
ＮＴＴドコモ「災害用キット」
ソフトバンク「災害用伝言板」

ＫＤＤＩ(ａｕ)「ａｕ災害対策」
ワイモバイル「災害用伝言板」

問い合わせ、総務課 防災係まで。
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中標津町成年後見支援センターのご案内
中標津町成年後見支援センターでは、高齢者や障がいのある方が不利益や権利の侵害を受けることがないように、
財産管理や医療・介護・福祉の手続きの支援など、権利擁護・成年後見制度に関する相談や利用のお手伝いをして
います。
中標津町成年後見支援センターは、中標津町社会福祉協議会内にあります。

＜事業内容＞

●相談対応
電話や窓口で、成年後見制度などに関する相談を
受け付けています。
受付日時：月曜日～金曜日（土・日・祝日・年末
年始はお休みです）
午前８時30分から午後５時15分まで

●市民後見人の養成と活動支援
市民後見人の養成研修講座や養成研修講座修了者
を対象とした研修を行います。
※市民後見人とは…
 研修を受けた地域の方が権利擁護の手助けをし
ます。中標津町成年後見支援センターの管理・監
督のもと活動します。

●手続き支援
成年後見制度の適切な利用ができるよう、手続き
の説明や助言などを行います。

●普及啓発
成年後見制度をより多くの方に知ってもらうため
に、説明会などを開催します。

こんなときにはこの制度を！…成年後見制度・日常生活自立支援事業
判断能力が常に欠けている～不十分
判断能力が十分でない
判断能力が十分にある
・日常の買い物の支払いが一人では難し
・公共料金などの支払
・これからのことが不安で、将来
い。
い忘れがあり、日常
支援してくれる人を今のうちに
・介護サービスや施設入所の契約内容が
生活に不安がある。
決めたい。
いいえ
理解できない。
など いいえ
など
・物忘れなどで、財産管理や契約が一人
では難しい。
など
はい

（成年後見制度）
法定後見制度
・すでに判断能力が不十分な方が対象と
なります。家庭裁判所に申立、本人の
判断能力に応じ、後見・保佐・補助の
３種類の支援内容に分けられます。被
成年後見人等の支援者が選任され、財
産管理や介護サービス・施設入所など
の契約手続きをお手伝いします。

はい

日常生活自立
支援事業
・生活支援員が訪問し
て、生活費の管理や、
必要な支払いをお手
伝いします。
・援助内容の契約を行
うため、契約能力の
ある方が対象です。

はい

（成年後見制度）
任意後見制度
・将来、判断能力が低下したとき
に備えて、財産管理や施設への
入所などの身上に関する手続き
などを代わりに行ってくれる人
を選んでおきます。
・内容や方法についてあらかじめ釧
路公証人合同役場で契約します。

相談・問い合わせは、中標津町成年後見支援センター（中標津町社会福祉協議会） ❸79-1231まで。

消費生活センターからのお知らせ

健康食品などをインターネット通販で購入するときにはご注意を
インターネットなどで健康食品やダイエット食品の広告をよく見かけます。体調が気になる、少しダイエットし
たいなどの理由で、
「初回○○○円ととても安い価格で載っていたので、ためしに注文してみたら定期購入になっ
ていた」などのトラブルの相談が寄せられています。
●みなさんへのアドバイス●
○注文をする前に利用規約をしっかりと読みましょう。
○広告、注文画面は最後まで見て定期購入が条件になっていないか、代金の支払、返品、解約の条件、連絡
先はどうなっているか確認しましょう。
※もしもトラブルになってしまったら、消費生活センターにご連絡ください。

