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〒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

中標津町ホームページ
Ｕ Ｒ Ｌ 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

中標津町長

穣

方領土問題の解決︑平和条約締結の実現

を強く期待するところであります︒

体育館建設を含む丸山公園整備事業は︑

テニスコートの完成で一定の整備が終わ

りますが︑昨年︑北海道日本ハムファイ

ターズとのパートナー協定を締結いたし

ましたので︑各施設の活用と︑この協定

との融合により︑今後︑更なる﹁スポー

ツによるまちづくり﹂の推進が図られて

いくことを期待しているところでありま

このような情勢の中︑今年も利便性が

とき︑自分や家族の命を守ることにつな

西村

町民の皆さま︑明けましておめでとう

日頃からの防災に対する意識向上を図っ

高く住みやすい﹁中標津らしさ﹂を維持

す︒

皆さまには︑健やかに平成三十一年の

ていくことの重要性を強く感じたところ

し︑
﹁住みやすさナンバー１のまち﹂を

がる行動を取れるように︑今まで以上に

新春をお迎えのこととお慶び申し上げま

であります︒

ございます︒

すとともに︑謹んで新年のごあいさつを

厚真町を始め︑周辺の町では甚大な被害

を記録する北海道胆振東部地震が発生し︑

昨年を顧みますと︑九月に最大震度七

ラ ッ ク ア ウ ト ﹂ な ど︑ 生 産 者 の 方 々 に

さ ら に は 胆 振 東 部 地 震 で 発 生 し た﹁ ブ

雨により︑作物全般において生育遅れ︑

ありましたが︑六月中旬以降の低温︑長

農作業が本格化する五月は平年並みで

る所存であります︒

町総合戦略﹂の施策を着実に進めてまい

基本計画と人口減少に対応した﹁中標津

る﹁第６期中標津町総合発展計画﹂後期

目指し︑平成三十一年度で残り二年とな

申し上げます︒

を受け︑また︑全道的に停電になるなど

本年も町政に対する町民の皆さまのご

とって大変ご苦労の多い年であったとお

ありますが進展を見せており︑両首脳の

北方領土問題については︑わずかでは

す︒

祈念申し上げ︑新年のご挨拶といたしま

とともに︑皆さまのご健勝とご多幸をご

理解とご協力を賜りますようお願いする

強いリーダーシップの下︑一日も早い北

察し申し上げます︒

大きな被害となりました︒
被害を受けました地域の皆さまに︑心
からお見舞い申し上げますとともに︑一
日も早い復興をお祈り申し上げます︒
このような災害を経験し︑いざという
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ますし︑一市四町の住民を始め国民が納

