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「計根別こども館えみふる」
オープン

　計根別地域子育て拠点施設として児童館事
業・放課後児童クラブ事業（留守家庭対策事業）
と３歳未満児の一時預かり保育事業を集約化し
た「計根別こども館えみふる」が４月６日にオー
プンします。ぜひ、ご利用ください。
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中標津町の平成31年度予算が決まりました。４月から予算に基づき様々な施策を実行していきます。

平成31年度

　中標津町の今年度の予算は、「平成31年度予算編成方針」や「行財政健全化緊急対策方針」に基づき、歳出改革お
よび歳入確保の取り組みを念頭に、事業の優先度や効果を充分検討した上で予算編成にあたり、一般会計予算は144
億9,600万円となりました。
　しかし、町債の借入残高が対前年度で１億9,331万円増えていることや、町の貯金である基金残高が対前年度で
６億4,278万円減っているなど厳しい財政状況です。
　そのため、抜本的な施策の見直しや徹底した歳出の削減・効率化、歳入確保などにより、安定的な財政基盤を確立
し、利便性が高く住みやすい「住みやすさＮ

ナン
Ｏ
バ
.
ー
１
ワン
のまち」を目標にバランスの良いまちづくりを進めていきます。

※（　）内は前年度額

予算総額

なかしべつの予算
263億7,345万円

中標津町の予算規模

対前年度比
3.6％増額

会　　計　　区　　分 31年度予算 30年度予算 増　減　額 伸　率
一 般 会 計 A 144億9,600万円 137億3,700万円 7億5,900万円 5.5％

特
　
　
別
　
　
会
　
　
計

国民健康保険事業特別会計 27億2,770万円 25億   722万円 2億2,048万円 8.8％

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 2億6,805万円 2億6,701万円 104万円 0.4％

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 15億7,194万円 14億9,933万円 7,261万円 4.8％

町 営 牧 場 特 別 会 計 7,804万円 8,511万円 △707万円 △  8.3％

下 水 道 事 業 特 別 会 計 10億1,124万円 10億7,779万円 △  6,655万円 △  6.2％

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 4億4,716万円 6億   514万円 △1億5,798万円 △26.1％

　　　　　 計　　　　　B 61億   413万円 60億4,160万円 6,253万円 1.0％

小　　　 計 A ＋ B　　　 C 206億     13万円 197億7,860万円 8億2,153万円 4.2％

病　 院　 事　 業　 会　 計　D 47億6,930万円 48億   491万円 △  3,561万円 △  0.7％

水 道 事 業 会 計　E 10億   402万円 8億7,355万円 1億3,047万円 14.9％

合　　　　　　　計　C＋D＋E 263億7,345万円 254億5,706万円 9億1,639万円 3.6％

町民１人あたりの行政経費　617,955円（581,830円）
　平成31年２月28日現在の人口23,458人で、町民１人あたりの行政経費を算出しました。

教育のために 農林業のために 消防・救急活動に商工業のためにお年寄り・
子どもなど
の福祉のた
めに

107,543円
(92,104円)

3,981円
(3,846円)

70,719円
(62,264円)

36,786円
(29,995円)

19,249円
(19,942円)

道路・排水・
公園整備な
どに

ごみの焼却や
し尿処理に

借入金返済に その他の町
民サービス
などに

健康を守るために

71,777円
(71,301円)

79,312円
(86,584円)

34,210円
(31,519円)

70,277円
(67,444円)

124,101円
(116,831円)
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歳　入　（予算区分の説明）

○町　　　税：町民の皆さんが納める税
○地方交付税：�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
○使用料及び手数料：�公共施設などの利用料金や印鑑証明などの証明書

