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よーいスタート！
　今年で第10回目を迎えた「なか
しべつ330°開陽台マラソン」。
　ランナーは家族や友人の声援を受
けながら、西村町長の号砲で一斉に
走り出しました。
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　歳出決算額は149億3,616万円で、前年度に比べ6,795万円の減少となりました。歳出決算額を性質別に分類する
とその内訳は上表のとおりですが、前年度に比べて減少した主な要因は、次のとおりです。

　○投資的経費…�教育施設等の公共施設の整備に要する経費などの減少により、２億3,860万円減少しました。
　○そ の 他…�維持補修費や基金への積立金が減少したことから、1,426万円減少しました。
　○扶 助 費…児童手当受給対象者の減少や障害児通所給付費の減少により、1,889万円減少しました。

　　　　 152億1,115万円　　　　　 　　　　149億3,616万円
　翌年度へ繰り越す事業の財源　2億7,499万円

　実質収支（※２）　2億6,829万円（※３）

※２　実質収支は、その年度の黒字または赤字の状況です。
※３　この黒字額は、平成30年度に生じる新たな問題に対応するための財源などとして活用する予定です。

公共施設の管理委託および
維持補修（道路の除排雪を
含む）に要する経費、基金
への積立金、貸付金など

町職員および特別職の給与、議
員および各種委員の報酬など 社会保障制度として、

高齢者、児童、障がい
者などに対して行って
いる扶助（援助）

長期に借り入れ
た町債（借金）
の返済金

学校、総合文化会館、
公営住宅など、公共施
設の整備に要する経費

病院事業会計への繰出金、各種
団体活動および事業活動への補
助金、消防やごみ処理などを行
う一部事務組合への負担金など

特別会計の収支補てんなどの
ために一般会計から特別会計
へ資金を移すためのもの

その他
27億4,105万円

（18.4%）

人件費
19億5,619万円

（13.1%） 扶助費
11億2,402万円

（7.5%）

公債費
15億8,516万円

（10.6%）

投資的経費
33億3,309万円

（22.3%）

補助費等
30億8,872万円

（20.7%）

繰出金
11億793万円

（7.4%）

【歳出(支出)の特徴】

歳　出（支出）

平成29年度収支の状況
歳出総額

149億3,616万円

町の決算状況について
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　　　　 152億1,115万円　　　　　 　　　　149億3,616万円
　翌年度へ繰り越す事業の財源　2億7,499万円

　実質収支（※２）　2億6,829万円（※３）

　町はその年度が始まる前に、一年間にどのくらいのお金が入ってきて（歳
入）、どのような仕事にどれだけのお金を使うか（歳出）を決めています（こ
れを「予算」と言います）。
　しかし、年度途中における災害や大雪に伴う除排雪など、予算の時に予
測することができなかった問題に対応するため、何度か予算を変更しなが
ら一年間のお金をやりくりしています。
　そして、実際に一年間で入ってきたお金はいくらあったのか、また、何
にいくら使ったのか、その状況を表したものが「決算」です。
　今回は平成29年度普通会計（※１）の決算の状況について、その概要
をお知らせします。
　※１　普通会計＝�統計上の公表に用いられる会計区分で、本町の場合、

一般会計と町営牧場特別会計を合わせたものが普通会
計になります。 ※２　実質収支は、その年度の黒字または赤字の状況です。

※３　この黒字額は、平成30年度に生じる新たな問題に対応するための財源などとして活用する予定です。

学校、総合文化会館、公営住宅の整備
など、多額の費用をまかなうために借
り入れた資金（借金）

町が行う事務・事業に必要な
経費の一部または全部を国・
道が支出するもの

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

各種事業実施に伴う受益
者からの負担金や学校給
食費の保護者負担金、町
内外の方から寄せられた
寄附金、前年度からの繰
越金など

基金（町の貯金）
からの取り崩し金

国・都道府県が徴収した税が
一定の基準で分配されるもの
・地方譲与税
・地方消費税交付金　など

　歳入決算額は152億1,115万円で、前年度に比べ7,444万円の減少となりました。内訳は上表のとおりですが、前
年度に比べて減少した主な要因は、次のとおりです。

　○地方交付税…�町民税、固定資産税などの地方税の増収により、１億4,745万円減少しました。
　　　　　　　　町税等の収入が増えると、地方交付税は減少する仕組みとなっています。
　○町　　　債…�総合文化会館の整備などに要する経費は増加しましたが、教育施設や市街地道路などの公共施設の整

備に要する経費が前年度に比べ減少したため、８億248万円減少しました。
　○そ の 他…�貸付金元利収入や受託事業収入が前年度よりも減少したことに伴い、8,697万円減少しました。

町債
14億2,537万円

（9.4%）

国・道支出金
35億2,825万円

（23.2%）

地方交付税
46億3,942万円

（30.5%）

その他
7億6,812万円

（5.1%）

繰入金
5億1,555万円

（3.4%）

譲与税･交付金
7億8,169万円

（5.1%）

【歳入(収入)の特徴】

平成29年度

歳　入（収入）

平成29年度収支の状況
歳入総額

152億1,115万円

町民の皆さんが納めた税金

公共施設などに係る利用料
金および証明書などの発行
に係る手数料など

町税
32億1,605万円

（21.1%）

使用料・手数料
3億3,670万円

（2.2%）

決算概要（普通会計）

町の決算状況について
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　平成29年度の町全体の決算額については、左図のとおり総額265
億5,918万円で前年度と比較すると２億1,097万円の減少となりま
した。
　普通会計において決算額が減少した主な要因は、教育施設等の公
共施設の整備に要する経費や基金への積立金の減少などによるもの
です。町の財政運営は依然として厳しい状況ではありますが、子育
て環境の充実や保健・医療・福祉施策の推進、産業振興、環境対策、
教育環境の充実、観光振興、安全・安心なまちづくりなどの課題に
対し、「第６期中標津町総合発展計画」に沿って、シンボルテーマ
である「空とみどりの交流拠点・中標津　～住みやすさNo.1のま
ち～」の実現に向け、将来を見据えた財政運営に努めています。