得できる形で話し合いが進むことを大い

に期待しています︒

議会におきましては︑昨年九月で任期

の折り返しとなり︑各委員会構成も変わ

会に対しまして︑温かいご理解とご協力

心よりお慶び申し上げます︒日頃より議

皆 さ ま と と も に 迎 え ら れ ま し た こ と に︑

輝かしい平成三十一年の新年を町民の

を始めとして︑各事業者にも大きな影響

など︑中標津町でも基幹産業である酪農

って停電が起こり全ての機能が停止する

害が発生するとともに北海道全域にわた

部地震により震度七を記録し︑甚大な被

ますし︑何といっても九月六日の胆振東

影響で各地にさまざまな爪痕が残ってい

ますので︑ご協力をいただきますようお

づくりを目指す議会として努力して参り

実を更に図り︑町民の皆さまとともに町

本年におきましても︑委員会活動の充

げます︒

をいただきましたことに厚くお礼申し上

皆さまに参加いただき︑貴重なご意見等

なりました議会報告会にも多くの町民の

一男

中標津町議会議長

後藤

り新たな気持ちで委員会活動︑議会活動

に取り組んでおります︒

議会モニターの方々には積極的に参加

を賜り厚くお礼申し上げます︒

が出ました︒災害はいつ起こるか分かり

願いいたします︒

をいただきましたこと︑また︑第十回と

昨年を顧みますと︑国内外ではイギリ

ません︒常日頃より備えることが重要と

町民の皆さま︑新年明けましておめで

スのＥＵ離脱やアメリカと中国との貿易

思います︒議会としましてもしっかり対

とうございます︒

戦 争 と ま で 言 わ れ る 戦 い が 続 い て お り︑

応して参りたいと思っています︒

す︒

いたしまして︑年頭のご挨拶といたしま

すばらしい一年でありますことをご祈念

今年一年が町民の皆さまにとりまして

日本はもとより全世界に大きな影響が表

相とプーチン大統領との間で︑自分達の

北方領土問題に関しましては︑安倍首
国内にあっては︑またも大きな自然災

時に解決に向け努力していくと言ってい

れた年でもありました︒

害が発生し︑本州では集中豪雨や台風の

3

和廣（中標津町固定資産評価協力員として税
務行政の推進に貢献）
正治（景観審議会会長として、本町の景観行
政の推進に貢献）

吉正（民生
 委員児童委員として地域福祉の推
進に貢献）

進に貢献）

阿部

進に貢献）

節子（民生委員児童委員として地域福祉の推

進に貢献）

信子（民生委員児童委員として地域福祉の推

進に貢献）

勝榮（民生委員児童委員として地域福祉の推

進に貢献）

子（民生委員児童委員として地域福祉の推

進に貢献）

秀貴（民生委員児童委員として地域福祉の推

進に貢献）

つ円滑な運営に大きく貢献）

として、国民健康保険事業の健全、か

子（中標津町国民健康保険運営協議会会長

《保健衛生功労者》

進に貢献）

下川原幸男（民生委員児童委員として地域福祉の推

萱岡

阿部

渡部

太田

船山

白田壽美江（民生委員児童委員として地域福祉の推

第四十一回中標津町表彰式
永年にわたり、町の発展に功績のあった 名と１団
体の方々が表彰されました。

森田

後木

《自治功労者》

○自治貢献賞

受賞者（敬称略）

れ、列席された関係者から祝福の言葉が贈られました。

また、同時に中小企業卓越技能者２名の表彰も行わ

26

澤向 憲一（民生委員児童委員として地域福祉の推

松田

《社会事業功労者》

○社会貢献賞

（故）
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○善行賞

して百万円を寄附）

正敏（まちづくりに資する施策の事業資金と

○産業貢献賞

井芹

西川

（ 住民
 福祉の向上として三百万円を寄附）
靖雄（公共活用敷として計根別市街地内の宅
地を寄附）

として、弓道の普及振興に貢献）

来、北海道東部地区弓道連盟の副会長

靖彦（根室地区中標津地方弓道連盟に入会以

の普及振興に貢献）

寿康（中標津氷像協会会長として、氷像制作

《教育文化奨励賞》

○奨励賞

小林

中標津ダイハツ販売株式会社

村田

《善行功労者》

正浩（中標
 津町商工会理事を務め、本町商工

町商工業の振興発展に貢献）

高明（中標
 津町商工会副会長を務めるなど本

《商工業功労者》
豊田

三宅
業の振興発展に貢献）

英明（中標
 津町森林組合理事として、本町林

業の振興発展に貢献）

隆（中標
 津町森林組合理事として、本町林

木材産業展や地域の林業振興に貢献）

材の利用拡大に尽力され、根室地域の

靖（根室
 地区林産振興協会理事など道産木

《林業功労者》
岩野

山崎

大西
業の振興発展に貢献）

○教育文化貢献賞

新一（中標津町ゲートボール協会事務局長に
就任以来、会の事業や組織運営の円滑

小松

彰人（ 生涯学習委員長として本町の教育行政に

化に寄与し、ゲートボール競技の普及

《教育功労者》
関谷

貢 献 と と も に、 北 海 道 の 社 会 教 育 振 興 に

振興に貢献）

育成並びに競技の底辺拡大を担う普及

明夫（少年野球の指導者として青少年の健全

振興に貢献）
舟橋

貢献）

靖（ 体育指導委員長やスポーツ推進委員長を

《文化体育功労者》
岩野

務めるなど地域のスポーツ振興に貢献）

加藤

豊（ 中標津町軟式野球連盟に加入以来、選手

として活動を続けながら審判員として活

躍し、軟式野球競技の普及振興に貢献）

○中小企業卓越技能者

菊地

隆（株式会社

達哉（有限会社

万両屋）

福住）

《技能水準の向上に尽力》

安田
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所得税および復興特別所得税の

確定申告が始まります

平成30年分所得税および復興特別所得税の確定申告の相談、申告書の受け
付けは、２月18日㈪から３月15日㈮までです（土・日曜は除く）。
確定申告書は「前年の申告書控」や「確定申告の手引き」などを参考に作成し、お早めに提出してください。
なお、確定申告書は国税庁ホームページ【http://www.nta.go.jp】の「確定申告書等作成コーナー」で作成し
印刷して提出することができます。併せて、便利なｅ－Ｔａｘをぜひご利用ください。
・還付申告は２月18日以前でも提出できます。
・確定申告書の作成に当たっては、復興特別所得税の記入を忘れずにお願いします。
・確定申告書には、マイナンバーの記載が必要になります。
・昨年以前の申告時に利用者識別番号を取得している方は、番号がわかる書類をご持参ください。
【 注意 】 所得税の申告義務がない方でも、国民健康保険加入世帯の世帯主などは町・道民税申告が必要となりま
す。詳しくは、税務課住民税係までお問い合わせください。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧いただくか、根室税務署 ❸0153-23-3261まで。

年末調整等関係書類の提出を忘れずに
平成30年分の給与所得に係る給与支払報告書等の関係書類の提出期限は１月31日㈭です。
提出先：
「給与支払報告書」および「同総括表」→「従業員がお住まいの市役所・町役場」へ
「法定調書」および「その合計表」

→「税務署」へ

※給与支払報告書等の提出については、ｅＬＴＡＸ（電子申告）の積極的な利用をお願いします。
ｅＬＴＡＸについての詳しい情報は、
【http://www.eltax.jp/】をご覧ください。

問い合わせは、税務課 住民税係まで。

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。

問い合わせ先

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）
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国民年金保険料の納付が困難な方は
免除・納付猶予の手続きを!
年金は老後のためだけのものではありません。国民年金保険料を未納のままにしておくと、もしものときの「障
害年金」や「遺族年金」が受けられない場合があります。経済的に納付が難しい方は「国民年金保険料免除・納付
猶予制度」をご利用ください。

