みんなが笑顔に
２月９日～10日に開催されたなかしべつ冬
まつりでは、記録的な寒さとなったものの、毎
年大人気のすべり台ではそんなこと関係なし。
中には10回以上もすべる子どもがいたりと、
楽しそうな笑顔で溢れていました。

空とみどりの交流拠点
2019

平成31年

３

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

№675

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

北海道知事選挙及び北海道議会議員選挙

票

所

時間は地区によって異なります。

投

各投票所と投票時間
投票区

第１投票区 中標津町保健センター
第２投票区 中標津東小学校
第３投票区 中標津小学校
第４投票区 丸山小学校
第５投票区 武佐へき地保健福祉館
第６投票区 俵橋生活館
第７投票区 開陽へき地保健福祉館
第８投票区 俣落母と子の家

投票区 養老牛へき地保健福祉館

投票区 中標津町交流センター

第９投票区 当幌研修館
第
第

投票区 拓友館

午前７時～
午後８時

午前７時～
午後６時

午前７時～
午後７時
午前７時～
午後６時
入
 場券に記載されたご自分の投票所および投票時
間を確認の上、時間内に投票へ行きましょう。

第

投票時間

町
 内 箇所に設けられる投票所の開所時間は、い
ずれの投票所も午前７時からとなりますが、閉所の

◆投票
 日の投票開始時間は午前７時から、終了時間は
地区によって異なります

投票日は
４ 月７ 日㈰です
４月７日㈰は、北海道知事選挙及び北海道議会議員
この選挙は、北海道の代表者である知事と、道民の

選挙の投票日です。

日㈭、北海

意見を反映させる北海道議会議員を選ぶ大切な選挙で
す。選挙の告示は北海道知事選挙が３月
日間、役場１

日㈮となっており、期日前投

日㈮から４月６日㈯までの

道議会議員選挙が３月
票は３月
階ロビーで実施します。
私たちの意見や考えを代弁してくれる代表者を選ぶ
選挙に、棄権することなく大切な一票を投じましょう。
◆投票できる人
平
 成 年４月８日以前に生まれた方で、北海道内
市町村の選挙人名簿に登録（※）されているととも
に、期日前投票期間中を含め、投票日時点で北海道
内に在住（住民登録）している方です。
※選挙人名簿への登録資格
選
 挙人名簿に登録されるのは、その市区町村
に住所を持つ年齢満 歳以上の日本国民で、そ
の住民票がつくられた日（他の市区町村からの
転入者は転入届をした日）から引き続き３力月
以上、その市区町村の住民基本台帳に記録され
月の１日に定期的に行われ

ている人です。選挙人名簿への登録は、毎年３
月、６月、９月、

投
 票所においてサポートが必要な場合は、事務従
事者がサポートしますので、お気軽にお申し付けく
ださい。

日㈮～４月６日㈯

分～午後８時

本

問い合わせは、中標津町選挙管理委員会（総務課）まで

2

◆入場券を忘れずに

入 場 券 を 紛 失 し た り 忘 れ た り し て も、 投 票 所 に
行って投票することはできますが、本人であること

見

の確認のため多少時間がかかる場合があります。入

場 券（ は が き ） を 忘 れ

ずに持って投票に行きま
しょう。

※入場
 券は３月 日㈭まで
に発送予定です。

日前投票を！

◆投票日当日に投票所に行くことのできない場合は期

投票日当日、悪天候が予想されている場合や、旅
行や仕事、冠婚葬祭などの予定があり投票所へ行く

ことができない方、疾病、身体障がい等のため歩行

困難な方は期日前投票ができます。期日前投票を希

望される方は、入場券の裏面に「期日前投票宣誓書」

が印刷されていますので、必要事項を記入し期日前

投票所へお越しください。

また、長期出張や入院中の方については、不在者
投票により投票することができますので、早めに選

挙管理委員会までお問い合わせください。

３月

●期日前投票期間

午前８時

●期日前投票所

中標津町役場１階ロビー

■期日前投票の最終日となる４月６日㈯は大変込み合
うことが予想されますので、早めの投票をお勧めし
ます。

重要 知事選挙と道議会議員選挙の期日前投票
を一度に行う場合は、３月 日以降にお越
しください。３月 日から 日の間は、知
事選挙の期日前投票しか行えません。

29 30

12

21

30

21

16

る定時登録と選挙が実施される場合に行われる
選挙時登録があります。

22

18

22

29

12

12 11 10

22
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転入される方のため、
受付窓口の時間延長をします。
年度始めは、転入などの手続きにより受付窓口が大変混雑することが予想されます。
転入される方のため、下記のとおり受付窓口の時間延長を行いますので、ご利用く
ださい。
…４月１日㈪、２日㈫、３日㈬