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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重度心身障がい者・ひとり親・乳幼児医療費受給者証が変わります
８月の北海道医療給付事業制度の変更に伴い、現在お持ちの医療費受給者証が８月以降使用できなくなります。
重度心身障がい者・ひとり親医療費受給者には、交付（更新）申請書を送付しますので、７月６日㈮までに福祉
課（窓口⑤番）または子育て支援室（窓口④番）に提出してください。乳幼児医療費受給者証については、自動更
新のため申請書提出の必要はありませんが、平成30年１月１日以降に中標津町に転入された方は、前住所地の平
成30年度所得課税証明書の提出が必要です。なお、更新後の新しい受給者証は、７月末に発送予定です。
【例】乳幼児医療費受給者証 乳初 の場合

（新）平成30年８月１日から

（旧）平成30年７月31日まで
受給者番号が
変わります

新しい有効期限は
平成30年８月１日から
３１年７月３１日までと
なります。

福祉課 福祉支援係
問い合わせは、子育て支援室
子育て給付係 まで。

民泊新法・北海道民泊条例

が施行されます！

６月15日に住宅宿泊事業法（民泊新法）が施行されます。
この法律の施行により、都道府県などに届出をすることで、一定のルールの
下で年間180日まで自宅やマンションの空き部屋に有料で人を泊めることがで
きるようになります。また、いわゆる「ヤミ民泊」と言われる無届けの民泊営
業に罰則規定を設けるとともに、チェックイン時に本人確認を義務付けるな
ど、民泊の適正な遂行を行うためのルールを明確にします。
北海道においては、安全面の配慮や生活環境の悪化の防止などの観点から、
北海道住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例（北海道民泊条例）を同日付けで施行し、民泊サービスに一部制限を
設けることとしており、本町においても学校周辺などに一部制限区域を定めています。詳しくは道ホームページ「北
海道民泊ポータルサイト」からご確認をお願いします。
【北海道民泊ポータルサイト】
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kkd/minpaku/portal.htm
なお、民泊サービスを営もうとする場合は、
「北海道民泊ポータルサイト」内からアクセスする「民泊制度運営シ
ステム」を使用し届出をするか、北海道経済部観光局民泊グループあてに届出書を郵送・持参する必要があります。
民泊の実施、届出などに関しては、北海道経済部観光局民泊グループまでお問い合わせください。
【住 所】〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁８階
【電 話】 011-206-6597 【FAX】 011-232-4120
民泊に関する苦情、通報は専用コールセンターまでご連絡ください。
【電 話】 011-211-2388 【受付時間】午前９時～午後９時（年中無休）

問い合わせは、経済振興課 観光振興係まで。
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中標津町特定不妊治療費助成事業のお知らせ
中標津町では、特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）を受けているご夫婦の経
済的負担の軽減を図るため、治療にかかる費用の一部を助成しています。
特定不妊治療費助成事業は、北海道において助成がおこなわれており、中標津町
では治療にかかる自己負担額から北海道の助成額を引いた残りの額について、５万
円を上限として助成することとしています。特定不妊治療に至る過程として男性不
妊治療を行った場合も対象となります。
【対

【助

象】 ①～④全てに該当する方

成】

①北海道特定不妊治療費助成交付を受けた方

 １回の治療にかかった費用が北海道の

②夫婦の一方または双方が中標津町に住民登録をしていること

助成額を超えた場合、自己負担分を助成

③他の市町村で同じ治療に対して助成を受けていない方

の対象としています（各上限５万円）
。

④町税等を完納している方

詳しくは、中標津町保健センター 健康推進課 母子健康係 ❸７２－２７３３まで。

中標津町自治基本条例を一緒に見守りませんか？
～中標津町自治推進会議委員を募集しています～

平成24年４月１日に、自治体の仕組みの基本ルールを定めた中標津町自治基本条例が施行されました。この条
例を検証するため、
「自治推進会議」を設置しています。
この会議は、町民・議会・行政のあり方と役割、情報共有、行政への町民参加、協働の取組等、条例の運用状況
や条例内容との整合性を検証し、条例改正等への提言をいただくことが重要な役割となっています。
町民・議会・行政が一体となり、中標津町自治基本条例を推進するため、会議の委員を募集します。任期は、平
成34年３月31日までの予定です。
報酬はありませんが、自治基本条例に対する想いをお聞かせください。
応募条件