●国民年金保険料免除・納付猶予制度とは？

ご本人・配偶者・世帯主の前年の所得によって、全額免除のほか段階的に一部免除（４分の３免除・半額免除・４
分の１免除）があります。
また、50歳未満（学生を除く）の方で、世帯主の所得が多くても、ご本人と配偶者の所得が少ない方には、国民
年金保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」があります。
免除･納付猶予を受けた期間に納める保険料月額（平成30年度）は、次のようになります。
●全額免除 16,340円 ⇒
0円
●半額免除 16,340円 ⇒ 8,170円
■納付猶予 16,340円 ⇒
0円

●４分の３免除 16,340円 ⇒
●４分の１免除 16,340円 ⇒

4,090円
12,260円

※失業、倒産、天災などを確認できる方は、前年の所得にかかわらず特例で全額免除になる場合があります。

●免除を受けた場合、
将来の老齢基礎年金額はどうなるの？
免除を受けた期間の老齢基礎年金の額は、
国民年金保険料を全額納めた場合と比較する
と、それぞれ右の割合により計算されます。

●全額免除
●半額免除
■納付猶予

⇒
⇒
⇒

８分の４
●４分の３免除
８分の６
●４分の１免除
反映されません

⇒
⇒

８分の５
８分の７

※一部免除は、免除により減額された保険料（４分の１・半額・４分の３）を納付する必要が
あります。納めないでおくと一部免除は無効となり、未納と同じ扱いになりますのでご注意
ください。
※申請時点から２年１ヶ月前までの期間について、さかのぼって免除等を申請できます。
※平成28年７月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となりました。

問い合わせは、住民保険課 国民年金係まで。

「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」は、12月５日に開催された第
２回協議会において、選考委員会や町民アンケートの結果を参考に検討を行い、応募
作品全178点の中から国土交通省への提案作品となる最優秀賞１点、優秀賞作品２点
を決定しました。

提案作品 （最優秀賞）

◦応募者：佐野可那子 氏（愛知県在住）
◦作品タイトル：何が隠れているかな？
◦作品説明（応募者コメント）：
 知床の雄大な自然を感じさせるナンバープレートです。パッと見はクマ
の親子とオオワシのデザインですが、よく見ると後ろの雪山に知床で出会
えるたくさんの動物たちが隠れています。ナンバープレートを見る全ての
人に楽しんでもらえるといいな！
※今後、協議会や国において視認性の確認やデザインの調整が行われますので、このデザインがそのままナンバープ
レートとなるものではありません。

今後の流れ

12月中に図柄の提案書を国土交通省へ提出しています。その後、2019年度中に図柄の審査や確認が行われ、
2020年度中の交付開始が予定されています。
今後も、知床ナンバー導入について動きがあり次第、随時お知らせします。

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。
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後期高齢者医療制度のお知らせ
●高額介護合算療養費について
医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。
同じ世帯の被保険者が、１年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたと
きは、その超えた額が後期高齢者医療制度および介護保険から支給されます。なお、手続きには住民保険課国保・高
齢者医療係への申請が必要となります。
○後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが０円の場合は対象となりません。
○支給額が500円以下の場合は支給されません。

◆自己負担限度額表 【１年分の自己負担額の計算期間：８月１日～翌年７月31日】
負担割合

区

３割

分

自己負担額の合計の基準額

【課税所得690万円以上】２１２万円

現役並み所得者

【課税所得380万円以上】１４１万円
【課税所得145万円以上】 ６７万円

一
１割
※１
※２

住民税非課税世帯

般

５６万円
区分Ⅱ（※１）

３１万円

区分Ⅰ（※２）

１９万円

世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方
世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が０円（公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円
以下）
、または老齢福祉年金を受給している方

●医療費通知を全受診者へ送付してます
広域連合では被保険者の皆さんの医療費総額などについてお知らせする「医療費通知」を、対象期間に医療機関等
を受診した全ての被保険者の皆さんへ送付しています。
発送は、９月下旬と３月上旬の年２回です。
※この通知は皆さんの受診状況についてお知らせするもので請求書ではありません。
※この通知は医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することができます。
※医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。

◆医療費通知の活用について
○医療費の推移が一目でわかるため、ご自身の健康状態の把握や健康管理に活用できます。
○健康診査など、皆さんの健康保持・増進に役立つ情報が記載されています。
○診療日数等に間違いがないか確認しましょう。
北海道後期高齢者医療広域連合 ❸０１１－２９０－５６０１
問い合わせ先：
住民保険課 国保・高齢者医療係 ❸７３－３１１１

しの

くら

知っ得 電話での勧誘にはご注意を
ガイド

「大手の通信事業者の代理店を名乗る電話がきた。現在契約中の事業者だと思い話を聞くと、使用しているインター
ネット回線が使用できなくなる。今、新しい回線に変更すると料金も安くなると言うので承諾した。言われるままパ
ソコンを操作して転用承諾番号を取得し、その番号を伝えた。電話を切ってから不安になり大手の通信事業者に確認
をすると、回線変更の案内はしていないと言われた。」という相談が寄せられています。

