大人への一歩
綺麗な衣装に身を包み、成人式に参加
した新成人たち。
友人たちと久しぶりに再会し、昔話に
花を咲かせながらも、式が始まると大人
として真摯な態度で臨んでいました。

空とみどりの交流拠点
2019

平成31年

２

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

№674

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

１月７日㈪、平成31年中標津町成人式が総合文化会館大ホールで開催され、210名の新成人が晴れ着やスーツ姿で
出席し、華やかな雰囲気の中で式典が執り行われました。
新成人を代表して工藤さんと冨田さんが町民憲章を朗読し、さらに棚橋さんと植垣さんが「社会人としての責任を自
覚し、積極的に行動することを誓います」と誓いのことばを述べ、新成人としての第一歩を踏み出しました。
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「北方領土」

い
し
ほ
知って

～返還要求運動・２月の行事予定～

２月７日は『北方領土の日』

2019
「北方領土の日」根室管内住民大会
■日
■場
■内

程： ２月７日㈭ 正午～
所：根室市総合文化会館 大ホール
容：第１部 住民大会式典
第２部 中学生による弁論発表・アトラクション
催：北方領土隣接地域振興対策根室管内市町連絡協議会

■主

なかしべつ冬まつり返還要求署名活動
■日
■場

程： ２月９日㈯～２月10日㈰
所：中標津町総合文化会館 町民ホール

【根室振興局からのお知らせ】

日本政府は、返還要求運動を全国的に一層
盛り上げていくため、昭和56年、閣議了解
により２月７日を「北方領土の日」として定
めました。
２月７日は、日露間の国境が平和的対話に
より択捉島とウルップ島の間に定められた
「日魯通好条約」
（1855年）が調印された日
であり、北方四島が日本の領土としてはじめ
て世界的に明確にされた歴史的意義を持つ日
である事から、「北方領土の日」として最も
ふさわしい日とされました。

～千島桜満開プロジェクト～

根室振興局では、
「千島桜満開プロジェクト」のホームページを11月１日から開設しています。
根室管内で撮影された写真や北方領土問題に向けたメッセージを送っていただくと、ホーム
ページ上の日本地図に返還要求運動のシンボルの花「千島桜」が咲きます。
当プロジェクトは、日本中で千島桜を満開にして返還要求運動を後押しするとともに、管内の
魅力を発信しようとするものです。ぜひ、皆さんも積極的に参加してみてください。
ホームページは右記URLまたはQRコードをご参照ください。 https://hokkaido-chishimazakura.jp

返還へ 世代を超えて つなぐ声
平成30年度 北方領土に関する標語・キャッチコピー

平成31年度ビザなし
交流の受入計画（予定）
日
対

程
象

６月中旬〔土曜日および日曜日の予定〕
四島在住ロシア人ファミリー
（９家族程度）
※大人１名と子ども１～２名の家族構成

最優秀賞

北方四島交流は、北方領土問題解決のための環境整備
を目的として、平成４年から日本人と北方四島在住ロシ
ア人との相互理解を深めるため行われており、旅券（パ
スポート）、査証（ビザ）がなくても、外務大臣が発行
する身分証明書などにより渡航が認められることから
「ビザなし交流」と呼ばれています。

主な交流内容
・ホームビジット【日本の家庭生活を体験】
・文化、スポーツ交流【体験活動を通じた住民交流】
・意見交換【身近なテーマによる意見交換】

ビザなし交流の趣旨に賛同し
ていただき、ロシア人住民の受
入のお手伝いや一緒に交流して
いただける方を募集しています。
興味のある方は気軽にお問い合
わせください。

平成30年度ファミリー訪問団

【町ホームページ】→【町のプロフィール】→【北方領土対策】より情報発信中

問い合わせは、企画課 北方領土対策係まで。
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平成30年分（平成30年1月1日から12月31日まで）

所得税の確定申告は忘れずに!
～町・道民税申告書の提出期限も所得税確定申告と同様となります～

所得税の確定申告期間は２月18日㈪～３月15日㈮となっています。
できるだけ自分で申告書を作成して、忘れずに根室税務署（郵送も可）または役場税務
課まで提出してください。
なお、申告書の作成方法がわからない方のために、税務課職員が税務署より許可を受け
た期間に限り、申告相談・申告書作成のお手伝いをします。

中標津町役場
申告相談期間
会

場

２月18日㈪～３月15日㈮
午前９時～午後５時
中標津町役場１階

※土・日曜日を除く

101号会議室

上記期間以外での申告および相談は、税務署で行なってください。
役場での確定申告業務が許可されているのは、法律で定められた上記の期間までとなっています。
税務署から指導を受けていますので、ご理解ご協力をいただきますとともに、ぜひこの期間内に申告して
ください。※上記期間中に、町・道民税申告も受付しています。
○申告内容によっては、役場では相談を受けられないものもあります。
（青色申告、事業所得・不動産所得・譲渡所得などの申告で、役場では内容の判断が難しいもの）
○期間中は大変混み合うことが予想され、長時間お待ちいただくこともありますので、あらかじめご了承ください。