発行に係る手数料など
○国庫支出金：�特定の事業を行う場合に、国から交付される負担

金や補助金など
○道 支 出 金：��特定の事業を行う場合に、北海道から交付される

負担金や補助金など
○繰 入 金：�町の貯金からの取崩金や、公共施設の建設費借入

金の返済に使用するための貯金の取崩金など
○町　　　債：�道路や学校などの高額な事業を行うために借り入

れるもの（借金）
○そ の 他：�地方譲与税、利子割交付金、地方消費税交付金、

分担金及び負担金、財産収入、諸収入など

一般会計予算の内訳 （　）内は対前年度伸率

町　税
32億823万円
 　　22.1%
　　　（2.6％）

町　税
32億823万円
 　　22.1%
　　　（2.6％）

地方交付税
46億7,676万円
32.3％（2.4％）

地方交付税
46億7,676万円
32.3％（2.4％）

使用料及び手数料
2億8,746万円
2.0％（4.7％）

国庫支出金
13億6,121万円
9.4％（24.6％）

国庫支出金
13億6,121万円
9.4％（24.6％）

道支出金
11億1,307万円
7.7％（38.6％）

道支出金
11億1,307万円
7.7％（38.6％）

繰入金
7億6,627万円
5.3％（8.7％）

町　債
17億1,500万円
11.8％（△4.4％）

その他
13億6,800万円
9.4％（△0.6％）

144億9,600万円144億9,600万円

歳入合計

歳出(性質別)　（予算区分の説明）
○人 件 費：職員の給与や議員の報酬など
○物 件 費：�公共施設の電気代や水道代、除排雪経費、学校給

食に要する材料費など
○補 助 費 等：�外部団体等に対する補助金や負担金など
○公　債　費：長期に借り入れた町債（借金）の返済金
○繰 出 金：�一般会計から特別会計や企業会計に対し、収支不

足補てんや国の基準に基づき支出するもの
○投資的経費：�道路・学校・公園などの整備に要する経費
○そ の 他：�扶助費、維持補修費、積立金、貸付金、予備費の

合計

○物件費　対前年度　7,611万円増
　・�電気料金や燃料代などの値上がりや、消費税増税や労務単価

上昇による委託料の増額によるもの
○補助費等　対前年度　1億9,225万円増
　�・�泉保育園建設や私立幼稚園から認定子ども園への移行など

によるもの

○国庫支出金　対前年度　2億6,869万円増
　・泉保育園建設のための補助などによるもの
○道支出金　対前年度　3億1,001万円増
　�・�私立幼稚園から認定子ども園への移行に伴

うものや、農林業者への補助増によるもの

○町債　対前年度　7,870万円減
　・事業終了や借入抑制によるもの

一般会計から特別会計・
企業会計への繰り出し金の内訳

人件費
19億7,864万円
13.6％（0.7％）

人件費
19億7,864万円
13.6％（0.7％）

物件費
21億7,124万円
15.0％（3.6％）

物件費
21億7,124万円
15.0％（3.6％）

補助費等
22億1,829万円
15.3％（9.5％）

補助費等
22億1,829万円
15.3％（9.5％）

公債費
16億4,856万円
11.4％（3.5％）

公債費
16億4,856万円
11.4％（3.5％）

繰出金
24億5,621万円
17.0％（△0.5％）

繰出金
24億5,621万円
17.0％（△0.5％）

投資的経費
24億7,063万円
17.0％（21.9％）

投資的経費
24億7,063万円
17.0％（21.9％）

その他
15億5,243万円
10.7％（△0.7％）

その他
15億5,243万円
10.7％（△0.7％）

144億9,600万円144億9,600万円

歳出合計

繰　出　先　会　計　名 31年度繰出金額 30年度繰出金額 増減額 伸　率

特別会計

国民健康保険事業特別会計 2億�  169万円 2億1,337万円 △1,168万円 △5.5％
後期高齢者医療特別会計 8,365万円 8,616万円 △� 251万円 △2.9％
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 2億6,892万円 2億5,197万円 1,695万円 6.7％
町 営 牧 場 特 別 会 計 1,569万円 1,360万円 209万円 15.4％
下 水 道 事 業 特 別 会 計 3億8,088万円 3億8,707万円 △� 619万円 △1.6％
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 7,469万円 7,570万円 △� 101万円 △1.3％

企業会計 病 院 事 業 会 計 14億3,069万円 14億4,137万円 △1,068万円 △0.7％
合　　　　　　　　　計 24億5,621万円 24億6,924万円 △1,303万円 △0.5％