皆さんへのアドバイス 「ひとりで悩まずにまずは相談を！」
・現在契約中の事業者を装い料金
が安くなるなどと勧誘され、契
約後に身に覚えのないオプショ
ンが付いていて前より料金が高

くなったなどのトラブルになること
があります。
・転用承諾番号は現在の契約事業者か
ら他の事業者に変更する際に取得す

るものです。契約をする際は、
事業者名、連絡先、契約内容な
どをしっかりと確認するように
しましょう。

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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中標津町自治基本条例を学ぼう
文

条例本

中標津町自治基本条例
第３章 町民

（町民の権利）
第13条 町 民 は、 議 会 及
び行政に関する情
報を知る権利が有
ります。
２ 町民は、議会及び行政
に参加する権利が有り
ます。
３ 町民は、前２項の権利
を行使し、又は行使し
ないことを理由に不利
益な取扱いを受けませ
ん。
４ 町民は、法令の定める
と こ ろ に よ り、 行 政
サービスを公正に受け
る権利が有ります。

その12

解 説

中標津町自治基本条例
『第13条
（町民の権利）
』
について

第13条では、自治体を構成する主体であり、主権者である町民の権利につい
て明らかにしています。
第１項では、町民は、議会及び行政が保有する情報について知る権利を有する
ことを定め、この権利を保障するためには、具体的にその手続を保障する法律や
条例が必要となりますが、本町では、中標津町情報公開条例（平成12年条例第
11号）等において、その手続を定めています。
第２項では、町民は、議会が開催する議会報告会への参加や、行政の政策の立
案、実施、評価の過程に参加する権利を有していることを定め、ここに示された
各過程への参加は、具体的には、各種の重要な計画や条例の制定、審議会等への
参加などの政策形成過程への参加をはじめとして、政策の実施段階やその結果に
対する評価への参加などを想定しています。
第３項では、町民参加の権利は、その権利を行使すること、あるいは行使しな
いことを理由として不利益な取扱いを受けるものではないことを定めています。
これは、町民が行政に参加する権利の行使・不行使は町民の自由意思に基づく
ものであることから、自ら参加する町民も、あるいは自らは参加しない町民も
ともに町民として平等であり、その結果についても平等に受けることとなるため、
権利の行使・不行使によって不利益な取扱いを受けないことを改めて確認する趣
旨です。
第４項では、法令（法律、それに基づく命令、条例、規則、要綱、規程など）
に基づき、行政サービスを公正に受ける権利を有することを定めています。
なお、憲法第12条において、これらの権利について、常に公共の福祉のため
に利用する責任を負うとして、乱用してはならないとされています。
また、これらは、一般的に義務を果たしてこそ権利を主張できることから、第
14条において、納税義務などを果たせなければならないことを定めています。

次回は中標津町自治基本条例の第１４条（町民の役割）について紹介します！

問い合わせは、企画課 行政改革・協働推進係まで。

旦々流（だんだんりゅう）農高太鼓が
全道大会で優良賞を受賞、
４年連続入賞を達成
中標津農高

中標津農業高校・旦々流（だんだんりゅう）
農高太鼓は、11月14日㈬から岩内町・岩内
地方文化センターで開催された「第53回全
道高等学校郷土研究発表大会」に出場し、第
３位の優良賞に輝いたことで創部史上初の４
年連続入賞を達成しました。
今年度、演奏した楽曲名は、
「ナカシペの
玉響（たまゆら）」というオリジナル曲です。
吹き付ける風、凍てつく寒さに耐えながら文化や伝統を創り上げようと奮闘した先人達と動植物とが共存し発展して
いく激動の世界観を、中標津音頭を組み入れながら多彩な楽器で表現しました。
ほとんどの生徒は中標津農業高校入学後に和太鼓を習い始めたため、基礎・基本を身に付けながら他チームとの合
同練習や多くの出演を経験し、技術力を向上してきました。第２位以上で全国大会（全国高総文祭）の出場権を獲得
できるために悔しい結果とはなりましたが、今後も中標津町の文化・伝統を継承していきます。また、大小問わず各
種イベントへの出演依頼を心よりお待ちしています。（中標津農業高校 ❸78-2053）
＜参加生徒＞
食品ビジネス科２年 根岸 珠梨（部長）
、喜來 幸保、佐々木 鈴華
食品ビジネス科１年 漆原 駿、松本 峻士、村上 仁、奥谷 梨香、土井上 若那
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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64回

暴 風 雪 に 備 えよう！

北海道では、暴風雪災害が繰り返し発生しています。
暴風雪とは、雪を伴った強い風が吹くことです。降っている雪も積もっている雪も風
で巻き上げられるため、視界が真っ白になります。また、風で運ばれた雪が建物や車な
どでさえぎられた場所にたまる『吹きだまり』も発生します。
暴風雪被害を回避するには、気象台から「数年に一度の猛吹雪」「外出は控えてくだ
さい」という言葉を使った気象情報が発表されたら、厳重な警戒が必要です。
暴風雪時に限らず、冬期間、車で外出する時には、天気の急変などで車が立ち往生す
る事を想定し、防寒着・長靴・手袋・スコップ・けん引ロープ・ブースターケーブル・
スノーヘルパー・スノーブラシ・懐中電灯・毛布・カイロ・携帯電話・充電器・水・チョ
コレート・非常食・簡易トイレなどを車に積んでおきましょう。また、車に十分な燃料
が入っている事を確認しておく事も重要です。特に遠出の際には、満タンにしてから出
発する事を心がけましょう。