＝ 申告に必要なもの ＝
○給与・年金収入の方は、必ず「源泉徴収票」の原本（コピー不可）をお持ちください。
○国民年金保険料は「控除証明書」または「領収書」が必要です。
○生命保険料・地震保険料・旧長期損害保険料は「控除証明書」が必要です。
○障害者手帳等をお持ちの方は、手帳を提示してください。
○還付金が発生する場合は、口座振込になりますので口座番号のわかるもの（預金通帳等）をお持ちください。
※基本的には印鑑は必要ありませんが、内容によっては必要な場合がありますので、念のためご持参ください。

インターネットで確定申告ができます！
国税庁のホームページ（http://www.nta.go.jp/）にある申告書作成コーナーや電子申告（ｅ-Ｔａｘ）などを
利用し、自書申告へのご協力をお願いします（昨年電子申告された方は、引き続きご利用をお願いします）。
さらに、平成31年１月からは給与所得者（年末調整済み）で、医療費控除またはふるさと納税などの寄付金等
控除を適用して申告する方は、スマートフォン専用画面も利用できます。

手

順

⑴国税庁ウェブサイトから「確定申告書等作成コーナー」へアクセスし、確定申告書を作成。
⑵確定申告書をｅ-Ｔａｘで送信、または印刷して提出してください。
・ｅ-Ｔａｘで送信する場合（下記①または②のいずれかの方法）
①マイナンバーカードを使って送信
※ＩＣカードリーダライタが必要です。
②ＩＤとパスワードを入力して送信

確定申告書等
作成コーナーへ！

ＩＤとパスワードは、税務署で職員と対面による本人確認を行なった後に発行されるものです。発行
を希望される方は運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。

問い合わせは、税務課 住民税係または根室税務署 ❸0153-23-3263まで。
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国民健康保険に加入している方は…

毎年、
所得の申告が必要です

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なっています。
正しく判定を行うため所得の申告が必要となりますので、確定申告期間内の２月18日㈪～３月15日㈮の間に申告を
お済ませください。
所得がない場合でも、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ので、ご注意ください。
※年末調整をしている方、確定申告を予定している方、公的年金を受給しており扶養親族申告書を提出している方に
ついては、国民健康保険の判定をする上で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となります。

申 告 を し て い な い 場 合
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。

①収入がない場合の申告

②収入がある場合の申告

国民健康保険に加入されている方の申告は住民保
険課国保・高齢者医療係（窓口②番）にて受付します。
認印と身分証明書をご持参ください。

確定申告会場を設けていますの
で、申告会場にて申告ください。

問い合わせは、住民保険課 国保・高齢者医療係まで。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の
使途状況についてお知らせします

平成26年４月１日から消費税率が５％から８％へ引き上げられたことに伴い、国から交付される地方
消費税交付金も１％から1.7％へ引き上げられました。この地方消費税交付金の増収分については、その
使途を明確化し、全て「社会保障施策に要する経費」に充てるものとされており、平成29年度決算にお
いて、地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられた社会保障施策に要する経費は次のとおりです。

○平成29年度決算額
【歳入】地方消費税交付金
（社会保障財源化分）１億9,443万円
区

分

事

業

費

特

定

社会福祉 社会保険 保健衛生

国・道支出金

【歳出】社会保障施策に要する経費 39億837万円

財
そ

財
源
の

源
他

内

訳

一 般 財 源

うち社会保障財源化分
の地方消費税交付金

障がい者に対する給付
費、子ども ・子育て支 16億4,857万円 8億7,002万円 1億1,103万円
援に要する経費など

6億6,752万円

4,628万円

国民健康保険事業特別会
計、介護保険事業特別会
計、後期高齢者医療特別
会計への繰出金など

3億8,851万円

2,693万円

595万円 17億4,853万円

1億2,122万円

5億

391万円 1億1,407万円

救急医療確保、医師確保
対策など町立病院事業会
17億5,589万円
計への繰出金、各種予防
接種に要する経費など
合

計

39億

141万円

133万円

837万円 9億8,550万円 1億1,831万円 28億

456万円

1億9,443万円

※単位（万円）未満を四捨五入しています。

問い合わせは、財政課 財政係まで。
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高齢者の障害者控除対象者認定書の交付について
身体障害者手帳等をお持ちでなくても、次の認定要件に該当する方は所得税・町道民税の障害者控除の対象とな
りますので、
「障害者控除対象者認定申請書」により申請をしてください。
申請書様式は、
「町ホームページ＞様式ダウンロード＞介護保険」から入手できます。
なお、申請手続きの際は、申請者（窓口に来られるご家族等）の本人確認を行いますので、本人確認ができるも
の（マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等）を必ずお持ちください。
【認定要件】※次の全ての要件に該当する方
１．65歳以上で身体障害者手帳や療育手帳を持っていない方
２．介護保険の要介護認定で、介護度が「要支援２」または「要介護１～５」の方
介