　町ではこれまで、厳しい財政状況の中で景気対策や基盤整備のために借入金を有効に活用してきました。平成29年度の
普通会計では、中学校校舎改修や公営住宅、総合文化会館の整備に要する費用などをまかなうため、新たに19億1,987万
円の町債を借り入れました。特別会計・企業会計を合わせた町全体の借金残高は、304億4,261万円（対前年度２億9,148
万円減）となり、町民１人あたりに換算すると約129万５千円となります。

・�例えば、学校の建て替えに20億円の支払いが必要となった場合、一度に支払っ
てしまうと、小学校、中学校の運営管理、ごみの回収、道路の維持管理などに
必要なお金が足りなくなってしまうので、長期にわたる借金によって多額の資
金をまかなっています。
・�公共施設の整備に必要なお金は、すぐに使う人も将来使う人も平等にみんなで
支払っていくことにより、世代間にわたる負担の公平性が保たれています。

財政調整基金～�災害等の緊急的な財政需要に対応するため
の基金

減 債 基 金～�借金を償還するときなどに用いるための基金
そ の 他 特 定～�ＪＲ代替輸送確保基金、地域振興基金、地目 的 基 金　域福祉基金、総合体育館建設基金、ふるさ
　　　　　　　と応援基金など

　災害等の緊急対応や公共施設の整備などのために積み立
て活用してきた貯金の残高は、財政調整基金を２億円取り
崩したことなどにより、平成29年度末で35億6,026万円
（対前年度４億4,405万円減）となり、町民１人あたりに
換算すると約15万円となります。

町の財政の現状についてご説明します

中標津町の町債（借金）残高の推移

普通会計 特別・企業会計

167億円

122億円

183億円

124億円

157億円

121億円

H28 H29H25 H26 H27

174億円

123億円

183億円

121億円

財政調整基金 減債基金 その他特定目的基金

中標津町の基金（貯金）残高の推移

23.6億円

11.5億円

6.5億円

23.2億円

12.5億円

6.0億円

21.5億円

16.0億円

6.5億円

H28 H29H25 H26 H27

22.5億円

11.8億円

6.1億円

20.5億円

4.3億円

10.8億円

町民１人あたりの町債現在高

120.4万円

H28

129.5万円 129.5万円

114.4万円

H29H25 H26 H27

124.3万円

町民１人あたりの基金残高

H28 H29H25 H26 H27

17.3万円 16.9万円

18.9万円

16.9万円

15.1万円

一般会計・牧場会計の合計

国保会計・後期高齢者医療
会計・介護保険会計・下水
道会計・簡易水道会計の合
計

病院会計・水道会計の合計

決算（歳出）総額
265億5,918万円
（対前年度　▲0.8%）

普通会計
149億3,616万円
（対前年度　▲0.5%）

特別会計
61億7,995万円
（対前年度　0.6%）

企業会計
54億4,307万円
（対前年度　▲3.2%）

会計別決算状況

なぜ
借金をするの？
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　介護保険は、加齢等により介護が必要となった人が尊厳をもって、その人の持っている能力に応じて自立した日常生活を
送ることができるように、高齢者等の介護を社会全体で支え合う制度です。
　その運営については、在宅や施設でのサービス費（保険給付費）の半分を保険料（第１号被保険者22％・第２号被保険
者28％）で、残り半分を国25％（施設等分は20％）、
道12.5％（施設等分は17.5％）、町12.5％の負担に
より支えられています。
　介護が必要と認定された人数は、平成29年度末現
在820人と、平成28年度末に比べ24人の増加となっ
ており、今後も高齢者人口の増加に伴い増えることが
予想されます。
　平成29年度決算の収支状況は、歳入14億6,942万
円、歳出14億3,003万円の、差し引き3,939万円と
なり、国、北海道、支払基金から交付された負担金や
交付金の超過交付分として翌年度精算による返還分の
948万円を平成30年度へ繰り越し、残りの2,991万円
を介護給付費準備基金に積み立て、今後保険給付費が
不足した場合の財源に充てることにしています。
　なお、第１号被保険者の保険料の額は３年ごとに見
直され、平成29年度の保険料の額は、平成27年度か
ら平成29年度までの保険料の額となっています。
＊�第１号被保険者（65歳以上の方）の保険料は、年
金からの天引きか納付書での納付により収納されま
す。
＊�第２号被保険者（40歳～64歳の方）の保険料は、
加入している医療保険の保険料に上乗せされ、医療
保険者から社会保険診療報酬支払基金を経由して町
に交付されます。

○保 険 事 業 勘 定～�被保険者資格管理、保険料の賦課徴収、要
介護認定・調査、保険給付等介護保険の運
営、地域支援事業に係る勘定科目

○サービス事業勘定～�居宅介護予防支援事業等の運営に係る勘定
科目

介
護
保
険
事
業
特
別
会
計

平成29年度決算額

　後期高齢者医療制度は、将来にわたって安心して医療を受けることがで
きるよう高齢者の方にかかる医療費の財源を明確にし、社会全体で支え合
うための制度として創設されました。
　運営主体は、都道府県ごとにすべての市町村が加入する広域連合（北海
道は北海道後期高齢者医療広域連合）です。
　対象となるのは、75歳以上の方（75歳の誕生日から加入）および65歳
から74歳で一定の障がいのある方（申請し、広域連合の認定を受けた日
から加入）で、平成30年３月末現在で被保険者数2,760人（75歳以上2,657
人、65歳から74歳で一定の障がいのある方103人）となっています。
　町では、保険料の徴収、各種申請や届出の受付、被保険者証の引渡し等
の窓口業務を主に行っています。