もしも、暴風雪に遭遇してしまったら…

ホワイトアウトで対向車も歩行者
も見えない道路
（中標津町）
平成27年(2015年)2月3日

歩行中や屋外で作業中の時
視界不良（ホワイトアウト）により方向感覚がなくなり、自分の位置が分か
らなくなることがあります。
１．商店やコンビニ、人家などの建物の中の安全な場所
に移動して天気の回復を待ちましょう。
２．歩行中は、風で飛ばされてくる物に注意しましょう。
３．重ね着や肌の露出を少なくし、体温が低下しないよ
うにしましょう。

車を運転している時
運転中に暴風雪となり視界が悪くなった時は、そのまま
運転を続けるのは大変危険です。
１．道の駅、コンビニなどで天気の回復を待ちましょう。
２．気象情報や道路情報を確認しましょう。

吹きだまりで通行できなくなった道路（中標津町）

途中で立ち往生をしてしまった時は、後続車から追突さ 平成26年(2014年)2月21日 上左右
れないように気を付けましょう。
平成27年(2015年)2月4日 下
１．ハザードランプを点滅、停止表示板を置きましょう。
２．JAF等のロードサービス、近くの商店や人家等に救助を求めましょう。
３．避難できる場所や救助を求められる人家が近くにない時は、警察・消防に
連絡して救助を求めましょう。
車内で救助を待つ時は、排気ガスによる一酸化炭素中毒や低体温症に十分注意
が必要です。
１．一酸化炭素中毒の危険をなくすにはエンジンを停止し、防寒着などで体温の低下を防ぎましょう。
２．車が雪に埋もれた状態でエンジンをかけ続けると、一酸化炭素中毒の危険性があります。埋もれる深
さが深い程、危険です。
３．止むを得ず雪に埋もれた車にエンジンをかける時には、排気管出口（マフラー）を確実に大気へ開放
し、追加降雪や吹きだまりによる再埋没に注意しましょう。
４．風向きや窓の開度などの条件によっては、窓を開けていても窓を閉めている時より一酸化炭素中毒の
危険性が高くなることがあります。窓を開けていても絶対安心とは言えませんので注意しましょう。
家の中にいる時
ＦＦ式暖房機等の給排気口が吹きだまりでふさがれ
ると、一酸化炭素中毒を起こす可能性があります。
１．給排気口がふさがれていないか確認しましょ
う。
２．出入口を確保するため、吹きだまりの状況を
見て除雪しましょう。

暴風雪で一瞬にして数メートル先が見えなくなります。
（右）

平成24年(2012年)4月4日稚内市内(気象庁から)

車の事故・人命救助の要請などは、
警察１１０ 消防１１９へ。

詳しくは、総務課 防災係まで。
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なかなか健康なかしべつ ～がん～

１年の計は、
『がん』たん（元旦）にあり
中標津町保健センター 健康推進課 健康推進係

『がん』は決して他人事ではありません
『がん』は、日本人の死亡原因の第１位で、３人に２人は『がん』と診断され、
３人に１人は『がん』で亡くなっていると言われています。

がん検診で守れる命があります
当町のがん検診の受診率は、どの検診でも30％以下と大変低くなっています（図表１）。
『がん』
は早い段階で発見し治療を始めることができれば、完治することも少なくありません。また、検診で『がん』
を発見した人は、検診以外で発見した人より生存率が高くなるという統計もあります（図表２）
。そのため、自覚
症状がなくても、定期的に検診を受けることが未来の自分の命を守ることにつながります。

精密検査を受けるまでが検診です
当町の精密検査受診率は、受診率同様低くなっており、特に胃がん検診と大腸がん検診は国が定める最低限の基
準値にも達していない状況です（図表１）
。
当町のがん検診を受けた人のうち、
『がん』等の病気が見つかり、治療につながった方が大勢います（図表１）。
「特
に症状がないから」
「前にも検査して異常がなかったから」と放っておくことはせず、なるべく早く医療機関を受
診してください。
当町では、町民の皆さんが受けやすいよう検診費用の補助や複数の検診を同日に受診できるような体制をとって
います。広報紙やチラシ等でご案内をしているため、ぜひお申し込みください！