護

度

障害者控除区分

控
所 得 税

除

額
町道民税

・要支援２
・要介護１～３

障

者

２７万円

２６万円

・要介護４と５
・要支援２と要介護１～３
のうち寝たきり高齢者※

特別障害者

４０万円

３０万円

害

※寝たきり高齢者
要介護・要支援認定に係
る障害高齢者の日常生活
自立度（寝たきり度）判
定がＢまたはＣの場合

詳しくは、介護保険課 介護保険係まで。

第27回

中標津町福祉のつどい

障がいのある人々にとって、療育・教育・労働・医療・福祉・文化など、暮
らしのすべての分野にわたって、まだまだ多くの困難と課題が山積みとなって
います。障がいのあるなしに関わらず、すべての人々が地域で安心して豊かに
生きがいをもって暮らせる街であるために、少しでも家庭や地域社会の中で考
えていただくきっかけとなるよう「中標津町福祉のつどい」を開催します。
総合文化会館を会場に当事者の音楽発表、各団体（親の会、障がい者を支援
している事業所）の活動紹介や製品の販売、
映画上映「みんなの学校」
（500円）
を行います。多くの皆さんの参加をお待ちしています。

日
会
主

昨年の様子

時：２月24日㈰ 午前10時～午後３時30分
場：総合文化会館「しるべっと」 コミュニティホール・町民ホール
催：中標津町障害児者連絡協議会

詳しくは、中標津町障害児者連絡協議会 事務局代理：企業組合くれぱす
担当：大佛店長（❸７４－０７０３） 会長：藤渡（❸090-8899-0924）まで。

人生１００年時代、われら老後どう生きるか
当センター事務所２階に「小林竹春・からくりおもちゃ館ラビッツ」を開設してから
10年を迎えた。元大工の会員小林竹春さん（93）が第一線を退いたとき、老後の生き
がいに木を素材にした「からくりおもちゃ」の魅力にとりつかれ、現在まで180点の
作品を作った。どの作品もハンドルを回すと、複雑に組み込まれた歯車がさまざまな動
きになり、子どもたちが驚き、感嘆し、歓声となる。今やビザなし交流の見学コースと
なり、ロシアの子どもや親たちが夢中になって遊べる場所となった。一昨年、文芸春秋
大特集「定年後の常識が変わった」の中で取り上げられ、全国的に注目され見学者が増
加した。

製作中の小林竹春さん

公益社団法人

中標津町シルバー人材センター

標津郡中標津町大通北１丁目

❸７９－１２３４
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屋根からの落氷雪に注意しましょう

沿道建物等からの落氷雪による死傷事故が毎年各地で発生しています。
住民の皆さんにおかれましては、冬期間の生活にはご苦労されていると思いますが、冬期間の通行を円滑にし事
故をなくすため、特に下記のことに注意するようお願いします。

◆落氷雪事故の発生が懸念される沿道建物等は…

雪止めを設置するようにしてください。また、雪止めが設置されている場合であっても

老朽化等による破損が原因で落氷雪事故が発生することもあるため、必ず点検し、破損等

があれば早急に修繕するようにしてください。また、空き家や倉庫等を所有している方も、
巡回するなど屋根の状況に注意しましょう。

注意

3
2
1
0
-1
-2

◆落氷雪事故は…

気温がマイナス３度からプラス３度程度のときに発生しやすいという特徴があるため、

早めに除雪するとともに、除雪の際には歩行者や遊んでいる子ども等に十分注意してくだ
さい。

-3
℃

◆屋根から大量の雪が落ちたときは…

すぐに事故がないかどうか点検するとともに、歩行者の通行の支障にならないよう処理
してください。

◆交通事故および交通障害防止のため…

屋根からの落氷雪や敷地内の積雪を道路に出さないようにしてください。

◆軒下を通行するときは…

屋根からの落氷雪に十分注意してください。また、軒下や道路では絶対に子どもを遊ば
せないようにしてください。

◆建物の壁や窓枠、突出看板等からの落氷雪は…

少量であっても危険です。付着した氷雪は早めに除去してください。

釧路開発建設部 中標津道路事務所・釧路建設管理部 中標津出張所・中標津警察署・中標津町 建設管理課

しの

くら

知っ得
ド
ガイ

（ショートメッセージ）
ＳＭＳ
に届く
不在通知にご注意を！
実在の宅配業者名で『お客様宛に荷物のお届けにあがりましたが不在のため持ち帰りました。
下記よりご確認ください。
』とウェブアドレスが記載された身に覚えのないＳＭＳ（ショート
メッセージ）が、不特定多数に送付されているとの情報が寄せられています。

実際に行われているサービスではな
く、宅配業者をかたり偽の不在通知を
送付して不審なウェブサイトへ誘導し個人情報などを搾取しようとするものです。不審なウェブサイトで個人情報な
どの入力をしてしまうとキャリア決済（携帯電話料金と一緒に支払う）を不正に利用される、または搾取された自分
の電話番号で不特定多数に同様のＳＭＳ（ショートメッセージ）を送付されるなどと悪用される可能性があります。
送付されてきた不審なウェブアドレスは開いたりせず、荷物の有無やサービスの確認をする際はホームページなどを
調べて問い合わせをするようにしましょう。