●受付時間延長●

延長窓口

午後８時まで

住民保険課〈戸籍住民係
上下水道課

税務課

国保・高齢者医療係

福祉課

介護保険課

国民年金係〉

子育て支援室

学校教育課

※手続きされる方は時間に余裕を持ってお越しください。
※詳細は、担当課までお問い合わせください。

献血にご協力ください
日本赤十字社北海道ブロック血液センターでは、全道各地で移動献血車を運行し、献血をお願いしています。
中標津町においても毎年、移動献血車により町内事業所のご協力のもと、町民の皆さんに献血を呼びかけていま
すが、ご協力いただける方が年々減少しているため、血液の確保に苦慮しています。
平成31年度につきましても４月・６月・８月・10月・12月・２月に町内巡回を予定していますので、一人でも
多くの方のご協力をいただきますようお願いします。
詳しい日程が近づきましたら、新聞折込みチラシ・ＦＭはな等でお知らせしますのでご確認ください。

中標津町における献血実績

（人）

場
役

年

27

28
度
29

実 施 月
献血人数
実 施 月
献血人数

場

8・12
109
4・12
92

実 施 月 4・8・12
献血人数

130

警察署

あるる

8・2

8・3

54
6・2

6・12
50

135
8・12

52
8・2

武

8・12・3

57
8・3

54

東

所

76
10・2

50

73

JA
中標津

JA
計根別

左記以外

中標津町
全体

4・12

4

4・8・12・2・3

4・8・12・2・3

80
6・2

19
6・2

59
6・12
49

22
2

4・6・8・12・2・3 4・6・8・12・2・3
658

303
4・6・8・10・2

12

736

282

4・6・8・10・12・2

284

648

詳しくは、福祉課 社会福祉係まで。

あなたもシルバー人材センターの会員になって働いてみませんか
今日は、おじいちゃんの給料日
ぼくのおじいちゃんは、シルバー人材センターの会員になってから、かれこれ
十年余りになるそうです。ぼくと妹は、おじいちゃんの給料日を楽しみにしてい
ます。その日は、おじいちゃんが家族みんなを焼肉屋にさそってご馳走してくれ
るのです。
「さあ～みんな、うんと食べてくれ！」といせいよくせき立てるのです。
おばあちゃんが笑いながら「ではみんな、今日もおじいちゃんのご厚意を頂きま
すか」と言うのです。毎月15日は、おじいちゃんの汗の結晶、家族の幸せをか
みしめる日でもあるようです。おじいちゃん、ありがとう。
「河童まつり」
の準備
－ボランティア活動－
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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

釧路年金事務所
年金相談所開設日程について
平成31年度

平成31年４月

２日㈫～３日㈬

平成32年１月

７日㈫～８日㈬

５月

７日㈫～８日㈬

２月

４日㈫～５日㈬

６月

４日㈫～５日㈬

３月

３日㈫～４日㈬

７月

２日㈫～３日㈬

８月

６日㈫～７日㈬

９月

３日㈫～４日㈬

10月

１日㈫～２日㈬

11月

５日㈫～６日㈬

12月

３日㈫～４日㈬

開設時間
１日目
２日目

相談はすべて
予約制です。

午後１時～午後５時
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。

中標津町育英資金貸付金の利用者を募集します
教育委員会では、平成31年度の育英資金貸付金の利用者を募集しています。利用者の対象となるのは、中標津町
民で高等学校以上の教育を受けようとする方です。
高等学校