※歳入歳出の差し引き額71万円は翌年度に繰り越します。

後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

平成29年度決算額
歳　　　　　　　入 歳　　　　　　　出

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料
繰 入 金
繰 越 金
そ の 他

1億6,914万円
7,608万円
82万円
106万円

総 務 費
北海道後期高齢者医療広域連合納付金
諸 支 出 金

1,341万円
2億3,192万円

106万円

合　　　　　　計 2億4,710万円 合　　　　　　計 2億4,639万円

歳　　　　　入 歳　　　　　出
【保険事業勘定】

保 険 料
国 庫 支 出 金
支払基金交付金
道 支 出 金
一般会計繰入金
準備基金繰入金
繰 越 金
そ の 他

3億�  167万円
3億1,095万円
3億8,200万円
2億�  240万円
2億3,865万円
2,101万円
249万円
91万円

総 務 費
保 険 給 付 費
（�要介護認定者等
に対して行われ
た介護サービス
に係る費用）
地域支援事業費
そ の 他

5,765万円
12億9,683万円

6,769万円
393万円

小　　　計 14億6,008万円 小　　　計 14億2,610万円
【サービス事業勘定】

サービス収入
繰 越 金
そ の 他

704万円
229万円
1万円

事 業 費 393万円

小　　　計 934万円 小　　　計 393万円
合　　　計 14億6,942万円 合　　　計 14億3,003万円



6

国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計

簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計

　国民健康保険は、加入されている方が健康的な
生活を送るための医療保険制度のひとつです。
　平成30年３月末現在の加入状況は、3,350世
帯、被保険者数は6,042人で、前年度対比（被保
険者数）は約7.5％の減少となっています。
　平成29年度決算の収支状況は、財政調整基金
（医療費増加に備えた貯金）の繰り入れ7,644万
円を含めた、歳入30億6,008万円に対し、歳出
29億1,619万円となり、差し引き１億4,389万
円は、２分の１にあたる7,194万円を財政調整基
金へ積み立て、残りを平成30年度へ繰り越します。
　医療費の状況としては、加入者の年間１人当
たり医療費は、298,234円で、前年度対比では
約8.1％の増加となりました。平成30年度からは、
北海道が財政運営の責任主体として市町村と共

に事業を運営していくこととなり、市町村は加入者の方の身近な窓口として引き続きがん検診、特定健康診査の受診率の向
上、保健指導を推進し、生活習慣病（がん、心臓病、脳卒中など）の早期発見、早期治療など健康の保持、増進を図り、健
全な事業の運営に努めます。

平成29年度決算額
歳　　　　　入 歳　　　　　出

国民健康保険税 7億7,232万円 総 務 費 8,807万円
国 庫 支 出 金 5億2,644万円 保 険 給 付 費 15億2,103万円
療養給付費交付金 1,446万円 後期高齢者支援金 3億4,389万円
前期高齢者交付金 4億8,624万円 前期高齢者納付金 129万円
道 支 出 金 2億4,787万円 介 護 納 付 金 1億3,933万円
共同事業交付金 6億4,283万円 共同事業拠出金 7億8,122万円
繰 入 金 2億8,676万円 保 健 事 業 費 1,527万円
そ の 他 8,316万円 そ の 他 2,609万円
合　　　　計 30億6,008万円 合　　　　計 29億1,619万円

下
水
道
事
業
特
別
会
計

　下水道は、生活環境の向上および河川等の水質
保全を目的とした施設です。
　当町の下水道事業は、昭和60年度の供用開始
から33年が経過し、水洗化率は全道平均並みの
91.9％となっています。現在は下水道施設の維
持管理および老朽化に伴う改修・更新を計画的に
行っています。
　また、下水道施設整備の際に借り入れした公債
費の一部を使用料でまかなうことは、相当の負担
となるため、軽減策として町からの繰入金で補て
んしていますが、近い将来において使用料のみで
運営を行うことを目標として効率的な下水道事業
の経営に努めていきます。

【主な歳出の内訳】
　◆建　　設　　費…�西町通下水道管移設工事、中標津下水終末処理場管理棟建築機械・電気設備更新工事など
　◆管渠維持管理費…汚水管清掃、マンホール・公共桝等修繕、不明水対策工事など
　◆施設維持管理費…中標津下水終末処理場、計根別及び養老牛温泉浄化センターに係る維持管理費・修繕費など
　◆公　　債　　費…借入金の元金および利子の償還金

平成29年度決算額
歳　　　　　入 　歳　　　　　出

下 水 道 使 用 料
受 益 者 負 担 金
国 ・ 道 補 助 金
繰 入 金
町 債
そ の 他

3億4,847万円
241万円

1億7,532万円
3億4,564万円
1億6,840万円

385万円

建 設 費
管渠維持管理費
施設維持管理費
公 債 費
水 洗 化 普 及 費
一 般 管 理 費

2億9,517万円
2,889万円

2億1,923万円
4億6,942万円

11万円
3,127万円

合　　　計 10億4,409万円 合　　　計 10億4.409万円

　簡易水道は、中標津市街地および俵橋地区を除く広範囲を給水区域として、平成16年度より独立した会計（特別会計）
で運営しています。
　簡易水道事業の対象となる給水人口は、平成30年３月末現在で2,884人（1,191世帯）、平成29年３月末現在との比較で
は18人減（19世帯増）となっています。運営の主たる財源は、各地区にお住まいの方々の簡易水道使用料でまかなってい
ますが、施設改修等の財源として財政調整基金の取り崩しを行い、公債費（借入金の償還金）の財源の一部については、一
定の基準に基づく町からの繰入金を充てています。歳入歳出の差し引き額109万円は、今後の公債費や緊急災害時の整備財
源として基金に積み立てます。
　また、簡易水道事業の対象地区は早くから整備した地区もあり、施設や老朽管の改修等が必要な地区もありますので、今
後も年次計画による改修・更新を行い、安定した水の供給に努めます。

【主な事業の概要】
◆�道営畑地帯総合整備事業（ケネカ地区�H19～）
　�配水系管路改修　L=10,735ｍ　給水管接続など
◆�水道施設維持管理委託業務
　浄水場第三者法定委託
◆�配水施設整備事業
　西竹38線連絡道路配水管改修実施設計・工事
◆�浄水施設更新事業
　中標津町水道施設監視用電気設備更新工事など