主な増減内容

主な増減内容
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政
策

１．参画と協働で未来を築くまちづくり
「まちづくり・行財政分野」

内
　
　
　
容

議会報告会の開催、議会だよりの発行、
議会モニター制度実施など 245万円

民間団体と連携した婚活事業の実施 30万円

北海道日本ハムファイターズとの各種
町イベントの連携協力 190万円

第７期総合計画策定に係る現計画検
証、審議会・まちづくり町民会議開催
など

400万円

政
策

２．健やかでやさしいまちづくり
「健康・福祉・医療分野」

内
　
　
　
容

泉保育園・認定こども園に係る運営費
負担金など 3億1,615万円

泉保育園建設移転改築に係る補助（定
員120名※30名増） 1億9,095万円

児童館運営経費（計根別地域の子育て
支援の新規実施（児童館・一時預かり
事業の併設）など）

5,973万円

健康診査（妊婦・産婦・乳幼児・歯科等）
や新生児訪問、産後ケア事業など 3,645万円

政
策

３．力みなぎる産業のまちづくり
「経済・産業分野」

内
　
　
　
容

畑作の高収益化支援（集出荷貯蔵庫施
設１棟建設への補助） 1億2,000万円

新規就農に係る就農費用の補助、無利
子資金の貸付など 3,553万円

根室管内などで実施する広域連携観光
ＰＲの実施 281万円

地域おこし協力隊５名体制（前年３名
体制） 2,060万円

政
策

４．利便性のある調和のとれたまちづくり
「生活基盤分野」

内
　
　
　
容

市街地及び郊外路線の道路整備（改良・
舗装・補修など） 6億4,414万円

防雪柵設置、除雪トラック１台・グ
レーダ１台の購入、除雪機械格納庫建
設など

3億1,208万円

町内全域の空家実態調査及びデータ
ベース整備 655万円

公営住宅整備（泉団地外構、東中団地
解体、個別改善事業など） 1億9,690万円

政
策

５．安全・安心で快適なまちづくり
「生活環境分野」

内
　
　
　
容

災害時に使用する備蓄品・資機材の整
備、緊急告知ＦＭラジオ無償貸与の実
施

1,496万円

消防車両整備（救助工作車購入） 1億3,013万円

上水道導水管改修整備及び上水道浄水
施設整備など 3億1,310万円

下水終末処理施設整備に係る負荷設備
外更新、電気計装設備更新、非常用発
電機改修など

2億5,470万円

政
策

６．人が輝き歴史と文化を育むまちづくり
「教育・文化分野」

内
　
　
　
容

スクールバス等運行経費（13路線） 1億2,120万円

広陵中学校の全面改修に向けた設計や
測量の実施 1,731万円

丸山公園テニスコートオープン経費
（記念大会開催補助、備品購入） 220万円

中標津農業高等学校体育館の建替え 2億�  839万円

　中標津町の借入金は、道路整備、公営住宅建設、学校整備などの事業実施に必要な資金を賄うために借り入れを行ってい
ます。近年、事業増加に伴い借り入れが増えており、借入残高は年々増加の傾向にあります。
　また、町の貯金である基金は、公共施設の整備などに伴う財源不足や基金の活用目的に応じた取り崩しを行い、平成31
年度末の残高は19億8,142万円となる見込みです。

　中標津町の基本指針である「第６期中標津町総合発展計画」では、まちづくりの基本目標を６つの分野に分けています。
それぞれの分野に基づく主な予算の使い道をお知らせします。

※１　財政調整基金・減債基金の略であり、財源不足時や災害等の緊急時、借入金の償還などに用いる基金
※２　総合体育館建設基金や地域振興基金などの決められた目的のために用いる基金
●平成30年度および31年度は、各年度末の見込み額です。

年度 借入金残高の推移
基　　金　　残　　高　　の　　推　　移

うち財調・減債基金※1 うち特定目的基金※2

29 181億6,260万円 32億�  385万円 15億�  988万円 16億9,397万円

30 186億�  596万円 26億2,420万円 9億5,203万円 16億7,217万円

31 187億9,927万円 19億8,142万円 4億7,810万円 15億�  332万円

平成31年度予算の主な事業の内容

一般会計における借入金・基金残高の推移
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　ふるさと納税によって皆さんからいただいた寄附をどのように活用していくか、平成
31年度の活用事業をお知らせします。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、ぜひ皆さんから
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。

　町では、ふるさと納税のお礼品の取扱事業者を随時募集しています。関心のある事業者・生産者の方は、下記ま
でお問い合わせください。

問い合わせは、企画課 企画調整係まで。

今年度のふるさと納税の活用事業をお知らせします�

■寄附金活用事業（平成31年度事業）

■お礼品の取扱事業者募集

北海道日本ハムファイターズパートナー
協定推進事業　 活用額100万円 

　町と日本ハム
ファイターズは、
平成30年11月16日
にパートナー協定
を結びました。
　スポーツによる
まちづくり、観光
によるまちづくり、
食と健康によるまちづくりなどを柱とし、抱える課
題の解決や地域活性化に繋げる取り組みを行います。
　具体的な事業は広報紙等で町民の皆さんにお知ら
せしますので、どうぞご参加ください。