高

専

大学・短大・専修学校

修学資金（年額）

１２万円以内

１８万円以内

２４万円以内

入 学 一 時 金

１０万円以内

１５万円以内

２０万円以内

申込期間

３月４日㈪～４月５日㈮
※ 成績証明書、在学証明書などが必要となります。

申請書類は教育委員会で直接受け取るか、ホームページからダウ
ンロードしてください。
貸付の決定は、育英資金運営委員会による審査後の４月下旬とな
る予定です。

申し込み、問い合わせは、教育委員会 管理課 総務係まで。

看護師修学資金貸付希望者募集
平成31年度医療技術職員養成修学資金の貸付希望者を募集しています。
募集期限

３月８日㈮

貸付条件

資格取得後、町立中標津病院に４年以上勤務
（貸付期間が４年を超える場合には貸付期間以上）

申し込み・問い合わせは、町立中標津病院 管理課（❸72-8200）まで。
4

の

し
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得
っ
知
ガイド

契約は慎重に
「契約」というと契約
書面に印鑑を押して…と
想像するかと思いますが、
実は日々の生活の中でも

無意識にさまざまな契約をしています。例えば、普段の店舗での買
い物や美容院で髪を切る、インターネットや電話で注文をするなど
も契約の一つと考えられます。
「欲しい」
「いいですよ」というよう
に、申し込みとそれに対して承諾をする意思表示が合致すると、た
とえ口約束でも契約成立となります。もちろん契約の種類や内容によっては書面が必要なものもあります。
どのような契約であっても一旦契約が成立してしまうと原則として一方の都合だけで解
消することが難しくなります。内容がわからないまま契約をしてしまい、あとから自分に
は必要なかったと気が付き解約をしようとしたら高額な違約金を請求された、曖昧な返事
をしたら契約になっていたなどのトラブルにならないために「契約する内容はしっかりと
確認」
「意思表示はハッキリとする」ことを心がけましょう。

契約前のチェックポイント

「ひとりで悩まずにまずは相談を」

▪どのような商品なのか、またはどのようなサービス内容なのか。
▪代金、料金はいくらなのか、そのほかに支払う費用はあるのか。
▪口頭で説明されたこと、約束したことは契約書に記載されているか。
▪返品、解約はできるのか、またその条件や違約金についての説明や記載はあるか。
▪通信販売の場合は返品できるのか、できる場合の条件はどのようなものか。
▪事業者名、住所、電話番号などの記載はあるか。
▪長期契約の場合、契約期間を無理なく続けることができるのか。
▪中途解約ができるのか、またその場合の条件の記載はあるか。
▪中途解約できる場合の清算方法、違約金などの説明や記載はあるか。
▪定期購入で初回だけ安く購入できる場合、支払総額や契約期間などはどうなっているか。
▪同様の商品やサービスと比較、検討してみる。

など

＊このほかにも気になる点や不明なことなどは契約の前に確認しましょう。
＊どのような契約の場合でも慌てずにしっかりと考えてから申し込みましょう。

相談は、中標津町消費生活センター（役場生活課内）まで。
5

ちゃふぇ

を開設

ょう！」
飲みまし
を
茶
お
い。
ときて
しくださ
「ぷらっ
こ
お
に
”
茶フェ
“ぷらっと

中標津町総合福祉センターに、カフェを開設します。
誰でもお茶を飲みながらお話ができるように、ボラン
ティアの方がお話の相手になってくれます。
普段の生活のことや家族の介護のことなど、役場や専
門機関に相談するほどでもないけど、
「ちょっと話を聞い
て欲しい」、「自分の思いを話したい」などお気軽にご利
用ください。
「普段、自宅にいることが多くなり、たまに誰かとお
話してみたい」
、
「家族の介護などにちょっと疲れてきた」、
「介護保険のお世話になるほどではないけど将来のこと
が心配になってきた」など、お気軽におこしください。
お子さんやお孫さんとご一緒も歓迎します。
ボランティアの方がお話し相手となり、話の内容によって、専門機関や中標津町社会福祉協議会の福祉や介護、人
権擁護などを担当する職員を紹介することもできます。
利用料やお茶代は無料です。
場

所

中標津町総合福祉センター（プラット） ラウンジ（プラット内のホール）

日

時

毎月第１水曜日、第３木曜日

午前10時～正午

※５月は第２水曜日と第４木曜日です。
内容は次のとおりです。担当の職員がお話を伺いますのでお気軽にお声かけ

ぷらっと茶フェに
相談コーナーを併設
月

日

ください。
相 談 コ ー ナ ー

①介護保険の相談
４月３日㈬

②認知症支援チームによる相談
③障がい者、高齢者の相談
④後見人などの相談

容

①介護保険に関すること、身体機能や認知機能の低下
による将来の心配など
②認知症の早期発見や早期診断を行うための相談など
③障がい者、高齢者の支援制度の相談など
④財産管理や将来の不安などの相談

②健康相談

①気 軽に参加できる軽運動や認知予防教室などの紹
介、案内
②血圧測定や健康の相談など

５月８日㈬

①介護や認知症の相談
②防災の相談

①町内の介護保険サービス
②防災グッズや非常食の保管など

５月23日㈭

①介護や認知症の相談
②消費者相談

①介護予防などの相談
②消費者被害やネットトラブルなど

６月５日㈬

①介護や認知症の相談
②ごみの分け方、出し方

①介護保険の利用手続きなど
②ごみの分別でごみ料金の節減

６月20日㈭

①介護や認知症の相談

①介護保険に関する相談

４月18日㈭

①介護や認知症の相談

内

疑似体験！
！

車椅子の仕組みと体験、加齢による身体の変化の体験など疑似体験ができます。
ご希望の方は、ぷらっと茶フェ開催時にお声かけください。
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中標津農高