歳　　　　　入 歳　　　　　出
使用料及び手数料
財 産 収 入
繰 入 金
諸 収 入
町 債

1億3,094万円
1万円

7,485万円
1,244万円

3億2,610万円

総 務 費
簡易水道事業費
基 金 積 立 金
公 債 費

950万円
4億2,314万円

1万円
1億1,060万円

合　　　計 5億4,434万円 合　　　計 5億4,325万円

平成29年度決算額

※歳入歳出差し引き額109万円は平成30年度にて基金に積み立てます。
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問い合わせは、福祉課 福祉支援係または子育て支援室 子育て給付係まで。

　平成30年８月からの北海道医療給付事業制度の変更に伴い、該当される方
へ新しい受給者証を７月末に送付しました。

●重度心身障がい者・ひとり親の方
　６月に送付した更新申請書をまだ提出していない方は、至急福祉課（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。未提出のままが続くと、新しい受給者証が発行されません。

●乳幼児等医療費受給者証について
　小学生の年齢のお子さんには、受給者証の交付はしていませんが、入院の場合は医療費の助成が受けられます。
必要な方は受給者証の交付申請の手続きをしてください。ただし、交付には保護者の方の所得要件があります。

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した

新しい有効期間は　平成30年８月１日　から　平成31年７月31日までです。

乳初乳幼児医療費受給者証　　　の場合

◆重度心身障がい者該当の方
　…訪問看護利用の場合でも受給者証を使用できます。
◆ひとり親該当の母または父の方
　…お子さんと同様に、北海道内全域の病院・薬局で受給者証を使用できます。
◆乳幼児該当の方
　…これまでは町内のみでしたが、北海道内全域の病院・歯科医院・薬局で受給者証を使用できます。

※�これにより、役場窓口での払い戻し手続きが不要となりますので、必ず医療機関窓口に提示してください。
　�ただし、複数の病院に受診して月額自己負担限度額を超えた場合や受給者証を忘れた・紛失した、北海道外
の医療機関に受診した等により医療機関で受給者証を使用しなかった場合は、後日（翌月以降）申請により
役場窓口での払い戻しが可能です。

平成30年８月からの主な変更点について

おもて う　ら

30　　  ８　　 １

31　　  ７　　 31
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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

問い合わせは、知床･地方版図柄入りナンバー導入検討協議会事務局（羅臼町役場企画振興課）　❸0153-87-2114まで。

１．応募期間　　8月12日㈰　午後５時30分まで　※期日厳守
２．応募者資格　�日本在住の個人（国籍・年齢・経験・受賞歴の有無等は

問いません）
３．デザインの条件
　・�「知床」または「知床ナンバー導入地域７町」の特色を表現し、地域振興・

観光振興に資するもの
　・�知床ナンバー導入地域の魅力アップに繋がり、地域の方が愛着や喜び

を感じられるもの
　・自作かつ未発表のデザインであること　など
４．応募作品　　１人３点まで
５．応募方法　　デザイン案を手書きまたはデジタルデータにより作成し、応募用紙とともに提出してください。
　　《手書きの場合》「手書・ワード用指定様式」に、フルカラーで描いてください。
　　《デジタルデータの場合》「デジタルデータ指定様式（ＡＩファイル）」によりフルカラーで制作してください。
６．提出方法　　郵送・持参、電子メールのいずれかの方法で下記まで提出してください。
　　《提出先》〒086-1823　北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83　羅臼町役場企画振興課あて
　　　　　　　メールアドレス　kikaku.r@rausu-town.jp
７．選考方法
　　�応募作品の中から選考委員会が候補数点を絞り込み、知床ナンバー導入地域の住民によるアンケートなどを参考

に、選考委員会・協議会による審査を経て最優秀賞と優秀賞を選出、最優秀賞作品を提案デザインとします。
８．結果発表　　11月頃を予定
９．入賞作品　　最優秀賞（１作品）10万円・副賞　　優秀賞（２作品）２万円・副賞

※�「デザイン募集要項」、「応募用紙」、「手書・ワード用指定様式」は、中標津町ホームページからダウンロード、ま
たは経済振興課（窓口⑥番）で受け取れます。なお、「デジタルデータ指定様式（ＡＩファイル）」は、町ホームペー
ジからのダウンロードのみとなります。

　根室管内４町とオホーツク管内斜里町・清里町・小清水町の７町で構成
する「知床・地方版図柄入りナンバー導入検討協議会」では、現在、知床
ナンバーの図柄デザインを一般公募しています。世界自然遺産「知床」周
辺地域に根ざす住民が愛着や誇りを持てるような素晴らしいデザインに繋
がるよう、皆さんからの応募をお待ちしています。

応募について　※デザイン募集要項より抜粋

※
イ
メ
ー
ジ

地域包括支援センターからのお知らせ 介護予防教室 体いきいき教室
　高齢者の方がいつまでも自分らしく活動的な生活を送るためには、転ばない体づくり・健康な体づくりが大切で
す。寝たきりや重度の介護状態も、はじまりは「つまづいたり、転んだりしやすくなった」「むせやすくなった」「食
欲がなくなった」などの小さなからだの変化からです。
　この機会に自分の体を見つめなおし元気な体づくりについて学びませんか？

■時　　間　午後１時30分～午後２時30分
■場　　所　総合福祉センター（プラット）
　　　　　　三世代交流室
　　　　　　※�３回目の10月15日のみ２階会議

室で開催します。
■対　　象　�町内在住の65歳以上の方で要介護

認定を受けていない方

■定　　員　 30名（定員を超えた場合は初めて
参加される方を優先します）

■参 加 費　無料
■申 込 み　８月31日㈮まで
■持 ち 物　�動きやすい服装で汗拭きタオルや飲

料水・筆記用具があるとよいでしょ
う。

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

日　程 内　　　　　　容 担　当　講　師
１ ９月10日㈪ 加齢に伴う体の変化についてのお話など 地域包括支援センター保健師
２ ９月26日㈬ 口腔ケアについて 保健センター歯科衛生士
３ 10月15日㈪ 食生活について 保健センター管理栄養士