なかなか健康なかしべつ　 活用額49万円 

　新たに健康ポイント事業
を実施します。健診の受診
や運動施設の利用などでも
らえるポイントを集めてご
応募いただくと、抽選で景
品が当たる！という事業です。また、昨年に引き続
き総合体育館を活用した運動教室等も実施します。

広陵中学校長寿命化改良事業　　　　　
　 活用額1,371万円 

　築40年を経過し老朽
化が著しい広陵中学校を、
安全安心な学校施設へ改
修します。基本設計、地
形測量の経費に寄附金を
活用します。

丸山公園テニスコートオープン記念事業
　 活用額20万円 

　丸山公園に新し
いテニスコート
がオープンします。
４月27日に供用
を開始し、その後
オープン記念事業
を開催します。
　コート３面、練習用コート半面を備えた、道東初
の全天候型クレーコートです。町民の皆さんの健康
増進のため、ぜひご利用ください。

牛乳消費拡大推進
委員会への負担金
　 活用額80万円 
　イベント等での牛
乳・乳製品のＰＲや、
牛乳消費拡大応援条例
のＰＲを
行います。

景観形成推進事業
　 活用額227万円 
　まちに誇りや愛着を
もてる「ふるさと中標
津」を目指した景観ま
ちづくり推進に向け、
景観学習など実践的な
活動に取り組みます。

計根別幼稚園遊具
整備事業
　 活用額56万円 

　計根別幼稚園の老朽
化した遊具を撤去し、
子どもたちが安全に遊
べるよう、新しい遊具
を設置します。

埋蔵文化財分布確認調査事業　　　　　
　 活用額70万円 
　昨年度に引き続き、標津川９遺跡の発掘調査を札
幌学院大学との連携協定事業として実施します。

畜産食品加工研修
センター事業
　 活用額106万円 

　業務用オーブン、高
圧蒸気滅菌器など、畜
産食品加工研修セン
ターの設備を更新しま
す。
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問い合わせは、生活課 環境衛生係まで。

10月１日から
【指定ごみ袋】

【最終処分場への直接搬入料金】

ごみ処理料金を改定します

※一般家庭用燃やせるごみの５ℓが新しく追加されました。
※袋の色に変更はありません。

※当分の間、180円から130円とします。

■新ごみ袋の販売
　�　９月頃から販売開始の予定です。販売開始が近くなりましたら、販売店も含めて再度周知させていただきます。
　　新ごみ袋の利用開始は、10月１日からです。

■旧ごみ袋について
　�　現在使用しているごみ袋は、９月30日までに使い切ってください。
　　どうしても余ってしまった場合の対処方法は、販売開始が近くなりましたら広報紙等により周知します。

■差額シールは販売しません
　�　前回（平成23年度）の料金改定時は、差額シールを販売して、差額シールを貼ることにより旧ごみ袋の使用も
可能でしたが、今回の料金改定に伴う差額シールは販売しませんので、旧ごみ袋は９月30日までに使い切ってく
ださい（粗大ごみシールを含めて）。

■旧ごみ袋の買いだめは止めてください!!
　�　現在のごみ袋を買いだめしても、差額シールは販売しませんので、９月30日までに使用できる分を購入してく
ださい。

●ごみをきちんと分別して捨てましょう!!
　�　町民の皆さんから出されるごみで、燃やせないごみの中に空缶や空ビン、ペットボトル等の資源ごみが混ざっ
ていたり、資源ごみ（ペットボトルやプラスチック製容器包装等）の中に異物（燃やせるごみ等）が混ざって
いたり、汚れているごみが未だに多くあります。これらのごみを処分するのに多くの経費が使われていますの
で、ごみは適切に分別しましょう。