農業クラブ全道大会で2連覇達成!!
過去4年で3度の制覇は大会史上初!!
〜酪農に関する研究発表も全道第2位の快挙〜

中標津農業高校は、１月31日㈭～２月１日㈮に上川
管内の北海道名寄産業高等学校（名農キャンパス）で開
催された「平成30年度日本学校農業クラブ北海道連盟
第70回全道実績発表大会」に４つの研究班が出場しま
した。本大会は、日頃の農業学習を発展させ、地域の課
題をプロジェクトテーマに研究内容や発表力などを競う
大会であり、今年度は全道各地から17校216名の生徒が
参加しました。
そのうち、学校全体の農業学習の推進・活性化に向け
た取り組みを発表する「クラブ活動発表部門」では、昨
年度に続いて最優秀賞に輝き開校以来初の大会２連覇を
達成しました。
そのほかにも、全国の高校で初めて乳用牛のＧＡＰ取
得チャレンジシステム（※）取組済農場として認定された動物活用研究班も優秀賞（全道第２位）を受賞しました。
最優秀賞の農業クラブ執行部は、北海道連盟から先駆的な取組校として推薦を受け、10月22日㈫から山形県で開
催される日本学校農業クラブ全国大会において、北海道代表として事例発表を行います。

（平成27年度新十津川町大会の様子）

（平成29年度倶知安町大会の様子）

※【ＧＡＰ取得チャレンジシステム】
 ＪＧＡＰ家畜・畜産物認証取得の準備段階の取組として、家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準、
アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の飼養管理指針の項目等について、生産者自身が生産工程の
管理状況の自己点検を行い、その内容を（公社）中央畜産会が確認してＷＥＢ上に公表する仕組み。

老人クラブ

加入の
ご案内
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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）

なかしべつ

第

冬
44

回

まつり

8 8

9 9

中標津町自治基本条例を学ぼう
文 中標津町自治基本条例

条例本

第３章 町民

（町民の役割）
第14条 町民は、安心して心豊かに
暮らすことのできる地域社会
を築くため、町民相互の自主
性と自立性を尊重し、町民が
主体の自治の実現を図ります。
２

町 民は、町民の権利の行使に当
たっては、発言と行動に責任を持
つとともに、将来の世代に配慮し
ます。

３

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
ために必要な負担を担います。

解 説

その13

中標津町自治基本条例
『第14条
（町民の役割）
』
について

第14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役
割について明らかにしています。
第１項では、町民は、この条例の理念として掲げられた町民が自治
の主体であるという役割を自覚すること、そして、町民は、安心して
心豊かに暮らすことのできる地域社会を築くため、町民が主体の自治
を実現するにあたり、お互いの自主性及び自立性を尊重し、自らが直
接関わり、町民が主体の自治の推進を図ることを確認しています。
第２項では、第13条の権利の行使にあたり、お互いの発言や行動
を積み重ねて町民が主体の自治を実現していく視点から、町民は自ら
の発言・行動に責任を持つとともに、町民が主体の自治を実現するた
めの取り組みに際しては自らの世代のみではなく、将来の世代に影響
することに留意し、将来の世代に配慮した取り組みを進めるものとす
ることを明らかにしています。
第３項では、第13条で述べている法令に基づき、行政サービスを
公正に受けるための必要な負担を有することを定めています。

第４章 町内会及び町民活動団体
（町内会及び町民活動団体の定義）
第15条 町内会とは、居住する地域
の地縁による団体をいいます。
２

『第15条
（町内会及び町民活動団体の定義）
』
について
第15条では、町内会及び町民活動団体の定義を定めており、具体
的な例として、居住する地域の結びつきである町内会と、町民活動団
体として、ボランティア団体、ＮＰＯ法人、その他特定の目的のため

町民活動団体とは、主体性をもっ

に活動し、社会貢献活動を通じて、社会一般の利益に資し、公共の利

て組織し、社会貢献活動により公

益のために活動する団体をいっています。

益の増進に寄与する団体をいいま
す。

ここでは、町民として定義されている町内で活動する法人その他の
団体のうち、公益性の高い団体として位置づけています。

（町内会及び町民活動団体の役割）
第16条 町内会及び町民活動団体は、
地 域 社 会 に お い て 自 ら 考 え、
行動し、活動の充実に取り組
みます。
２