皆さんへのアドバイス 「ひとりで悩まずにまずは相談を！」

相談は、中標津町消費生活センター（役場生活課内）まで。
7

平成

年各賞受賞者紹介

則

受

賞

○瑞宝双光章 （四月二十九日受章）

秋

男

者（敬称略）

野

弘

小

山

片

昭

中標津町立計根別学園教職員一同
（優秀教職員としての功績）

沼

田

悟

靖

心からお祝いを申し上げます。

各賞の栄誉に輝かれました皆様に、

（永年にわたる消防団活動の功績）

前

○ 消防庁長官表彰 （三月七日受賞）

（永年にわたる消防団活動の功績）

小

○ 消防庁長官表彰 （三月七日受賞）

（永年にわたる地域安全活動の功績）

石

（永年にわたる自衛官としての功績）

立

○瑞 宝 単 光 章 （ 十 一 月 三 日 受 章 ）

（永年にわたる日本郵政公社職員としての功績）

○ 防犯栄誉銀章 （九月二十七日受章）

年中に叙勲・褒章、
その他三権の長、
各省庁・官庁の長の表彰を受賞された町内在住の方々をご紹介します。

30

○文部科学大臣 表 彰 （ 一 月 十 五 日 受 賞 ）

平成
30

町民意見募集（パブリックコメント）を実施しています

下記の計画（案）がまとまり、現在、町民の皆さんのご意見を募集しています。

・中標津町生きるを支える自殺対策行動計画（案）…………… 中標津町保健センター

■閲 覧 場 所

中標津町保健センター、役場まちづくり情報コーナー、総合文化会館窓口、計根別支所窓口、町ホームページ

■意見提出方法

備付けの様式により、持参、郵送、ＦＡＸまたはＥメール

■閲 覧 期 間

１月21日㈪～２月20日㈬

問い合わせは、中標津町保健センター 健康推進課 健康推進係まで。
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イン
フ
警報 ルエ
発令 ンザ
中！

・◦● 町立中標津病院からのお知らせ ●◦・
予防策をしっかりしましょう
外出の際にはマスクを着用し、こまめにうがい・手洗いをしましょう。
大勢の人が集まる場所には極力行かないようにしましょう。
症状がある場合
インフルエンザと診断された場合や、熱などの症状がある場合には、外出を避けましょう。
同居している方も、極力外出を避けましょう。
家族間での感染に注意しましょう。特に食事の時間をずらす、小皿に取り分けるなど工夫しましょう。

当院では、インフルエンザの感染および蔓延を防止し、入院患者様の安全を確保するため、流行の終息までの
間、ご面会は原則お断りさせていただきます。
急を要する場合には、あらかじめ病棟へお問い合わせください。
入院病棟でインフルエンザが発生し、入院患者様に感染すると重症化し、最悪の場合死亡する例もありますの
で、皆さんのご理解ご協力をお願いします。

問い合わせは、町立中標津病院 医事課

❸7２－8200まで。

畜産食品加工研修センター

～平成31年度研修会のお知らせ～

畜産食品加工研修センターでは、地域農業や地場産物への理解を深めていただくことを目的として、下記のとおり乳
製品や食肉製品の製造体験研修会を開催します。
この機会にソーセージやチーズ、アイスクリーム作りなどを体験してみませんか？

【研修内容】
区
（時

分
間）

研
基本使用料

ソーセージ
（10㎏） （４月）
1,620円
（午前10時～午後１時30分）（10月）
1,100円

修

費

用（※基本額）

個人使用料

原材料費

作業白衣代

(５～９月)1,080円 （４月～９月）
14,000円／回～
(11～３月)1,650円 648円／人

（４月）
2,268円 (５～９月）1,620円（10月～３月）
チーズ
（100ℓ）
11,000円／回
（午前10時45分～午後３時）（10月）
1,650円 (11～３月)2,310円 660円／人
アイスクリーム・バター （４月） 648円
（各１時間30分） （10月） 440円

(５～９月)
(11～３月)

（４月～９月）
432円 324円／人 アイス
660円（10月～３月）バター
330円／人

※土・日・祝日・年末年始は休み。

【申込受付】

受

付

（４月～９月）
216円／人
（10月～３月）
220円／人
120円／人
443円／人

日

研修会の日

３月１日㈮
４月～６月分
３ヶ月ごとに受付日を設定しています。（右表参照）
６月３日㈪
７月～９月分
午前９時～午後５時
９月２日㈪
10月～12月分
受付日に電話予約のみ
（受付開始から１～２時間は電話が大変混雑し、ほぼ
12月２日㈪
１月～３月分
当日に予約が埋まります）
◦申込書提出 電話での予約後、研修センターへ「施設使用許可申請書」をご提出ください。
◦注 意 事 項 ●５名～10名のグループで申し込みをお願いします（少数の場合は他のグループと合同で行います）
。
●申込回数は、年４回（乳・肉あわせて）までです。連続して申し込む場合は、２ヶ月以上間隔をあ
けてください。
●申し込みを受けた場合でも、都合により日程の変更または中止となる場合がありますので、あらか
じめご了承ください。
●お昼をはさむ研修会の場合は、お弁当などをご持参ください。
◦受 付 日
◦受 付 時 間
◦申 込 方 法