●ゴミの量を減らしましょう!!
　�・�家庭から出る生ごみには多くの水分が含まれていますので、生ごみを出す前に、ギュッと絞って水分をなく

してから捨てましょう！
　・�リサイクル可能なごみは燃やせるごみや燃やせないごみではなく、資源ごみで出すことにより多くの経費が

削減できます。資源ごみ（缶、ビン、ペットボトル、プラスチック製・紙製容器包装等）は、きちんと分別
して捨てましょう！

区　　　　分 容量 旧料金（1枚） 新料金（1枚） 販　売　金　額

一般家庭用

燃 や せ る ご み

５ℓ （新）２２円 　 ２２０円（１０枚入り）
１０ℓ 　４０円 　　４２円 　 ４２０円（１０枚入り）
２０ℓ 　７０円 　　８２円 　 ８２０円（１０枚入り）
４０ℓ １３０円 　１６２円 １，６２０円（１０枚入り）

燃やせないごみ
１０ℓ 　４０円 　　４２円 　 ２１０円（５枚入り）
２０ℓ 　７０円 　　８２円 　 ４１０円（５枚入り）
４０ℓ １３０円 　１６２円 　 ８１０円（５枚入り）

事　業　所

商　店　用

燃 や せ る ご み
２０ℓ １４０円 　１６４円 １，６４０円（１０枚入り）
４０ℓ ２７０円 　３２４円 ３，２４０円（１０枚入り）

燃やせないごみ
２０ℓ １４０円 　１６４円 　 ８２０円（５枚入り）
４０ℓ ２７０円 　３２４円 １，６２０円（５枚入り）

粗　　大　　ご　　み １６０円 　２２０円 　 ２２０円（１枚）
資　　源　　ご　　み 無　料 無　料

紙類（新聞・雑誌・ダンボール等）
各自で資源一時保管庫に搬入　 無　料 無　料

区　　　　分 容量 旧料金 新料金
一般家庭 燃 や せ る ご み

燃やせないごみ
１０㎏
につき

　８０円 　　９０円
事 業 所 １１０円 ※１３０円
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問い合わせは、子育て支援室まで。

計根別こども館『えみふる』のご案内

　町では、「病児保育事業」「一時預かり保育事業」「ファミリー・サポート・センター事業」を実施しています。利用
するためには事前登録(無料)が必要です。登録希望の方は、印鑑をお持ちのうえ、役場子育て支援室（窓口④番）まで
お越しください。なお、実際に利用する際は、各事業所に事前の予約が必要です。

　計根別地域子育て拠点施設として、児童館事業・放課後児童クラブ事業（留守家庭対策事業）・一時預かり保育事業を集
約化した「計根別こども館えみふる」がオープンします。
　計根別児童館が移転し、新たに要望の多かった新規就農者等の仕事と育児の両立支援を目指し、計根別農業協同組合と町
が連携した一時預かり保育事業を開始します。

問い合わせは、（受託事業者）NPO法人子育てサポートネットるるる　❸72-3259まで。

ファミリー・サポート・センター事業提供会員募集のお知らせ
　ファミリー・サポート・センター事業は、子育ての手助けをしてほしい人（依頼会員）と子育ての手伝いができる人
（提供会員）とで会員組織をつくり地域での子育てをみんなでサポートする仕組みです。　
　子育ての手伝い（子どもの預かりや送迎）ができる提供会員を募集しています。自宅での預かりが不安な方は、るる
るの施設内で預かることも可能です。少しの時間で
も預かりや送迎ができる方、自分の子どもと一緒に
自宅預かりができる方、ファミリー・サポートに興
味をお持ちの方は、気軽にご相談ください。

◆ 中標津町子育て支援（預かり保育）事業 ◆

■提供会員の要件　�
　・20歳以上で心身ともに健康な方
　・提供会員講習会を受講した方

■日　　時　�５月13日㈪、14日㈫、20日㈪、21日㈫
　　　　　　午前９時30分～午後４時
　　　　　　※�看護師、保育士、教員資格をお持ちの方は、

13・14日のみの受講でも可
■場　　所　NPO法人子育てサポートネットる･る･る
■申込締切　５月７日㈫

平成31年度提供会員講習会

事 業 名 病 児 保 育 事 業 一 時 預 か り 保 育 事 業
中標津市街地 計根別市街地

事 業 内 容
病気の治療中または回復期で保
育園等が利用できないお子さん
を預かる事業

保護者の就労や傷病、育児疲れやリフレッシュのため、一時的にお
子さんを預かる事業

運 営 者 医療法人社団なかよし NPO法人子育てサポートネットる・る・る 中標津町
利 用 可 能 日 月曜日～金曜日（祝日、年末年始12/31～1/5を除く）
最大利用時間 午前８時～午後６時 午前９時～午後５時
対 象 年 齢 等 生後６ヶ月～小学３年生 生後６ヶ月～小学就学前 生後６ヶ月～３歳に達する年度の末日
登録受付場所 役場子育て支援室（窓口④番） 計根別こども館『えみふる』
予 約 受 付・
預 か り 場 所