町内会及び町民活動団体は、多く
の町民の参加を促進するために必
要な環境をつくります。

３

町内会及び町民活動団体は、地域
の課題解決のため、相互の連携や
行政との協働により、活動の充実
を図ります。

４

町内会及び町民活動団体は、地域

『第16条
（町内会及び町民活動団体の役割）
』
について
第16条では、町内会及び町民活動団体の役割を定めており、町内
会及び町民活動団体は、地域社会において自らできることを考え、行
動することにより、活動の充実を図り、協議や提案を通じて、必要に
応じ、他の団体との連携や行政との協働により、地域社会の課題解決
を図ることとしています。
また、町内会及び町民活動団体自体は、多くの町民の参加が得られ
るよう環境を整備することとしています。

社会における課題解決のために、
行政に対し、協議提案をすること
ができます。
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（町 内会及び町民活動団体にかかわる
町民の役割）
第17条 町 民 は、 互 い に 助 け 合 い、
安心して心豊かに暮らすこと
のできる地域社会の実現のた
めに、町内会及び町民活動団
体を組織します。
２

町民は、地域社会の担い手である
町内会及び町民活動団体の重要性
を認識し、その活動に協調性を

『第17条
（町内会及び町民活動団体にかかわる
町民の役割）
』
について
第17条では、町内会及び町民活動団体における町民の役割を定め
ており、町民一人ひとりが積極的に町内会及び町民活動団体へ参加す
ることにより、活動の充実を図り、住みよいまちを築くため、その活
動を守り育てていくことを定めています。

もって積極的に参加し、これを守
り育てます。

（町 内会及び町民活動団体にかかわる
議会の役割）
第18条 議会は、町内会及び町民活
動団体の自主性と自立性を尊
重し、連携を図ります。

（町 内会及び町民活動団体にかかわる
行政の役割）
第19条 行政は、町内会及び町民活
動団体の自主性と自立性を尊
重 し、 連 携 を 図 る と と も に、
その活動を促進するため、支
援します。

『第18条
（町内会及び町民活動団体にかかわる
議会の役割）
』
について
第18条では、町内会及び町民活動団体における議会の役割を定め
ており、議会は、町内会及び町民活動団体の自主性と自立性を尊重し、
地域課題を解決するために連携を図るよう定めています。

『第19条
（町内会及び町民活動団体にかかわる
行政の役割）
』
について
第19条では、町内会及び町民活動団体における行政の役割を定め
ており、行政は、町内会及び町民活動団体の自主性と自立性を尊重し、
地域課題を解決するために連携を図るとともに、適切な支援を講じる
よう定めています。
また、町内会及び町民活動団体からの提案を受けた場合、その趣旨
を検討し、その結果を反映することとしています。

第５章 議会
（議会の役割）

『第20条
（議会の役割）
』
について
議会は、住民から選挙で選ばれた議員により構成される中標津町の

第20条 議会は、住民から選挙で選

意思決定機関として位置付けられています。

ばれた議員で構成される中標

現在の地方自治制度は、選挙によって議員と首長を選び、互いが緊

津 町 の 意 思 決 定 機 関 で あ り、

張感を保ちながら自治を行う「二元代表制」を制度の根幹としています。

政策を立案するとともに、行
政運営を監視する機関です。

議会の役割は、意思決定機関であること、中標津町の様々な課題を
解決するために政策の立案を行うこと、さらに、行政運営が適切に行
われているかを常に監視する機関であることを定めています。

次回は中標津町自治基本条例の第21条（議会の権限）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。
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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66回

春先は特に怖い！雪崩

北海道には、2,536箇所の雪崩危険箇所があります。
春先に気温が上昇すると、雪解け水や降雨で積雪と地面との摩擦が小さくなり、斜面の積雪
全体が崩れる全層雪崩が発生することがあります。
全層雪崩は、
「雪しわ」と呼ばれる積雪面のしゅう曲や、雪の塊が崩れて落ちてくる前兆現
象を伴うことがありますので、見逃さないようにしましょう。「日中の気温がプラスになる」
「積
雪深が減少している」
「降雨がある」時には、特に注意が必要です。雪崩災害に巻き込まれる
のを回避するには、できる限り近づかないことです。
雪崩には必ず「雪崩の通り道」があります。雑木林は比較的安全ですが、木の少ない斜面は
かなり危険です。雪山では、「歩きやすい」「展望が良いから」と、木の少ない場所を歩いたり
などするのは止めましょう。