図表１

当町の状況
平成27年度

胃がん検診

肺がん検診

受診率

精密検査受診率

11.7％

61.9％

14.1％

国の基準値

114人

78.9％

大腸がん検診

19.4％

61.5％

子宮頸がん検診

18.4％

80.0％

乳がん検診

25.9％

95.0％

平成22年度～平成27年度で
がん等が見つかった人
41人

70％

138人
20人
108人

80％

出典：釧路根室地域保健情報年報

図表２

がんと診断されてから5年後の生存率
検診で発見

100%

50%

87.8%
53.3%

92.6%
63.8%

94.1%
92.8%
83.7%
71.3%

90.4%
60.2%

検診以外で発見

45.8%
16.3%

0%

胃がん

結腸がん

直腸がん

肺がん

乳がん

子宮がん
出典：がんの統計‘05

健康に関する相談はお気軽に保健センター（❸72-2733）まで。
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明けましておめでとうございます。
今月で中標津町へ移住をしてから、ちょ
うど１年になりました。日々、新しい発見
ばかりで、これこそが北海道の『広大な大
地、大自然、冬の厳しい寒さ』なんだと実感しています。車で移動してい
るときに、見たこともない絶景や素敵な夕陽と出会い感動してしまうこと
が何度もありました。高い建物や遮るものがないこの環境に慣れてしまい、
都心へ行くと窮屈に感じるようになっています。ほかには、もともと動物
が苦手だったのですが、町営牧場での牛とのふれあいで「なんてかわいい
のだろう！」と自分の中の動物愛が少しずつ育まれています。最近では鹿
やキツネ、白鳥、タンチョウヅル、もちろん牛も写真に収めるようになり
ました。今年中にシマフクロウやシマエナガも撮れたらいいなと思ってい
ます。

地域おこし協力隊が行く 39

其の

仕事面では観光協会の業務をしな
がら、観光ＰＲ、チーズとソーセー
ジ・そば作り体験、北方領土ビザな
し交流に参加させていただいたり、
新聞、ラジオ、講演会などにも出さ
せていただき、いままで経験したこ
とのない貴重な体験をたくさんして
います。こういった貴重な体験など
を観光協会のフェイスブックやホー
ムページにて、記事を書かせてもら
う仕事もしています。
記事を書かせていただくことも協力隊になるまでは経験したことがなく、日々頭を悩ませていますが、インタ
ビューさせていただいた皆さんの言葉は、地元愛にあふれているといつも感じています。人生の先輩にお話を伺う
ことは、自分の将来を考えていくために役立つものだと思うので、これからも色々な人のお話を聞いて記事を書か
せていただき、中標津町以外の方にも魅力が伝わればいいなと思っています。
地域おこし協力隊は昨年３名体制になり、新たな一
歩を進んでいます。これからもたくさんのことを吸収
さとう
ま お
して発信していこうと思いますので、よろしくお願い
中標津町地域おこし協力隊  佐藤 麻央
します。
メールアドレス sato@kaiyoudai.jp

自衛官等の
募集について
平成31年３・４月採用予定の自衛官候補生

募集種目

受験資格

自衛官
18歳以上
候補生
33歳未満の方
（男子）

受付締切

試験期日

随時
受付中

２月23日㈯

イラスト／野口

祐加

試験会場

釧路駐屯地
美幌駐屯地

２月24日㈰ 帯広駐屯地

※試 験会場は変更する場合があるため、
詳しくはお問い合わせください。
※受 験資格年齢については、平成30年
10月１日現在のものです。
２

自衛官候 自衛官任用 各種手当
補生手当
一時金
自衛官候補生

１

◆待遇と生活
１ 身 分 特別職国家公務員（自衛隊員）
２ 給与等の一例（平成29年４月１日現在）
（月額）131,800円
（３ヶ月後、２士へ任官し月額176,000円）
２士に任官した翌月に支給さ
れます。また自衛官任用後、
176,000円 １年３ヶ月未満で退職した場
合、償還金を償還しなければ
なりません。
扶養手当が該当者に支給されます。
それ以外の手当ては、支給されません。

平成31年採用予定の予備自衛官補（一般・技能公募）

募集種目

受験資格

技能
公募

予備自衛官補

一般
公募

18歳以上
34歳未満の方

受付締切

試験期日

試験会場

４月20日㈯

釧路駐屯地
美幌駐屯地

４月12日㈮ ４月21日㈰ 帯広駐屯地
18歳以上で、 （締切日
必着）
保有する技能
４月20日㈯ 帯広駐屯地
に応じ53歳～
55歳未満の方

中標津町

お問い合わせ資料請求先は

自衛隊帯広地方協力本部

中標津地域事務所

中標津町東１条南１丁目７－１

❸ 72-0120

自衛官募集コールセンター

0120-063792
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町立計根別学園で、平成 年度少年の主張中標津町大会が開か
れました。
当日は、町内の中学校から選ばれた８名が参加し、様々なテー
マのもと、堂々たる姿勢で元気よく日頃からの思いを主張していました。
最優秀賞、
優秀賞に選ばれた生徒は、
今後開催される根室地区大会へ出場します。

11月

22

9
日

12月は、さまざまな施設や団体
でもちつきが行われます。
今年は泉保育園にお邪魔しました。
子どもたちは楽しそうにもちつきの
歌を歌いながらもちをつき、おいし
そうに食べていました。

12月

7
日

もちつき
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12月

としょかんクリスマス会

総合文化会館にて『としょかんク
リスマス会』が開催されました。
今年もたくさんの子どもたちが集
まり、としょかんサンタ＆トナカイ
さんと遊んだり、読み聞かせサーク
ル「おはなしの木」によるおはなし
会が行われました。

中標津町大会

30

少年の主張

日

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

（世帯向け）
11倍
 居しようとする世帯全員
入
の所得制限・暴力団員の制
限、道営住宅に係る未納の
家賃・駐車場使用料および
損害賠償金等がないこと。
募集案内配布 ２月６日㈬～19日㈫
（日曜日・祝日は除く）
入居申込受付 ２月13日㈬～19日㈫
（日曜日・祝日は除く）
抽 選 日 ２月27日㈬（予定）
抽選会場 中標津経済センター
入居時期 ３月中旬～（予定）
※上記は変更の可能性があります。
※平 成30年度から指定管理者制度に
より管理は下記事業者が行っていま
すので、お間違えのないようにお願
いします。
申し込み・問い合わせは、道営住宅
（中標津町）指定管理者 ㈲アクロス
❸72-5515まで。
入居条件