４ 10月29日㈪ いきいき百歳体操
※手足に重りのバンドをつけて行います 地域包括支援センター保健師

５ 11月12日㈪ らくらく体操 らくらく体操指導員
新田　美枝子�氏

６ 11月26日㈪ らくらく体操 〃
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申し込み・問い合わせは、生活課 交通町民相談係まで。

　標津線代替輸送連絡調整協議会では、バス利用
促進にあわせ、飲酒運転撲滅と二酸化炭素削減の
ためのエコ運動として「イベントにはバスで」を
キャッチフレーズに、下記のイベントのみで利用
できる無料乗車券の配布を企画しました。
　他市町のイベントに参加してみませんか？

※小学生以下は保護者の同伴が必要です。
※受付期間：８月６日～各イベント開催３日前までです（バス定員で締切）。
※９月中旬以降の対象イベントは広報中標津９月号でお知らせします。

バス時刻表
根室かに祭り【空港線利用】

標茶町産業まつり【標津標茶線利用】

行
　
き

中標津バスターミナル 9：14
有磯営業所 10：55

行
　
き

中標津バスターミナル 10：02
計根別（農高前） 10：27
標茶駅前 11：30

帰
　
り

有磯営業所 15：10
中標津バスターミナル 16：51

帰
　
り

標茶駅前 17：15
計根別（農高前） 18：16
中標津バスターミナル 18：43

路線バスに乗って
イベントに参加しよう

№2

◆根室かに祭り………９月１日㈯～２日㈰
◆標茶町産業まつり…９月２日㈰

対象
イベント 

　中標津町では、毎年、ボランティア清掃やパトロール等を行い、ごみの不法投棄抑制
および防止活動をおこなっています。不法投棄の多くは弁当の容器、ちり紙等の家庭ご
みや引越しなどで出た粗大ごみです。
　このような状況の中、中標津町では不法投棄を監視するカメラを設置しました。
　不法投棄は法律で禁止されており、違反すると不法投棄の原因者は投棄したごみの撤
去を求められるとともに、５年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科せられます。
　この地域の豊かな自然を守るためにも、不法投棄の防止に皆さんのご理解とご協力を
お願いします。

なくそう！ごみの不法投棄！！

相談は、中標津町消費生活センター（役場生活課内）まで。

インターネット回線を契約するときには
十分に検討しましょう！

　最近では多くの方がインターネット回線を利用しています。電話での勧誘も多いと思いますが、
新規契約や変更をするときにはどんな内容なのかを確認してから契約をするようにしましょう。

　契約先となる事業者名、電話番
号、サービス内容、利用料金、解
約条件、解約の際の違約金、問い
合わせ窓口などを確認して、不明
な点はしっかりと説明をしてもら

いましょう。
　長期間の契約になりますので利用料
金の安さだけで判断せずに、本当に必
要なのか、サービスの内容が自分に
合っているのかなど、一旦考えてから

契約をするようにしましょう。
　契約後（書面を受け取ってから）
８日以内であれば、初期契約解除
（事務手数料など一部料金がかか
ることはあるが、違約金はかから
ない）が可能なことがあります。

「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

老人クラブ
加入の
ご案内

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

中標津町老人クラブ連合会事務局
〒086-1110　中標津町西10条南９丁目１番地４

❸７９－１２３１　❹７９－１２３３
（総合福祉センター　中標津町社会福祉協議会）

問い合わせ先
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詳しくは へアクセス

詳しくは、総務課 防災係まで。

防災ワンポイント 北海道シェイクアウト第59回

じゃがいもずきん
「ききぼう」くん

　シェイクアウトとは、アメリカ西部の南カリフォルニアのサンアンドレアス断層による地
震被害の科学的な推定結果を広く社会に周知するために、アメリカロサンゼルスを中心とし
て2008年に始まった新しい形の地震防災訓練です。参加者は、インターネットなどを通じ
て、防災について知識を深め、同じ日にそれぞれの場所で一斉に安全行動（安全行動の１－
２－３）を行います。日本では2012年３月、東京都千代田区で初めて実施されました。
　2017年日本では、全国で約666万人、北海道では約18万人が参加しています。
　2018年北海道シェイクアウトは、日本海溝・千島海溝周辺海溝型の大規模な地震を想定
した防災訓練です。日々の訓練がいざというとき、功を奏します。ぜひ参加しましょう。

平成30年８月31日㈮
午前10時00分開始

2018年 北海道シェイクアウト
安全行動の１－２－３

　北海道シェイクアウトは、北海道が防災の日に
地域住民等と連携した訓練を実施し、地域におけ
る防災対策の強化を図ることを目的として実施す
るものです。今回は、防災の日の前日に実施します。
　学校、企業のほか、福祉施設、公共機関、行政
機関や町内会などの団体はもちろん、個人での参
加もＯＫです。より多くの参加者を募集していま
す。この機会に、訓練を実施してみませんか？

訓　　　　練　　　　の　　　　内　　　　容
日 時 ８月31日㈮　午前10時00分

主 催 北海道（事務局：総務部危機対策局危機対策課）

協 力 効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議（ShakeOut提唱会議）

対 象 者 北海道在住の個人及び団体（学校、企業等）

想　　定（概要） ８月31日㈮　午前10時00分頃、日本海溝・千島海溝周辺海溝型の大規模な地震。

内 容
　地震による揺れを感じたら（想定）、約１分間、身を守る方法として「Drop（まず低く）
Cover（頭を守り）Hold�on（動かない）」基本行動を実施してください。また、基本行動
以外に避難、安否確認、情報収集・伝達、人命救助訓練など、その他の自主訓練の計画が
ある場合は、引き続き実施してください。

参加費･参加方法 　参加は、無料です。参加方法は、専用Webサイト（http://www.shakeout.jp/event/
hokkaido/）にアクセスし、申し込みフォームから登録してください。