⑴

町内に在住または町内で働き、学ぶ20歳以上の方

⑵

年３回程度の会議に参加できる方

※会議は平日の夜を予定

募集人数

１名（選考基準に基づき選考します）

申込方法

役場、計根別支所、文化会館に設置しているチラシ裏面の応募申込書に必要事項を記
入のうえ提出してください。
※メールでの受付もしています。詳しくは町ホームページをご覧ください。

募集期間

６月29日㈮まで。

申し込み・問い合わせ、企画課 行政改革・協働推進係まで。
広告
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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

についての「現況届」の提出が義務付
けられています。対象者
（手当受給者）
へ現況届の用紙を送付しますので、７
月２日㈪までに提出してください。
※今年５月以降に児童手当を申請した
方（出生・転入等）は、今年度は現
況届を提出する必要はありません。
詳しくは、子育て支援室 子育て給
付係まで。

特定疾患等患者
通院交通費補助について

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
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（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）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）
。
※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
幼児分
・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１月１日から平成30年６
月30日までの通院分
申請受付期限 ８月31日㈮
詳しくは、福祉課 福祉支援係まで。

６月定例会の開催予定について

日
場

時 ６月18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。

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。６月～８
月の予定は次のとおりです。
開 催 日 ①ストリングチーズ
６月29日㈮
②ゴーダチーズ
７月30日㈪
③ソーセージ ８月28日㈫
時
間 午前10時30分から
午後３時30分まで
（チーズ）
（ソーセージ）
午後２時まで
※終了時間は多少前後あり
費
用 チーズ 2,076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
合です。参加人数により多
少変更があります。
募集期間 ①６月４日㈪～15日㈮

②７月２日㈪～13日㈮
③８月１日㈬～10日㈮
※各回、定員になり次第締
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。

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募集して
います。10月末まで利用でき、町内
に居住する（住民票を有する）方なら
どなたでも利用することができます。
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。

「食の商品力強化＆生産管理セミナー
in 中標津」を開催します

北海道根室振興局、地方独立行政法
人北海道立総合研究機構産業技術研究
本部食品加工研究センター及び「中標
津素材感覚」では、魅力的で競争力の
ある商品づくりを支援する専門家によ
るセミナーを開催します。
開 催 日 6月28日㈭
講
演 午後１時～午後３時25分
個別相談 午後３時30分～
午後５時10分
対
象 食品の製造・販売事業者や
関心のある方（参加無料）
場
所 中標津経済センター
２階多目的ホール
申込締切 ６月11日㈪
申し込み・問い合わせは、北海道根
室振興局 産業振興部 商工労働観光課  
❸0153-23-6829まで。

集落協定を公表します

中標津町では平成27年度より中山
間地域等直接支払制度（４期対策）を
実施しています。
この制度は、農業生産条件が厳しい
地域への対策として、耕作放棄を防止
し、水源の涵養（かんよう）や景観の
維持など農業の持つ多面的な機能を維
持するため、耕作面積に応じて交付金
を支払う制度です。
この制度の具体的な事業内容は集落
で策定する協定に記載されていますの
で、本制度の透明性を確保する観点か
ら、次のとおり協定内容と平成29年
度の実施内容を公表します。
公表期間 ６月４日㈪～29日㈮
（土・日曜日は除く）
公表時間 午前８時30分～午後５時15分
公表場所 農林課（窓口⑦番）
問い合わせは、農林課 農務係まで。

中標津町国民健康保険事業の
健全運営について

くらしの広場
June

関する協議会委員を募集しています。
この協議会は、国民健康保険事業の
健全な運営を確保するため、被保険者
を代表する委員など９名にて組織され
ています。
今般、被保険者を代表する委員に欠
員が生じたことから、委員を公募しま
す。任期は平成31年３月31日までで
す。被保険者の方の応募をお待ちして
います。
報
酬 日額7,300円
応募用件 ①本 町に住所を有する20
歳以上で中標津町国民健
康保険加入の方
②年２～３回程度の会議に
出席できる方（会議は平
日の日中を予定）
申込方法 役場、計根別支所に設置し
ているチラシ裏面の応募用
紙に必要事項を記入のうえ、
提出してください。
※メールでの受付もしてい
ます。詳しくは町ホーム
ページをご覧ください。
募集締切 ６月21日㈭
申し込み・問い合わせは、住民保険
課 国保・高齢者医療係まで。