ごみ収集のお知らせ
日

程

１月14日㈪

ごみ収集
休

み

最終処分場
休

み

祝日のため、ごみの収集および最終
処分場をお休みします。
詳しくは、生活課 環境衛生係まで。

学齢児童生徒就学通知書
（入学通知書）の送付のお知らせ

今年４月に小・中学校または義務教
育学校へ新入学する児童生徒の保護者
に就学通知書を送付します。
小学校・義務教育学校
平 成24年４月２日～平成25年４月
１日生まれのお子さんを持つ保護者
中 学 校
平 成18年４月２日～平成19年４月
１日生まれのお子さんを持つ保護者
発送予定日 １月15日㈫
住所変更などにより通知書が届かな
かった場合や、特別な事情により指定
校の変更を求める場合は、教育委員会
学校教育課 学務係まで。

年金相談所開設のお知らせ
開設日時
２月５日㈫ 午後１時～午後５時
２月６日㈬ 午前９時～午後２時
開設場所
中標津町役場 １階101号会議室
予約申し込みは、釧路年金事務所
❸0154-61-6000まで。

通年雇用化意識啓発セミナー
開催のお知らせ

根室管内４町通年雇用促進協議会で
は、季節労働者の方を対象にセミナー

を開催します。
日
時 １月17日㈭
午後１時30分～
午後３時30分
場
所 中標津経済センター２階
内
容
『どう変わる？働く人の働き方改革！』
定
員 30名（参加無料）
申込方法 １月16日㈬までに、電話・
Ｅメールまたは申込書をＦ
ＡＸで申し込んでください。
申し込み ・問い合わせは、根室管
内4町通年雇用促進協議会   ❸･❹726789まで。
Ｅメール n4cho-tsuunen-koyou@
bz03.plala.or.jp

平成31年度入校生の
追加募集について

国立北海道障害者職業能力開発校で
は、求職中の障がい者の入校生を追加
募集しています。
訓練期間は１年間または２年間です。
詳しくは、最寄りの公共職業安定所
または北海道障害者職業能力開発校訓
練 第一課  ❸0125-52-2774まで。

平成31年
中標津消防団出初式

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
防団の出初式を行います。町民皆さん
のご来場をお待ちしています。
なお、当日は午前８時30分に屋外サ
イレンを吹鳴（すいめい）します。
日
時
１月８日㈫
午前10時30分～午前11時50分
場
所
総合文化会館
前広場～観閲式
コミュニティホール～表彰式
問い合わせは、中標津消防署 消防
団係  ❸72-2181まで。

なかしべつ冬まつりの
出店について

２月９日㈯、10日㈰に開催する「な
かしべつ冬まつり」の出店については、
出店枠に空きが出なかったため、新規
出店の受付は行っていません。
なお、次回の夏祭りの出店について
は、広報７月号でお知らせします。
詳しくは、なかしべつ祭り実行委員
会事務局
（経済振興課観光振興係）まで。

中標津高等養護学校
臨時職員の募集について

中標津高等養護学校では、次の職種
の臨時職員を募集しています。
⑴臨時調理員（フルタイム）
雇用形態 ６ヶ月更新（条件あり）
中標津町役場  
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くらしの広場
January

1

勤務時間
①午前５時～午後１時30分
（休憩 正午～午後０時45分）
②午前10時30分～午後７時
（休憩 午後１時30分
～午後２時15分）
③午前８時15分～午後４時45分
（休憩 正午～午後０時45分）
給
料 日給6,790円
職務内容
生徒の朝食・昼食・夕食の調理
調理器具、食器等の洗浄・消毒等
そ の 他
・生徒の長期休業中は５日程度厨
房の清掃業務を行います。
・早番・遅番、土日祝に勤務でき
る方
・４人によるシフト制
⑵臨時調理員（パート）
※月10日程度の勤務
雇用形態 ２ヶ月更新（条件あり）
勤務時間
①午前10時30分～午後７時
（休憩 午後１時30分
～午後２時15分）
②午前８時～午後２時30分
（休憩 午後１時15分
～午後２時）
給
料 日給6,790円
職務内容
生徒の朝食・昼食・夕食の調理
調理器具、食器等の洗浄・消毒等
そ の 他
・生徒の長期休業中は休みになり
ます。
・４人によるシフト制
⑶臨時寄宿舎指導員
※月10日程度の勤務
雇用形態 学期更新（条件あり）
勤務時間
午後７時30分～翌午前９時
給
料 日給11,200円
職務内容
夜間の寄宿舎生の生活補助
安全管理等
そ の 他
・長期休業中は任用しません。
・朝食代金230円がかかります。
詳しくは、中標津高等養護学校
❸72-6700まで。