申し込み・問い合わせは、畜産食品加工研修センター
9

❸７８－２２１６まで。

日から

日の間に地域の抱えている問題や行政に対する意見・要望など、まちづくりについて町

14

望をご紹介します。まちづくりに対しての質問は、町長から基本的な考え方について答弁しましたが、意
見・要望は地域の課題として検討させていただきます。

手段が問題で、家庭や牛舎の牛の飲み水は確保できま

で、それらを上手く活用したいと考えていますが運ぶ

・最近
 、健康志向で走っている人が多いですが、夕方
から夜間に反射材などを身に付けずに走っている人

すが、ミルカーなどを清潔に保つための対策が課題と

就農者は子どもができても親が近くにいないので預

新規就農者に特化したものではありませんが、新規

・新規
 就農者のために小さい子どもを預かる事業を計
根別で行うという話を聞きました。

できるよう進めていきます。

具体的な対策について、今後農協と協議を行い対応

なっています。

がいて、車から見えにくく危ないので注意喚起をお
願いします。
走る側のマナーと
して、団体などと連
携して注意喚起をし
ます。
・胆振東部地震の影
響でブラックアウ

も搾乳施設を回せ

断水が起きた際に

時預かり保育を来年度から始めます。

古くなった児童館も同時に移転し、３才未満の子の一

計根別農協の協力をいただいて旧共済の建物を活用し、

があり、少しでも仕事に専念できる体制を作るため、

トがありましたが、 かってもらえるところがなく不安、不便だという要望

るような対策、農

・ごみ
 ステーションに地域以外の人がごみを置いてい
くことがあるため、ごみステーションをなくして各

けることができます。

計根別地域限定ではありませんので、定員枠内で預

協や関係団体と連
携が取れるような
基礎を作ってほし

いては、中標津には

戸収集するか監視カメラをつけてもらいたいです。

災害時の水源につ

いです。

川がいくつかあるの

制度設計について研究していきます。

外国人に頼らざるを得ない状況になっているため、

対策はあるのですか。

・最近は各業界とも労働力不足が深刻で、外国人労働
者に頼らざるを得ない状況となっていますが、町で

担当に対応させます。

まちづくりを考える懇談会 を開催しました
月
5

長と町民の皆さんが直接話し合う「まちづくりを考える懇談会」を開催しました。その中の主な意見・要

11

紙面の都合により抜粋して掲載しています。その他のご意見、ご要望等は
町ホームページ（https://www.nakashibetsu.jp/）で公開しています。
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防災ワンポイント

安全な除雪作業

第65回

あなたは、除雪作業の時、どんな備えをしていますか？除雪は簡単な作業と思い込み、
軽視してはいませんか？除雪作業中の事故は、毎年絶えることはありません。
昨年冬の豪雪による死者の82％は除雪作業中によるものでした。また、死者の66％は
高齢者でした。
雪国に住む私たちにとって、除雪作業は嫌でもしなくてはならない避けることのできな
い作業です。事故を防止し被害の程度を軽減するには、『命を守る除雪中の事故防止10か
条』を、しっかり守ることが重要です。安全な除雪で事故をなくし、あなたとあなたの大
じゃがいもずきん
「ききぼう」くん

切な人の命を守りましょう。

命を守る除雪中の事故防止10か条
●作業は家族、となり近所にも声掛けて２人以上で！

●低い屋根でも油断は禁物！

●建物のまわりに雪を残して雪下ろし！

●作業開始直後と疲れた頃は特に慎重に！

●晴れの日ほど要注意、屋根の雪がゆるんでる！

●忘れずに！命綱とヘルメット

●はしごの固定を忘れずに！

●除雪道具はこまめに手入れ・点検を！

●エンジンを切ってから！除雪機の雪詰まりの取り除き

●携帯電話の携行を忘れずに！

除雪中の事故の効果的な対策
除雪中の事故の特徴

◦除雪作業中、特に屋根からの転落
による事故が多い。
◦作業を始めてから間もない事故が
多い。
◦高齢者の事故が多い。
◦発見時間が遅れる程、死者が多い。
◦１人での作業中の事故が多い。
◦「気兼ねする」
「無理だと思わない」
高齢者が多い。

安全な除雪のための装備の例

除雪作業中の事故を防ぐためのポイント
１

必ず２人以上で！
近隣同士、地域コミュニティと協力して行いま
しょう。
⑵ 家族・親戚と一緒に行いましょう。
⑶ その他の雪処理の担い手と一緒に行いましょう。
２ 安全性を高めましょう！
⑴ 安全意識を高めましょう。
⑵ 道具・器具・機器を活用しましょう。
①
⑶ 適切なメンテナンスをしましょう。
②
⑷ ノウハウ・技術・知識を身につけましょう。
③
⑸ 基準・ルールを定めましょう。
④
３ 被害の程度を軽減しましょう。
⑴ 事故の衝撃を軽減しましょう。
⑤
⑥
⑵ 救命救急をしましょう。
⑦
⑶ 早期発見をしましょう。
⑴