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。

根室管内消防団員技能競技
訓練大会の開催について

北海道消防協会根室地方支部主催で
根室管内１市４町の消防団員が、技能
技術の向上と体力練成を目的とする技
能競技訓練大会が中標津町で開催され
ます。
日
時 ６月10日㈰
午前９時30分～午後１時
場
所 中標津消防署庁舎前
競技内容 小型動力ポンプで消火技術
を競う競技など４種目
詳しくは、中標津消防署消防団係  
❸72-2181まで。

中標津町国民健康保険事業の運営に
中標津町役場

７３―３１１１

6

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

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）
申し込みは、中標津町保健センター
❸72-2733まで。

「女性の健康相談
（予約制）
」の
ご案内

妊娠・出産・子育ての悩み、思春期
国民健康保険加入の方の個別健診を、
や更年期の健康に関する悩みなど、女
次の医療機関で実施しています。
性の心身の健康に関する相談について、
対
象 中標津町国民健康保険加入
「女性の健康相談（予約制）」を開設し
の40～74歳の方
ます。
医療機関・予約方法
開 設 日
・石田病院  ❸72-9112
石田病院へご予約ください。
６月13日
11月14日
・富沢内科医院
７月11日
12月12日
予 約は不要です。食事をとらずに、
診療時間内に受診してください。
８月８日 平成31年１月９日
・町立中標津病院 ❸72-8200
９月12日
２月13日
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
10月10日
３月13日
釧路がん検診センターへご予約くだ
開設時間 午後１時～午後３時
さい。❸0154-37-3370
場
所 中標津保健所 ２階診察室
料
金 無料
対 応 者 保健師
実施期間 平成31年３月31日まで
申込締切 相談日前日まで
注意事項 受 診の際には、
「特定健康
そ の 他 「女性の健康相談」以外で

診査受診券」と「健康保険
も、随時、保健師による電
証」が必要です。
話・来所相談を実施してい
問い合わせは、中標津町保健セン
ます。
ター  ❸72-2733まで。
申し込みは、北海道中標津保健所
健康推進課 健康支援係   ❸72-2168
骨粗鬆症検診のお知らせ(７月分)
まで。
実施期間 ７月３日㈫～31日㈫
毎週火～金曜日
「精神保健福祉遠隔相談事業」の
（午前10時30分～午前11時）
ご案内
対
象 20歳以上の方
こころの健康に関する悩みについて、
内
容 問診、骨密度測定（腰椎・
北海道立精神保健福祉センターの精神
大腿（太もも）骨）
、診察
科医によるテレビ電話相談を実施しま
料
金 2,600円
す。
（70歳以上 1,300円）
開 設 日
国民健康保険加入の方・後
期高齢者医療保険の方・生
６月28日
11月22日
活保護受給の方：無料
７月26日
12月20日
定
員 １日２名
実施場所 町立中標津病院 整形外科
８月23日 平成31年１月24日
申込締切 ６月20日㈬
９月27日
２月28日
申し込みは、中標津町保健センター  
❸72-2733まで。
10月25日
３月14日

子宮頸がん検診のお知らせ（７月分）

実施場所
実施期間

受付時間

対

象

内

容

料

金

15

町立中標津病院
産婦人科外来
古野医院
町立中標津病院
７月２日㈪～31日㈫
月～金曜日
(申込締切６月20日)
古野医院
水曜日・祝日以外の診療日
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
20歳以上の女性
（検診の間隔は２年に１回）
頸部細胞診
膣エコー検査
（希望者のみ）
頸部細胞診 2,200円
（70歳以上 1,100円）
膣エコー検査 1,000円