東13条北６丁目
『中標津こどもクリニック』内

東14条北１丁目
子育てサポートネット『る・る・る』内

計根別南２条東３丁目１
計根別こども館『えみふる』内

電 話 番 号 ０８０-５５９９-８３１１ ７２－３２５９ ７８-２２５５

１回あたりの
利用者負担額

５時間未満　１，５００円
５時間以上　３，０００円

※�町民税非課税世帯や生活保護
世帯には減免措置があります。

【３歳未満】４時間未満１，６００円、４時間以上３，０００円
【３歳以上】４時間未満１，２００円、４時間以上２，２００円
※年齢は、年度初日時点の年齢で区分します。　　　　　　　　

計根別こども館『えみふる』　住所：計根別南２条東３丁目１

　 児　童　館 放課後児童クラブ
利用可能日 月曜日～土曜日（祝日、年末年始を除く）
最大利用時間 午前10時～午後６時 午前８時～午後６時

一時預かり保育事業
利用可能日 月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
最大利用時間 午前９時～午後５時

　愛称は、計根別学園７年伊藤晄輝さんが応募した「笑
顔がいっぱいあふれている場所」ということで『えみ
ふる』に決定しました。

4月6日㈯
オープン
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届け出・問い合わせは、住民保険課 国民年金係まで。

相談は、中標津町消費生活センター（役場生活課内）まで。

元号の改正に便乗した詐欺にご注意を！
　今年に入ってから銀行協会などを装って「元号の改正による銀行法改正に伴い、金融
機関のキャッシュカードを不正操作防止キャッシュカードへ変更する手続きが必要。同
封の変更届に銀行名、口座番号、暗証番号を記載しキャッシュカードと一緒に返信用
封筒で送るように。」というような内容の封書が送付されているケースがあるようです。
指示通り送付してしまうと、勝手に預金が引き出されてしまう可能性があります。元号
の改正目前となりましたのでさらにご注意ください。

　元号が改正されてもキャッシュカードはそのまま使用できます。銀行などで電話や訪問をしてキャッシュカード
を預かる、暗証番号の確認をする、または郵送をするよう求めることはありません。
　不審な郵便物や問い合わせがあった場合は、警察や消費生活センターに相談、または日ごろ利用している銀行に
確認をしましょう。

「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

産前産後期間免除制度
対　象

免除期間

免除を受けた期間は、国民年金の保険料を納めたことと同じ扱いとなりますので、将来の年
金額が減ることはありません。

産前産後期間として免除が決定された期間は、国民年金の保険料を納める必要がありません。
※すでに納めている場合は還付されます。

メリット
その２

メリット
その１

●免除を受けるには、届出が必要です。①「母子健康手帳」②「年金手帳」または「マイナンバーカード」③印鑑
をお持ちください。　●出産予定日の６か月前から受付できます。　●出産後でも届け出することは可能です。さ
かのぼって免除が受けられます。

出産前でも、「出産予定日」がわかれば手続きできます

免除を受けても将来の年金額は減りません！

産前産後期間の国民年金保険料が免除に！

●国民年金第１号被保険者㊟�で出産日が平成31年２月１日以降の方

　（㊟�厚生年金に加入中の方（第２号被保険者）や厚生年金に加入している
　�配偶者に扶養されている方（第３号被保険者）以外の方をいいます。）

●出産予定日または出産日の属する月の前月から４か月間が免除となります。
　�なお、多胎妊娠（赤ちゃんが２人以上）の場合は、さらに出産予定日または出産日の属す
る月の３か月前から６か月間が免除となります。

国 保民 険年 料金 の

３か月前
▼

２か月前
▼

前　月
▼

翌　月
▼

翌々月
▼

出産日

免 除

免 除

免 除

免 除

免 除

免 除

免 除

免 除 免 除 免 除

〈単胎妊娠〉

〈多胎妊娠〉

免除が受けられるのは、この制度が始まる「平成31年４月分」からとなります。

4月からスタート�
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後期高齢者医療制度のお知らせ
～ 制 度 の 見 直 し に つ い て ～