専用フックのついた命綱と安全帯
安全帯で体全体を支えましょう。
フルハーネスタイプもあります。
ヘルメットは、正しく着用しましょう。
動きやすい服装で！
目立つ色がおすすめです。
靴底が滑りにくいゴム長靴を！
防寒性の滑りにくい手袋を！
滑り止めのついたはしごを！

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～歯の健康～

「歯の定期健診を受けましょう！」
中標津町保健センター
あなたは歯周病ですか？

歯科衛生士

表

美香

歯の健康

「まだ若いし」「毎日時間をかけて丁寧に歯磨きしている

定期健診を受けましょう

し」「痛くも何ともないし」
「たぶん大丈夫」と思う方のほ

歯と歯の間を磨きましょう

うが多いかもしれません。

毎食後、歯を磨きましょう

では、どのくらいの人が歯周病にかかっているのでしょ
うか？平成28年の厚生労働省の調査では、中等度以上の

歯周病になっている人が30歳以上で58％と半数以上の方が該当している結果でした。また、10代では6.1％、20代
で28.8％の人が中等度以上の歯周病にかかっており、若くても歯周病になることがわかります（グラフ参照）。

80

中等度（４mm）
以上の歯周病の人の割合

％

60
40
20
0

28.8

36.8

44.7

51.8

63.5

66.1

73.7

6.1
15〜19歳 20代

30代

40代

50代

平成28年度

60代

70代 80歳以上

歯科疾患実態調査（厚生労働省）

歯と歯ぐきの
すき間の深さ

歯周病の程度

１～２mm

健康

３～４mm未満

軽度歯周病

４～６mm未満

中等度歯周病

６mm以上

重度歯周病

歯周病は、歯と歯ぐきのすき間に入り込んだ歯垢（細菌のかたまり）がどんどん奥へと進み、歯ぐきや歯根膜に炎
症を起こし、歯を支える顎の骨を溶かしていく病気です（下図参照）
。現在は、毎日歯ブラシで歯を磨く人がとても
多いのですが、歯ブラシだけではいくら時間をかけて丁寧に磨いても歯と歯ぐきのすき間の歯垢が取れないため、一
見きれいな歯ぐきに見えていても、歯と歯ぐきのすき間深くに歯垢が溜まり、顎の骨が溶かされているというタイプ
の歯周病がとても多いです。毎日歯ブラシで丁寧に歯を磨いていても、痛みや歯ぐきに症状がなくても、歯周病になっ
ているかもしれません。
歯周病かどうかは、顎の骨が溶かされているかどうかなので、歯医者さんで検査（下図参照）をしてもらわなけれ
ばわかりません。顎の骨は一度溶かされると元には戻りません。そのため、なるべく早い内に受診し、その後は年に
１回以上の定期健診を受けることが大切です。
歯と歯ぐきの
すき間の
深さを測る器具
歯ぐき

深さ２ｍｍ以内

深さ３ｍｍ以上

（このすき間に
歯垢が入り込み
歯周病になる）

（すき間に歯垢が
溜まり骨が
溶かされている）

なので健康

し こん まく

歯根膜

なので歯周病

顎の骨
出典：㈱コムネット

健康に関する相談はお気軽に保健センター（❸72-2733）までご連絡ください。
12

昨年７月に着任して早くも半年が経ちま

地域おこし協力隊が行く 40

其の

した。現在、観光協会に勤務していて、任
せていただいているお仕事のひとつにイン

スタグラムでの発信があります。インスタグラムは写真や動画をシェ
アするＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）で、中標
津や中標津近郊の風景、食べ物、生き物などを撮影して投稿しています。
先輩協力隊員の小池さんが中心となり2015年11月にスタートし、
着々とフォロワー数を増やしてきたものを小池さんの退任後引き継
いだのが９月。年頭に掲げられていた2018年の目標、フォロワー
1000人越えを達成できて、ひとまず安堵しました。
私が担当してから一番「いいね！」をしていただけたのが秋色のミ
ルクロードの写真でした。数多くの「いいね！」をいただけるのは、
やはり開陽台からの風景が多く、中標津で一番の観光地であることを
実感しています。時折いただくコメントなどをみると中標津在住や出
身の方が多くフォローしてくださっているようで、この場をお借りし
てお礼申し上げます。
これからもフォロワーの方々に楽しんでいただけるように、さらに
フォロワーが増えて中標津の良さをわかっていただけるように、自分
自身が中標津の魅力にもっと気づいて、それをどんどん発信していけ
たらと思います。
観光協会公式インスタグラムは
こちらから！！

中標津町地域おこし協力隊
メールアドレス

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
随時
受付中

イラスト／野口

祐加

試験期日

試験会場

２月23日㈯

釧路駐屯地
美幌駐屯地

２月24日㈰ 帯広駐屯地

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

技能
公募

予備自衛官補

一般
公募
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受験資格
18歳以上
34歳未満の方

受付締切

maeno@kaiyoudai.jp

◆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30年１月１日現在）

※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

さき こ

前野 咲子

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
（締切日
必着）
18歳以上で、
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