中標津町役場

７３―３１１１

開設時間

午後１時30分～
午後４時30分
場
所 中標津保健所 ２階診察室
申込締切 相談日７日前（前週木曜日）
まで
そ の 他 保健師による相談は、随時
受け付けています。
申し込みは、北海道中標津保健所
健康推進課 健康支援係   ❸72-2168
まで。

税

金

６月は国民健康保険税（第１期）、町道民税
（第１期）の納期です【納期限は７月２日】

国民健康保険税、町道民税（普通徴
収）の納税通知書は、６月中旬から随
時普通郵便により送付します。もし、
届いていないという方がいましたら下
記担当まで連絡ください。
計根別支所

７８―２２１１

【担 当】
国民健康保険税
～住民保険課 国保・高齢者医療係
町道民税～税務課 住民税係
今月納期分の指定口座からの振替日
は７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。
固定資産税第１期及び軽自動車税
の納期がすでに経過しています。
納期限を過ぎた税は「滞納」となり
ます。もう一度お手元の納付書をお確
かめのうえ、納付されていない方は早
急に納めましょう。
＜休日・夜間相談窓口＞
夜間相談日
６月18日㈪ 午後６時～午後８時
休日相談日
６月24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。
町税・国民健康保険税の納付には、
口座振替(自動振込)が便利です。ご希
望の町内の金融機関に申し込みくださ
い。手続きに１ヶ月程度かかりますの
で早めの手続きをお願いします。

一

般

年金相談所開設のお知らせ

開設日時
７月３日㈫ 午後１時～午後５時
７月４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 ７月17日㈫
午前10時30分～午後３時
場
所 中標津町役場
担当弁護士 木名瀬 広暁 弁護士
申込受付 ７月２日㈪から先着順に受
付。定員になり次第締め切
り。
定
員 ７名
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る。
詳しくは、生活課 交通町民相談係
まで。

児童手当現況届の提出を

児童手当を６月分以降も引き続き受
給するためには、６月１日現在の状況
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ニ
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ュース
ュ
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ュ
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中標津自動車学校では、毎年町内
全学校の児童生徒を対象とした交通
安全教室を実施しており、８日には
俵橋小学校の児童11名が訪れまし
た。
教室で交通ルールやマナーなどを
学んだ後、実際に学校内のコースで
横断歩道の渡り方などを実践しまし
た。

５月

８
日

俵橋小学校交通安全教室

日

開陽台展望館オープン

ゴールデンウイークの４月29日、
開陽台展望館が今季の営業を開始し
ました。
もや
朝のうちは靄がかかっていました
が、しだいに晴れ渡り、初の試みと
なる展望館屋上でのライブイベント
が開催されたこともあり、1,051
名もの方々が開陽台を訪れました。
開陽台展望館は、10月31日まで
の営業を予定しています。
（展望館
屋上は通年開放）

de

●主要施策概要
（予算説明書）
を作成しました●
平成30年度主要施策概要（予算説明書）
「よくわかることしの中標津（まち）づくり」
ができました。
これは、町民の皆さんに町の事業や予算状況などをお知らせし、町政についてさらに理
解していただくために作成したものです。
中標津市街地の新聞購読されている方は６月上旬、新聞未購読の方は６月末頃、中標津
市街地以外については６月上旬の配付となりますので、ぜひご覧ください。
また、役場・計根別支所にも置いていますので、ご自由にお持ち帰りください。

平成30年

6

問い合わせは、企画課 企画調整係まで。
４月30日現在住民登録人口
町の人口
男
女
世 帯 数
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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。

23,496（＋215）
11,496（＋139）
12,000（＋ 76）
11,168（＋156）
（

65歳以上の人口

誕生 23人

5,867人（高齢化率25.1％

死亡 15人

転入 351人

）内は前月比

介護保険課調）

転出 144人