募 集 期 間 ４月27日㈮から８月30日㈭まで

連 絡 先 北海道総務部危機対策課　❸�011-204-5900（直通）　❹�011-231-4314

訓 練 に 向 け て

１　�北海道危機対策課のホームページ「そのときの備えは十分ですか」等を参考に、安全
確保や安全行動等を確認しましょう。

２　�参加場所や人数は問いません。普段の生活や業務の中で実施することで、実践的な経
験が得られます。

３　�実際の地震を想定するためにも、なるべく身近な人に声かけをしていただき、周囲の
人と一緒に安全行動をとってください。

４　この機会に、ご家庭、職場等の防災対策を再点検することをお勧めします。

http://www.shakeout.jp/event/hokkaido/
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申し込み・問い合わせは、中標津町保健センター 健康推進課 健康推進係　❸７２－２７３３まで。

申し込み・問い合わせは、中標津保健所 健康推進課　❸７２－２１６８まで。

難病医療・福祉相談会(実施機関 北海道難病連)を開催します
　難病を抱え生活されている方、難病と思われる病気でお悩みの方、医療費や生活問題でお困りの方はいらっしゃ
いませんか？難病医療・福祉相談会では難病専門医、相談員がお悩み等にお答えします。
　当日は、神経内科医(パーキンソン病などが専門)、内科医(リウマチや膠

こう
原
げん
病
びょう
などが専門)、整形外科医(後

こう
縦
じゅう
靭
じん

帯
たい
骨
こっ
化
か
症
しょう
などが専門)、リハビリ専門医、理学療法士が患者さんのお話をお聞きします。

　また、医療ソーシャルワーカーによる障害年金や身体障害者手帳、医療費の相談コーナーもあります。

★内容：９月４日㈫…医師のお話、禁煙に向けた目標の決定
　　　　10月23日㈫…禁煙７週間の振り返り、これからの目標

　　　　○�禁煙の成功をより高めるため、保健師による個別のサポートもあり
ます！

　　　　○�午後６時30分から肺年齢などを測定します。希望する方はお早め
にお越しください。

★対象：20歳以上の中標津町民で禁煙してみようと思ったあなた
★申込：�下記いずれかの方法で中標津町保健センターまでお申し込みください
　　　　○電　話　７２－２７３３（午前８時30分～午後５時15分）
　　　　○ＦＡＸ　７２－７９６４（24時間）
　　　　○メール　h-kenkou@nakashibetsu.jp（24時間）
　　　　　※�件名を【レッツ！禁煙　申し込み】とし、①氏名　②生年月日　

③住所④電話番号�をご記載ください。
★締切：８月28日㈫

　事前申込受付後、お困りの症状やこれまでの病状などを事前にお聞きし、難病専門医と相談の上、相談対応の可
否を決定します(難病専門医等関係者へ聞き取り内容を共有させていただくことに同意していただける方のみ)。
　相談対応の可否は、９月７日㈮までに実施機関である北海道難病連から対象者へ郵送でお知らせします。

■日　　時　９月23日㈰　午前８時45分～正午(受付時間)　相談対応は最大午後３時まで
■会　　場　町立中標津病院
■費　　用　無料
■定　　員　20名　※事前申込が必要です。
■申込期間　８月６日㈪～８月21日㈫　※土日祝日はのぞく

そろそろ禁煙にチャレンジしたいと思っている方へ�

～ちょっとした豆知識～

禁 煙レッツ！
喫煙した後　　　分間は口から
有害物質を吐き出していると言
われています。
何分間でしょうか？（答えは後
ほど…）

タバコクイズ

答え～45分間です。

どんなに分煙していても、喫煙後45分間は人に会うと『受動喫煙』になってしまうんです。

タバコクイズ

中標津町
健康づくり推進計画
ロゴマーク

禁煙教室の
ご案内 全２回

９月４日火
10月23日火

場所：中標津町保健センター
時間：午後７時～午後８時30分
　　　（受付�午後６時30分）

１回目

２回目

参加費無料
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自衛官募集のお知らせ

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　❸７２－０１２０まで。

募集種目 応募資格 試験会場 試験等期日 その他

自衛官候補生
（男子・女子） 18歳以上27歳

未満の方
（採用予定月の
１日現在）

釧路駐屯地
試験日
９月26日㈬～28日㈮
のいずれか１日
受付締切　９月７日㈮

退職金制度
１任期（２年終了）：567,529円
２任期（４年終了）：1,429,334円
継続任用可能／退職時就職援護有

一般曹候補生 中　標　津
試験日
９月21日㈮～23日㈰
のいずれか１日
受付締切　９月７日㈮

定　年　勤　務

■任期制自衛官候補生（平成31年３月入隊）　　■一般曹候補生（平成31年３月入隊）

【初任給】　167,700円（昇給・賞与等有）
【勤　務】　8：15～17：00（地域差有）
【休　日】　週休２日制、祝祭日、年末年始・特別・年次休暇など

　「中標津町地域おこし協力隊」の新しい隊員が７月９日に着任し、町長から辞令が交付されました。
　地域おこし協力隊とは、各種の地域協力活動に従事する人材を都市地域等から誘致し、その定住・定着及び地域
活性化を促進するため、総務省の支援を受けて実施しているものです。
　前野隊員は、地域の活性化や観光振興を図るため、外部目線による新たな観光資源の発掘、宣伝に関する支援活
動など、主に町の観光振興に関わる活動を行います。
　現在着任している２名の地域おこし協力隊とともに、さまざまな活動を通して中標津町を盛り上げていきます。

地域おこし協力隊が着任しました�新しい

隊員を紹介します

・ 氏　　名

　　前
まえ
野
の
　咲

さき
子
こ

・前住所地
　　東京都国立市
・趣　　味
　　写真撮影

【前野隊員からのコメント】
　はじめまして。新しく協力隊の仲間に
入れていただいた前野咲子です。
　中標津には子どもの頃からの友人が住
んでいて、その友人から協力隊の話を耳
にして応募しました。
　今回のチャンスとご縁を大切にして、
先輩方やこれから出会う方々と一緒に中
標津をさらに盛り上げていきたいと思い
ます。
　趣味の写真は、気になったものは何で
も撮影しています。
　素敵な場所、もの、出来事がありまし
たら教えてください。
　どうぞよろしくお願いします。