労災保険で治療できる
職業病があります

ランマ・ピック・丸ノコなどの「振
動工具」を使っていませんか？
手がしびれる、手が冷たいのは「振
動障害」という職業病かもしれません。
職業病は労災保険で治療することが
できます。休業しても補償があり、ま
た、離職後も補償対象となります。
まずはお気軽にご相談ください。
問い合わせは、全日本建設交運一般
労働組合（建交労）釧路支部
❸0154-21-7380まで。
計根別支所  
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Information
健

康

誇りをもって働き豊かなまちにしましょう（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。

乳がん検診のお知らせ
(２月分)
実施期間
受付時間

２月１日㈮～28日㈭
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
（検診の間隔は２年に１回）
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 １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
（２月分）
実施場所

税

金

１月は国民健康保険税（第８期）
の納期です
【納期限は１月31日】
今月納期分の指定口座からの振替日
は１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（全て）
○ 固定資産税（全て）
○ 国民健康保険税（第１～７期）
○ 軽自動車税

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
２月１日㈮～28日㈭
毎週月～金曜日
（申込締切１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。
（なお、古野医院を
受診される場合は、古野医院にも予約
が必要です。❸73-5700）

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。

骨粗鬆症検診のお知らせ
(２月分)

償却資産(固定資産税)の申告は
１月31日までに

実施期間
受付時間
対
象
内
容
料

金

定
員
場
所
申込締切

15

２月１日㈮～28日㈭
毎週火～金曜日
午前10時30分～午前11時
20歳以上の方
問診、骨密度測定
（腰椎、大
腿
（太もも）
骨）
、
診察
2,600円
（70歳以上 1,300円）
中標津町国民健康保険、後
期高齢者医療保険、生活保
護の方：無料
１日２名
町立中標津病院 整形外科
１月21日㈪
中標津町役場  
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もう一度お手元の納付書を確認のう
え、納付されていない方は早急に納め
てください。納期限を過ぎても納付さ
れない場合は、納期内に納付されてい
る方との公平性を保つため、職場調査・
預金調査などの財産調査の後、差押え
等の滞納処分を行うこととなりますの
で、定められた納期限までに納めるよ
うお願いします。病気やけが、失業・
多額の負債の支払いなどにより納期内
に納付が難しい方は、必ずご相談くだ
さい。
＜休日・夜間相談窓口＞
夜間相談日
１月16日㈬

午後６時～午後８時

休日相談日
１月27日㈰

午前９時～午後５時

平成31年１月１日現在で償却資産
を所有している会社や個人の方は、資
産の名称や取得価額等を１月31日㈭
までに申告してください。
※償却資産とは、土地家屋と同じく固
定資産税の対象となる事業用資産で、
会社や個人が事業のために所有する
機械・器具・備品等をいいます。
（自 動車税および軽自動車税の対象
車両は除く。）
※申告書には、マイナンバーの記載が
必要となりますのでご協力をお願い
します。
詳しくは、税務課 資産税係まで。
計根別支所  
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町営住宅入居者募集
募集団地
・旭第２団地（２階建）
東８条南３丁目
３ＬＤＫ（２階）２戸（オール電化）
平成24年、平成26年建設
※単身不可
家賃 28,700円～43,000円
他駐車場使用料、共益費
・新築「泉団地」（平屋建）
西13条北９丁目
１ＬＤＫ ６戸
概算家賃 17,300円～25,800円
他駐車場使用料、共益費
２ＬＤＫ ５戸
概算家賃 21,600円～32,200円
他駐車場使用料、共益費
※２人以上世帯対象
３ＬＤＫ ３戸
概算家賃 25,000円～37,300円
他駐車場使用料、共益費
※３人以上世帯対象
申込受付 １月７日㈪～18日㈮
受付場所 住宅係（役場２階窓口④番）
入居時期 ２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。
※新築「泉団地」については、東中団
地建替え入居者優先のため、募集戸
数が変わることもありますのでご了
承ください。
※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。
※１ 月18日時点で町税等（各種保険
料・使用料・負担金等含む）に滞納
がある方は入居できません。
詳しくは、都市住宅課 住宅係まで。

道営住宅入居者募集
募集団地
・泉中央団地（３階建）西８条北６丁目
Ａ棟１階 ３ＬＤＫ（世帯向け）
２戸
平成５年建設
家賃 20,300円～39,900円
他共益費、駐車場使用料、給湯設備
使用料
※家賃は収入によって変動します
※参考：前回応募倍率 2.5倍
・さかえ団地（４階建）大通北４丁目
３階 ２ＤＫ（単身者向け）１戸
２ＬＤＫ（世帯向け）１戸
平成21年建設
家賃 ２ＤＫ 16,500円～32,400円
２ＬＤＫ 19,800円～38,900円
他共益費、駐車場使用料、給湯設備
使用料
※家賃は収入によって変動します
※参考：前回応募倍率
（単身者向け）14倍

平成31年
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※広報紙に掲載された写真をご希望の方は、データ(JPEG)で提供します
ので総務課情報化推進・広報調査係までご連絡ください。
広報中標津は、環境保護のため道産間伐材と古紙を配合した用紙および
100%植物油型インキ「ナチュラリス100」を使用しています。

23,499（－16）
11,528（－ 3）
11,971（－13）
11,198（－12）
（

誕生 14人

死亡 13人

転入 50人

）内は前月比

転出 67人