自衛官
自衛官
各種手当
候補生手当
任用一時金
自 衛 官 候 補 生

１

まえ の

（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。

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

くらしの広場

中標津町では町民の皆さんへ緊急的に情報提供が必要な場合に備え、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

※参考：前回応募倍率
（単身者向け）
14倍

と比べると、

費

◆１年分を口座振替で前納する場合

受講申込受付期間

用

現金納付 196,920円

（世帯向け） 11倍
入居条件

February

→

の所得制限・暴力団員の制
限、道営住宅に係る未納の

２万円程度（テキスト代）
２月１日㈮～３月１日㈮

口座納付 192,790円

入居しようとする世帯全員

2

申 込 先

ハローワーク釧路

１年で4,130円割引

◆２年分を口座振替で前納する場合

❸0154-41-1201
問い合わせは、北海道職業能力開発

家賃・駐車場使用料および

現金納付 395,400円

促進センター釧路訓練センター 訓練

損害賠償金等がないこと。

口座納付 379,640円

課  ❸0154-57-5938まで。

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年で15,760円割引

平成31年４月分から口座振替前納を

２月13日㈬～19日㈫

希望する方は、２月末日までに申し込

（日曜日・祝日は除く）

みが必要です。すでに口座振替前納し

石綿による疾病の補償・救済
について

抽 選 日

２月27日㈬（予定）

ている方は必要ありませんが、１年前

中皮腫や肺がんなどを発症し、それ

抽選会場

中標津経済センター

納から２年前納への変更など、振替方

が労働者として石綿ばく露作業に従事

入居時期

３月中旬～（予定）

法を変更される場合は再度手続きが必

していたことが原因であると認められ

※上記は変更の可能性があります。

要です。

た場合には、労働者災害補償保険法に

※平 成30年度から指定管理者制度に

※２年前納を納付書で納める場合も申

基づく各種保険給付や、石綿による健

より管理は下記事業者が行なってい

し込みが必要です。

康被害の救済に関する法律に基づく特

ますので、お間違えのないようにご

問い合わせは、住民保険課 国民年

別遺族給付金が支給されます。

注意ください。

金係または釧路年金事務所   ❸0154-

申し込み・問い合わせは、道営住宅
（中標津町）指定管理者

が大きな特徴です。

❸72-5515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

３月５日㈫

午後１時～午後５時

３月６日㈬

午前９時～午後２時

日

時

中標津町役場

２階202号会議室

予約申し込みは、釧路年金事務所

所

中標津町役場
簑島

定

７名

員

利用条件

弘幸

中標津町職員（社会人経験者）募集

弁護士

平成31年度４月１日採用の職員を

３月１日㈮から先着順に受

募集しています。

け付け、定員になり次第締

募集職種 ●一般行政職
●技術職

町民からの民事・家事・行
政事件に関する案件に限り

祝日におけるごみ収集等は次のとお

（土木・電気・機械・建築）
受験資格

ます。

りです。

２月11日㈪

となる可能性があります。

め切ります。

ごみ収集のお知らせ

程

場合には、労災保険給付等の支給対象

労災補償課  ❸011-709-2311まで。

３月19日㈫

相 談 員
申込受付

❸0154-61-6000まで。

方が過去に石綿業務に従事されていた

午前10時30分～午後３時
場

開設場所

中皮腫などでお亡くなりになられた

問い合わせや相談は、北海道労働局

しています。

開設日時

日

ら非常に長い年月を経て発症すること

22-5810まで。

㈲アクロス

年金相談所開設のお知らせ

石綿による疾病は、石綿を吸ってか

ごみ収集
休

み

最終処分場
休

み

詳しくは、生活課 環境衛生係まで。

有 し、 昭 和54年 ４ 月 ２ 日

詳しくは、生活課 交通町民相談係

から平成３年４月１日まで

まで。

に生まれた方で、民間企業
や公的機関等での職務経験
が５年以上の方。

職業訓練受講生募集

技術職については、根室管
内以外に居住の方。

北海道職業能力開発促進センター釧

国民年金保険料の納付は
口座振替が便利でお得です

路訓練センターでは、４月受講生を募

応募締切

２月13日㈬必着

集しています。

試験日程

一次試験：２月24日㈰

募集人員

さらに割引額が大きな「２年前納」
もあります。現金で毎月納付する場合

建設荷役車両運転科 20名
ビジネスワーク科

国民年金保険料を１年分前納する場
合は、口座振替がお得です。

高校卒業程度以上の学力を

15名

※ハローワーク求職登録者

詳しくは町ホームページをご覧いた
だくか、総務課 職員係まで。

選 考 日

３月７日㈭

訓練期間

４月３日㈬～９月27日㈮
中標津町役場

二次試験：３月10日㈰
申 込 先 総務課 職員係

７３―３１１１

計根別支所

７８―２２１１

14

Information
健

中標津町国民健康保険加入の方の特

定健康診査を、下記の医療機関で実施
しています。
象

骨粗鬆症検診のお知らせ
(３月分)