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

　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
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です。
採用予定　男性Ａ区分　� 45名程度
　　　　　女性Ａ区分　� 10名程度
　　　　　男性Ｂ区分　110名程度
　　　　　女性Ｂ区分　� 35名程度
募集区分
　男性・女性Ａ区分
　　�学校教育法による大学（短期大学

を除く）等を卒業した方（平成
31年３月末日までに卒業見込み
の方を含む）。

　男性・女性Ｂ区分
　　�Ａ区分以外の方
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）

願書受付先
　・中標津警察津署
　・北海道警察本部採用センター
　問い合わせ・願書受け取りは、中標
津警察署警務課��❸72-0110まで。

中標津町医療講演会のお知らせ
　町立中標津病院では、普段なかなか
聞くことのできない「お腹の病気、特
にがんのお話」を当院の先生と、特別
講演として北海道大学消化器外科Ⅱの
平野教授よりお話をいただき、町民皆
さんが安心して病院を受診できる一助
になるよう、下記の日程で医療講演会
を開催します。
日　　時　８月17日㈮
　　　　　午後６時30分～午後８時30分
場　　所　トーヨーグランドホテル
　　　　　２階�鳳凰
講　　師　�当院の内科、外科、放射線

科各医師
　　　　　北海道大学消化器外科Ⅱ

　　　　　平野　聡�教授
参 加 費　無料
　問い合わせは、町立中標津病院�管
理課��❸72-8200まで。

児童扶養手当について
　児童扶養手当は、ひとり親家庭等が
自立した生活を送ることを支援するた
めの手当です。手当を受けるには手続
きが必要です（所得制限等要件あり）。

※ 父子家庭も児童扶養手当の対
象となります（所得制限等要
件あり）。子育て支援室窓口
での申請が必要です。

●受給中の方は『現況届』の届出を！
　送付した現況届の内容を確認のうえ、
８月31日㈮までに必ず受給者本人が
届出してください。届出しなかった場
合、受給資格があっても８月分以降の
児童扶養手当を受給できなくなります
ので注意してください。
　相談・問い合わせは、子育て支援室
子育て給付係まで。

　申し込み・問い合わせは、生活課�
交通町民相談係まで。

自動交付機を廃止します
　中標津町ではコンビニ交付サービス
の開始に伴い、総合文化会館に設置し
ている自動交付機を平成30年９月30
日㈰で廃止します。10月１日㈪以降
の住民票及び印鑑登録証明書の取得は、
役場窓口またはマイナンバーカードを
用いてコンビニ交付サービスを利用す
る方法となります。
　なお、印鑑登録カードは役場窓口で
印鑑登録証明書を取得する際や改印の
手続きをする際に必要となりますので、
誤って廃棄しないようお願いします。
　問い合わせは、住民保険課�戸籍住
民係まで。

職業訓練受講生募集
　北海道職業能力開発促進センター釧
路訓練センターでは、10月受講生を
募集しています。
募集人員　建設荷役車両運転科��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　９月６日㈭
訓練期間　10月２日㈫～３月29日㈮
費　　用　２万円程度（テキスト代）
受講申込受付期間
　　　　　８月３日㈮～８月31日㈮
申 込 先　ハローワーク釧路

❸0154-41-1201
　問い合わせは、北海道職業能力開発
促進センター�釧路訓練センター�訓練
課��❸0154-57-5938まで。

消費税軽減税率制度に関する
説明会の開催について

　2019年10月１日に、消費税および
地方消費税の税率が８％から10％へ
引き上げられ、これと同時に消費税の
軽減税率制度が実施されます。
　軽減税率の実施にあたり、事業者の
皆さんには商品の仕入れや販売の際お
よび消費税の申告の際に複数税率に対
応していただく必要があります。
　つきましては、次の日程で消費税軽
減税率制度に関する説明会を開催しま
す。制度の概要や軽減税率対策補助金
について根室税務署職員が説明します
ので、ぜひご参加ください。
日　　時　９月11日㈫
　　　　　午後２時～午後３時
場　　所　中標津経済センター
　　　　　２階コミュニティホール
　問い合わせは、根室税務署�法人課�
税部門��❸0153-23-3261まで。

北海道警察官採用試験の
受験者募集

受付期間　７月２日㈪～８月24日㈮
試 験 日　９月17日（月・祝）
　　　　　※�中標津警察署で受験可能

　⑵懇談会
申込方法
　９月７日㈮までに下記のいずれかの
連絡先に電話もしくはＦＡＸで申し込
みください。参加費無料でどなたでも
参加できます。
　あすなろ会�副会長�永野�貴浩　

❹86-2368
　あすなろ会�事務局�薦

こも だ
田�順子　
❹72-6176

　中標津保健所�健康推進課�健康支援係
❸72-2168　�❹72-6894

　※�希望する方に昼食（お弁当：500
円）の用意ができます。申し込み
時に伝えてください。

　問い合わせは、中標津保健所�健康
推進課�健康支援係��❸72-2168まで。

木材（地域材）利用を考える
フォーラム2018

開 催 日　８月８日㈬
会　　場　中標津町総合文化会館
　　　　　コミュニティホール
内　　容　
　第１部：木育木工教室
　　　　　午後１時30分～午後４時
　　�カスタネット、バードコール、木

の枝の食器づくりなど
　　講師：木育マイスター�柴田�智幸氏
　第２部：講演　
　　　　　午後６時30分～午後８時
　　事例紹介：�中標津町の林業と関連

取組について
　　講　　演：�中標津町の森林と私た

ちの暮らし(予定)
　　　　　　　�根室振興局森林室
　※１部、２部とも入場無料です。
　※�身近な森林のことを知る機会とな

るような内容を予定しています。
　問い合わせは、農林課�林務係まで。

北海道障害者職業能力開発校
入校前適性相談の実施について
　国立北海道障害者職業能力開発校で
は、求職中の障がい者(応募希望者)の
入校前適正相談を実施します。
実施期間　平成31年３月８日㈮まで
　詳しくは、国立北海道障害者職業能
力開発校��❸0125-52-2774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　９月18日㈫
　　　　　午前10時30分～午後３時
場　　所　中標津町役場会議室
定　　員　７名
担当弁護士　猪原�健弘�弁護士
申込受付　�９月３日㈪から先着順に受