春は、 ウキウキ！わくわく！の季節。
でも、 はしゃいでばかりではいられません。

表層雪崩が発生しやすい条件
表層雪崩は、古い積
雪面に降り積もった
新雪が滑り落ちます。

３月～５月は、雪崩に注意！
全層雪崩が発生しやすい条件
全層雪崩は、斜面の固く
て重たい雪が、地表面の
上を流れるように滑り落
ちます。

※すべり面が、
積雪内部にあります。

●過去に雪崩が発
生した斜面など

●気 温が低く、既にかなりの
積雪がある上、短期間に多
量の降雪があった時
（例）１ｍ程度以上の積雪の
上に30㎝程度の降雪があった時など

※すべり面が、
地面にあります。
●斜面に積雪の亀裂ができてい

●急 斜面で、特に雪庇や吹き

るところ

だまりができている斜面

●春先や降雨後、フェーン現象

●０ 度以下の気温が続き、吹

などによる気温上昇時

雪や強風が伴う時

雪崩発生の前兆現象を覚えておくと、雪崩災害の回避につながります！

雪しわ

スノーボール

巻きだれ

クラック

斜面が平らになっている

◀中標津町の雪崩危険箇
所は左の赤枠内です。

雪庇
（せっぴ）

詳しくは、総務課 防災係まで。
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地域おこし協力隊が行く 41

其の

こんにちは、地域おこし協力隊の増田で
す。
平成最後の年もあっという間に２ヶ月が

過ぎ、時の流れの早さを実感しながら日々を送っています。
さて、今年初めて北海道の冬を経験しました。１月下旬にはまとまった雪が降り、駐車場に止めていた車を取り
出すのに大変苦労しました。以前住んでいた東京都では、降り積もった雪は一週間もすれば溶けてしまうので、中
標津町で「あたり一面真っ白な世界」を感じることができ、とても嬉しく思っています。
普段は開陽台展望館で勤務していますが、現在は営
業終了期間のため、なかしべつ観光協会で業務に取り
組んでいます。いろいろなことを経験させてもらって
いますが、現在は３月９日㈯に行われる「白いモアン
山を歩こう」というイベントの準備に携わっていま
す。北根室ランチウェイ第4ステージ内のモアン山を
スノーシューで巡るというもので、例年、たくさんの
方に参加いただいている大変人気のあるイベントです。
「青空に映える真っ白い雪原」などといった心躍るキー
ワードを見聞きし、私自身も今から楽しみにしていま
す。
すでに参加者募集期間は過ぎていますが、参加され
る方は、ぜひ壮大な景色を眺めながら中標津町の冬を
満喫してもらえればと思っています。
開陽台展望館の営業再開まで２ヶ月を切りました。
それまでに様々なことを経験し、自身の糧にしてい

中標津町地域おこし協力隊

きたいと思っています。

メールアドレス

ますだ

増田

りょうた

瞭汰

masuda@kaiyoudai.jp

自 衛 官 等 募 集 中
募
☆自

衛

集

種

目

官 候
（男子）

補

生

試験日程

試験会場

受付締切

随 時 実 施

釧 路 駐 屯 地

随時受け付け

４月20日㈯

釧路・美幌駐屯地

一般公募
４月21日㈰

帯 広 駐 屯 地

技能公募

４月20日㈯

釧 路 駐 屯 地

陸 上・ 海 上・ 航 空 自 衛 隊
☆幹
部
候
補
生
（一般要員・飛行要員等）

５月11日㈯
５月12日㈰

☆予備自衛官補

（

４月12日㈮

（帯広市）

道東経済センター
（釧路市）

） 美幌商工会議所

資

格

18歳以上33歳未満の方

18歳以上34歳未満の方

18歳以上で保有する技能に
応じ53歳～55歳未満
３月１日㈮～
５月１日㈬
（締切日必着）

（美幌町）

自衛隊帯広地方協力本部

中標津地域事務所

１大卒程度試験
⑴22歳以上26歳未満
⑵20歳以上22歳未満
２院卒程度試験
20歳以上28歳未満

帯広（おびひろ）地本キャラクター
（おいらたち）

海（ひマリン）

陸（びっきー）

空（ろっきー）

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
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験

（締切日必着）

帯 広 駐 屯 地

12日は飛行要
員のみ実施

お問い合わせ先

受

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

ムページをご覧ください。

❸0154-61-6000まで。

・厚生労働省ホームページ

祝日におけるごみ収集等は次のとお

りです。
日

程

ごみ収集

３月21日㈭

休

み

最終処分場
休

み

詳しくは、生活課 環境衛生係まで。

３月定例会の
開催予定について
日

程

場

所

３月４日㈪～14日㈭
中標津町役場

３階議事堂

傍聴等の問い合わせは、議会事務局

議事係まで。

道立林業大学校・根室管内
誘致期成会の解散について
北海道が2020年度の開校に向け検

討を進めている（仮称）北海道立林業
大学校（名称は「道立北の森づくり専
門学院」に決定）について、本町への
誘致を図るべく、平成29年10月に標
記期成会を設立し、誘致提案書の提出
を含む、３度にわたる北海道への要請
活動や誘致講演会を開催する等、多く