康

「特定健康診査」個別健診の
お知らせ

対

きまりを守り明るいまちにしましょう（町民憲章より）

中標津町国民健康保険加入
の40～74歳の方

※昭 和54年３月31日以前に生まれた

実施場所
実施期間
受付時間
対

象

内

容

料

金

方で健診日に75歳未満の方

予 約は不要です。食事を取らずに、
診療時間内に受診してください。

・石田病院  ❸72-9112

石田病院へご予約ください。

整形外科

３月１日㈮～15日㈮
毎週火～金曜日

午前10時30分～午前11時
20歳以上の方

員

申込締切

護の方：無料
１日２名

２月20日㈬

❸72-2733まで。

（別料金）
。

料

金

実施期間
注意事項

税

ター  ❸72-2733まで。

子宮頸がん検診のお知らせ
（３月分）
実施場所

古野医院

受付時間

午前10時～午後１時

象

内

容

料

金

水曜日・祝日以外の診療日
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）
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、古野医院にも予約が必要で
す。❸73-5700）

15

今月納期分の指定口座からの振替日

認をお願いします。

問い合わせは、中標津町保健セン

対

２月は国民健康保険税（第９期）
の納期です【納期限は２月28日】

受診の際には「特定健康診
が必要です。

実施期間

金

は２月28日㈭です。口座振替を申し

査受診券」と「健康保険証」

中標津町役場

７３―３１１１

額証明書を、本人申請により交付しま
委任状が必要です。手数料はかかりま
せん。

なお、電話による納付額の問い合わ

せには回答できませんのでご了承くだ

未登記建物の手続はお済みですか
現在の所有者に課税されますが、未登

無料

３月31日㈰まで

確定申告を行うにあたり、社会保険

家屋の固定資産税は、毎年１月１日

❸0154-37-3370

※が ん検診と一緒に受診できます

について

さい。

町立中標津病院へご予約ください。

さい。

○国民健康保険税納付額証明書の発行

す。代理の方が窓口に来られる場合は

申し込みは、中標津町保健センター

・釧路がん検診センター

釧路がん検診センターへご予約くだ

保険税のみ納めることができます。

2,600円

（70歳以上 1,300円）

・町立中標津病院  ❸72-8200



なお、当日窓口では町税・国民健康

料控除に使用する国民健康保険税納付

腿（太もも）骨）、診察

期高齢者医療保険、生活保
定

を開設しますのでご利用ください。

問診、骨密度測定（腰椎、大

中標津町国民健康保険、後

医療機関・予約方法
・富沢内科医院

町立中標津病院

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

込まれている方は前日までに残高の確

～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１～８期）
○ 軽自動車税
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
２月18日㈪ 午後６時～午後８時
休日相談日
２月24日㈰ 午前９時～午後５時
計根別支所

７８―２２１１

記の建物については、名義変更をして
も届け出がないと引き続き前所有者に
課税されますので「未登記家屋所有権
移転報告書」を提出してください。

また、昨年中に建物を取り壊し、ま

だ届け出されてない会社や個人の方は

「家屋取壊報告書」を提出してください。
詳しくは、税務課 資産税係まで。

一

般

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
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１月

10・11
日
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ニ
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中標津消防団第１分団の消防ポン
プ自動車を更新しました（購入金額
2,916万円）。
無給油式真空ポンプ、安全機能付カ
ラー液晶ポンプ操作盤「ｅ－モニタ」、
高輝度LED照明装置、軽量アルミ製
ホースカー等を装備し、最新式の消防
ポンプ自動車として、中標津市街地の
各種災害に備えます。

12月

13

１月

6
日

新年交礼会

中標津地区（総合文化会館）と計根
別地区（交流センター）で新年交礼会
が行われました。
それぞれの会場では牛乳で乾杯のあ
と、無事新年を迎えられたことを慶び、
年頭の歓談に花を咲かせていました。
計根別地区では、中標津農業高校生
徒による太鼓演奏が行われ、素晴らし
い演奏に参加者からは惜しみない拍手
が送られていました。

日

消防ポンプ自動車更新

日

新春書初め会

新春書初め会が総合文化会館、交流
センターでそれぞれ行われました。
参加された皆さんは、雨城書道同好
会の方々に指導してもらいながら、書
初めに挑戦していました。

１月

ご当地ナンバープレート交付

１月７日に、町制施行70周年を記
念し作製した、原動機付自転車のオリ
ジナルご当地ナンバープレート第１号
の交付が行われました。
交付対象車種のご当地ナンバープ
レートの交付については、随時受付を
行なっていますので、ご希望の方は税
務課までお問い合わせください。

de

中標津地区

計根別地区

平成31年

2
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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。

23,493（－
11,519（－
11,974（＋
11,201（＋
（

誕生 20人

死亡 22人

転入 47人

6）
9）
3）
3）

）内は前月比

転出 51人