け付け、定員になり次第締
め切りとなります。

利用条件　�個人（町民）からの民事・
家事・行政事件に関する案
件に限ります。

8August
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骨粗鬆症検診のお知らせ(９月分)
実施期間　�９月４日㈫～28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　８月20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
（９月分）

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
　　　　　　９月３日㈪～28日㈮
　　　　　　毎週月～金曜日
　　　　　　（申込締切８月20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。

８月は国民健康保険税（第３期）、
町道民税（第２期）の納期です

【納期限は８月31日】
　今月納期分の指定口座からの振替日
は８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。

～納期が既に経過しています～
○　町道民税（第１期）
○　固定資産税（第１・２期）
○　軽自動車税
○　国民健康保険税（第１・２期）

　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

８月16日㈭　午後６時～午後８時

休�日�相�談�日
８月26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。

ごみ収集のお知らせ
　お盆・祝日のごみの収集は次のとお
りです。
日　程 ごみ収集 最終処分場

8月11日㈯ 休　み 休　み

8月16日㈭ 休　み 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
　９月４日㈫　午後１時～午後５時
　９月５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。

学校給食や食品衛生について
一緒に考えてみませんか？

　平成23年２月に岩見沢市で発生し
た学校給食による食中毒の発生を受け
て、安全安心な学校給食を提供するた
めには何が必要なのかなど、意見、提
言をいただくため、「学校給食衛生安
全委員会」が平成24年に設置されま
した。
　そこで、新たに広く町民の皆さんの
意見をいただくため、公募委員を募集
します。報酬はありませんが、安全安
心な学校給食を提供するため、学校給
食や食品衛生に対する想いをお聞かせ
ください。任期は平成32年３月31日
までです。
応募条件
　⑴町内在住で20歳以上の方
　⑵�年１回程度の会議に参加できる方
（会議は平日の夕方を予定）

募集人数
　１名（�応募多数の場合は選考基準に

基づき選考します。）

申込方法
　�役場、計根別支所、総合文化会館に
設置している応募用紙に必要事項を
記入の上、応募してください。
　※�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　８月22日㈬まで
　問い合わせは、学校給食センター�
❸72-2673まで。

普通救命講習を開催します
　中標津消防署では、中標津保健所と
共催し９月９日の「救急の日」にあわ
せて普通救命講習を開催します。
　突然のけがや病気で意識を失い、呼
吸や心臓が止まってしまうなど、生命
の危機に陥った人に対する応急手当の
講習です。
　講習の内容は、成人に対する心肺蘇
生法とＡＥＤの使用方法、止血法です。
日　　時　９月９日㈰
　　　　　午後１時30分～午後４時30分
場　　所　中標津消防署　講堂
定　　員　30名
受講資格　�中学生以上で町内に在住し

ている方、または町内で仕
事をしている方

受 講 料　無料
募集締切　８月31日㈮
　申し込み・問い合わせは、中標津消
防署�救急係��❸72-2181まで。

　中標津消防団総合訓練を　
開催します

　町民の生命や財産を火災などの災害
から守るために活動している中標津消
防団の日頃の訓練成果を展示する総合
訓練を実施します。
日　　時　８月26日㈰
　　　　　午前10時～正午
場　　所　中標津町消防署庁舎前庭
　　　　　東19条通り東橋下周辺緑地
訓練内容　�部隊編成、消防車両等の点

検、消防車両による一斉放
水訓練

そ の 他　�訓練当日の午前８時に町内
に設置しているサイレンを
吹鳴します。

　詳しくは、中標津消防署�消防団係�
❸72-2181まで。

第７回 中標津フォーラムの
開催について

日　　時　９月９日㈰
　　　　　午前10時～午後４時
場　　所　中標津町総合文化会館
内　　容　
　統合失調症の理解と支援について考
える。
　⑴講演　「�人生のどこかで出会う病

～子どものストレス・
大人のストレス～」

　　講師　帯広畜産大学心理学博士
渡邊��芳之�教授

税　　金税　　金

一　　般一　　般

きまりを守り明るいまちにしましょう（町民憲章より）



※�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。

（毎月５日発行）

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。
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平成30年8
VOL.668

誕生 13人　 死亡 27人　 転入 51人　 転出 51人

6月30日現在住民登録人口

町の人口 23,502（－14）
　 男 11,516（＋ 4）
　 女 11,986（－18）
世 帯 数 11,198（＋10）

（　　）内は前月比

　第10回なかしべつ330 開゚陽台マラソンが町
総合体育館前をスタート会場に開催されました。
今年からコースを変更した中での開催となりま
したが、当日はランナーにとって走りやすい天
候となり、ハーフマラソン（21.0975㎞）・５
㎞・２㎞の３種目に、道内外から1,151名のラ
ンナーが沿道からのたくさんの声援を受けなが
ら走りました。

※掲載した以外にも多数の写真を撮影しています。
　�（一財)中標津町文化スポーツ振興財団ホームページ
の330°開陽台マラソン特設ページでご覧いただけ
ます。（http://www.zncs.or.jp/330.html）

３３０°開陽台マラソン７月

8
日

　６月18日に発生した大阪府北部を中心とする
地震により、コンクリートブロック塀が倒壊し人
命に関わる事象が発生しました。
　コンクリートブロック塀を所有（管理）されて
いる方は、都度安全点検を行い、危険性が確認さ
れた場合には、付近通行者等へ注意喚起及び維持
補修・撤去等を行ってください（建築士等の専門
知識を有する方にご相談していただくことをお勧
めします）。
　右欄のチェックポイントをご活用ください。

問い合わせは、生活課 交通町民相談係まで。

建築物の既設の塀（ブロック塀や組積造の塀）の
安全点検について