の方々のご支援とご協力を賜りながら、
取り組んできました。

このたび、北海道より学校の講義拠

点施設（本校）が旭川市の道立総合研
究機構・林産試験場に決定したことが
示されたことを受け、12月31日をも
ちまして期成会を解散しましたのでご
報告します。

この間の取り組みにご理解とご協力

をいただき厚く御礼を申し上げますと
ともに、引き続き開校に向けた北海道
の取組にご理解とご協力をお願いしま
す。

問い合わせは、農林課 林務係まで。

働き方改革関連法のお知らせ
厚生労働省では、４月１日から施行

される働き方改革関連法に対応した
36（サブロク）協定などのリーフレッ

「働き方改革」の実現に向けて

・北海道労働局ホームページ
働き方改革

また、各労働基準監督署労働時間相

談・支援コーナーで働き方改革への取
組をはじめとした相談を受け付けてい
ますので、ご利用ください。

詳しくは、北海道労働局労働基準部

監督課

3

国家公務員採用試験のお知らせ

【リーフレット掲載箇所】

ごみ収集のお知らせ

March

❸011-709-2311まで。

○総合職試験（院卒者・大卒程度）
インターネット申込期間

３月29日㈮～４月８日㈪

○一般職試験（大卒程度）
インターネット申込期間

４月５日㈮～17日㈬

○一般職試験（高卒者・社会人）
インターネット申込期間

６月17日㈪～26日㈬

■申込専用アドレス

http://www.jinji-shiken.go.jp/

林地台帳制度が４月から
スタートします
平成28年の森林法の一部改正によ

り創設された林地台帳制度が、平成

31年４月から運用開始となります。
林地台帳は森林の土地所有者や林地の
境界に関する情報などを市町村が整備
し、公表するものです。
■林地台帳の目的

 情報の修正・更新を適切に行うこ

とにより所有者情報の精度が向上し、

juken.html

問い合わせは、人事院北海道事務局

第二課試験係

北海道警察官採用試験の
お知らせ
受付期間

３月１日㈮～４月12日㈮
※電子申請の場合は、
４月12日㈮

森林組合や林業事業体が森林の所有

試 験 日

手でき、効率的な森林整備が行える

採用予定人員

者に関する情報をワンストップで入
ようにします。

■林地台帳の運用

❸011-241-1248ま

で。

午後５時30分まで

５月18日㈯

※中標津警察署で受験可能

○男性Ａ区分

115名程度

○男性Ｂ区分

30名程度

○女性Ａ区分

＜公表＞

 申請により、林地台帳および地図
の閲覧（所有者情報を除く）ができ
ます。

＜情報提供＞

 当該森林の森林または土地所有者、

○女性Ｂ区分
募集区分

申出により所有者情報を含む情報提
供を受けることができます。
＜修正＞

 所有者本人は台帳の情報の修正申
出を行うことができます。

■林地台帳および地図

 林地台帳および地図は森林の土地
の権利や所有の境界を確定するもの
ではありません。また、森林の土地
の売買等に係る証明資料として用い
ることはできません。

詳しくは、農林課 林務係まで。

15名程度

○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（2020

隣接する森林の所有者、道内で森林

経営計画の認定を受けている方は、

40名程度

年３月末日までに卒業見込みの者
を含む）

○男性・女性Ｂ区分

・Ａ区分以外の方（学校教育法によ
る高等学校に在学中の者を除く）

募集年齢

Ａ・Ｂ区分とも昭和62年４月２日

から平成14年４月１日までに生まれ
た方

願書配付先

中標津警察署警務課

願書受付先

中標津警察署

北海道警察本部採用センター

問い合わせは、中標津警察署 警務

課  ❸72-0110まで。

トを作成しました。
詳しくは、
下記ホー
中標津町役場

７３―３１１１

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
中標津町国民健康保険加入の方の個

別健診を、下記の医療機関で実施して
います。今年度まだ受診されていない
方は忘れずに受診しましょう。
対

象

自然を愛し美しいまちにしましょう（町民憲章より）
高齢者肺炎球菌予防接種の
お知らせ
平成30年４月２日から平成31年４

月１日の期間で65歳・70歳・75歳・

80歳・85歳・90歳・95歳・100歳にな

実施場所

ずに、 診療時間内に受診してください。

・町立中標津病院  ❸72-8200

石田病院

中標津こどもクリニック
古野医院

※過去に予防接種をしたことのある
実施期間

３月31日㈰まで

問い合わせは、中標津町保健セン

ター  ❸72-2733まで。

税

石田病院へご予約ください。

釧路がん検診センターへご予約くだ
さい。

※が ん検診と一緒に受診できます
料

（別料金）
。
金

実施期間
注意事項

３月31日㈰まで

受診の際には「特定健康診

査受診券」と「健康保険証」
が必要です。

詳しくは、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期予防接種のご案内

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期の予防接種に
ついて、無料で受けられる期間が３月
末までとなっています。母子手帳を確
認し、まだ受けていない方は忘れずに
接種しましょう。
実施場所

対

象

町立中標津病院小児科外来
中標津こどもクリニック
古野医院

平 成24年４月２日～平成
25年４月１日生まれの方

問い合わせは、中標津町保健セン

ター  ❸72-2733まで。

15

中標津町役場

７３―３１１１

●出生・転入・転出したとき

●公務員になったとき・退職したとき
●児童が児童福祉施設等に入退所した
とき

●養育する児童が増減したとき
※手続きに必要なもの

金

・受給者名義の口座がわかるもの
・健康保険証またはその写し

（出生のときは扶養者の健康保険証）

３月は国民健康保険税(第10期）
の納期です【納期限は４月１日】

・個人番号カードまたは個人番号通

今月納期分の指定口座からの振替日

転免許証等本人確認ができるもの

は４月１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

無料

次の異動があった場合は、15日以

内に児童手当の手続きが必要です。

・印鑑

・石田病院  ❸72-9112

❸0154-37-3370

般

児童手当について

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

保険税のみ納めることができます。

一

方は対象外です。

予約は必要ありません。食事をとら

なお、当日窓口では町税・国民健康

町立中標津病院
富沢内科医院

※昭 和54年３月31日以前に生まれた

・富沢内科医院

を開設しますのでご利用ください。

の個人負担で接種できます。

の40～74歳の方

医療機関・予約方法

ない方は、夜間・休日に納税相談窓口

る方は、定期予防接種として2,000円

中標津町国民健康保険加入

方で健診日に75歳未満の方

平日の昼間に時間をとることができ

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１～９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

知カード（通知カードの場合、運
の提示が必要）

・児童が他の市町村に住所を有する
ときは、児童が属する世帯全員の

「住民票」

※手続きが遅れた場合、受給できるは
ずの手当が受けられなくなることが
ありますのでご注意ください。

※受給者（父等）のみ、また児童のみ
が転入・転出するときに手続きが必
要な場合があります。

※中学３年生までの児童を養育してい
て受給していない方はお問い合わせ
ください。

る方との公平性を保つため、職場調査・

※公務員の方は勤務先所属庁から支給

等の滞納処分を行うこととなりますの

詳しくは、子育て支援室 子育て給

預金調査などの財産調査の後、差押え
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
３月18日㈪ 午後６時～午後８時
休日相談日
３月31日㈰ 午前９時～午後５時
計根別支所

７８―２２１１

されます。

付係まで。

年金相談所開設のお知らせ
開設日時

４月２日㈫

午後１時～午後５時

４月３日㈬

開設場所

中標津町役場

午前９時～午後２時
２階202号会議室

予約申し込みは、釧路年金事務所
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２月２日から長野県長野市エム
ウェーブで開催された「第39回全
国中学校スケート競技大会」に出場
した生徒が出発前の挨拶に訪れまし
た。
町長と教育長から激励の言葉が送
られ、中標津中学校、広陵中学校か
ら計８名の生徒が出場し１名が５位
に入賞するなど、輝かしい成績を残
しました。

平成31年

3

30
日

２月

9
日

なかしべつ丸ごと食堂

なかしべつ冬まつりの開催にあわせて、しるべっとでは「なかしべつ丸ごと食堂」が営業され
ました。
これは、地元、中標津で収穫された野菜や食材を使った地産地消の食堂で、実際に学校給食と
して提供されたメニューがならんでいます。
多くの家族連れが、地元の味を楽しんでいました。

１月

全国中学校スケート大会出場挨拶

日

わが村は美しく―北海道 表彰状伝達式

国土交通省北海道開発局主催の
「わが村は美しく-北海道」コンクー
ルにおいて、中標津農業高校マネー
ジメント研究班が13年間行ってき
た「計根別食育学校」と計根別地域
住民とともに取り組んだ「かぼちゃ
ランタンプロジェクト」が最優秀賞
を受賞したことから、その表彰状伝
達式が行われました。

de

１月31日現在住民登録人口
町の人口
男
女
世 帯 数

VOL.675
（毎月５日発行）

※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。

23,485（－
11,511（－
11,974（±
11,202（＋
（

誕生 17人

死亡 21人

転入 46人

8）
8）
0）
1）

）内は前月比

転出 50人

乳用牛飼養戸数 295戸 乳用牛飼養頭数 40,283頭
※各農協２月１日現在データ