●被用者保険の被扶養者だった方の均等割軽減措置期間が見直しされました

●�保険料均等割軽減のうち、２割・５割軽減に係る所得
判定基準が、次のとおり見直しされました。

●均等割２割･５割軽減の範囲が見直しされました●均等割の軽減割合が見直しされました

 【平成30年度（2018年度）】
所得が次の金額以下の世帯 軽減割合

33万円＋（27万5千円×世帯の被保険者数） ５割軽減
33万円＋（50万円×世帯の被保険者数） ２割軽減

 【平成31年度（2019年度）】
所得が次の金額以下の世帯 軽減割合

33万円＋（28万円×世帯の被保険者数） ５割軽減
33万円＋（51万円×世帯の被保険者数） ２割軽減

●�保険料均等割軽減の割合が、次のとおり見直しされま
した。

 【平成30年度（2018年度）】
所得が次の金額以下の世帯 軽減割合

33万円（かつ、被保険者全員が所得０円）
※年金収入のみの場合、受給額80万円以下 ９割軽減

 【平成31年度（2019年度）】
所得が次の金額以下の世帯 軽減割合

33万円（かつ、被保険者全員が所得０円）
※年金収入のみの場合、受給額80万円以下 ８割軽減

●この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方の均等割軽減の期間が、次のとおり見直しされました。

※所得の状況により、均等割の軽減割合が8.5割、または８割に該当することがあります。

 【平成30年度（2018年度）】
区　　　　分 所得割 均　　　等　　　割

被用者保険の被扶養者だった方 かかりません ５割軽減

 【平成31年度（2019年度）】から
区　　　　分 所得割 均　　　等　　　割

被用者保険の被扶養者だった方 かかりません 制度加入から２年を経過する月までの期間のみ
５割軽減

問い合わせは、住民保険課 国保・高齢者医療係まで。

ゴールデンウイークにおける対応について
　ゴールデンウイークにおける各施設等の対応は以下のとおりです。
■役 場　４月27日㈯～５月６日㈪まで閉庁
■町立保育園　４月28日㈰～５月６日㈪まで休園
■児 童 会 館　４月28日㈰～５月６日㈪まで休館
■児童センター　４月27日㈯平常
　　　　　　　４月28日㈰休館
　　　　　　　４月29日㈪～５月５日㈰平常（午前10時～午後６時）
　　　　　　　５月６日㈪休館　※５月５日㈰の振替
■町 有 バ ス　養老牛線　　　　４月27日㈯～５月６日㈯まで運休
　　　　　　　俣落線・武佐線　４月28日㈰～５月６日㈯まで運休
■ごみ収集・最終処分場

日　　程 ごみ収集 最終処分場
４月27日㈯ 平 常 収 集 平 常 開 設
４月28日㈰ 休　　　み 休　　　み

４月29日㈪～５月２日㈭ 平 常 収 集 平 常 開 設
５月３日㈮ 休　　　み 休　　　み
５月４日㈯ 休　　　み 午前中のみ
５月５日㈰ 休　　　み 休　　　み
５月６日㈪ 休　　　み 午前中のみ

■町立中標津病院
日　程 診　察

４月27日㈯～５月１日㈬ 休　　診
５月２日㈭ 平常診療

５月３日㈮～５月６日㈪ 休　　診

※�救急外来診療については、24時間体制
で対応します。
※�５月２日は祝日のため、診察料に休日加
算が加算され、平日よりも医療費が多く
かかります。
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思いやりとふれあいのまちづくりを応援します！！

　町では、地域のために活動していただけるリーダーの育成や、
住民参加のまちづくりの推進を図ることを目的として、フロン
ティア基金を活用し、各分野における人材の育成および町民が
新たに取り組む事業など、自主的な活動に要する経費の一部を
補助します。
■対象事業：①人材育成事業　　②交流推進事業
　　　　　　③コミュニティー推進事業
　　　　　　④地域、産業おこし事業など
■補 助 率：事業費の２分の１以内（補助金：５～10万円）
※�申請を希望される場合は、５月10日㈮までにご相談ください。

　地域まちづくり事業補助金は、都市計画マスタープランにおける地域別の街づくり構想等の実現に向けて、地域自ら
取り組むまちづくり事業に対し、予算の範囲内で支援します。地域まちづくり活動にご活用ください。
■対 象 者：都市計画マスタープランに沿った、営利を目的としない団体・町内会等
■対象事業：都市計画マスタープランの地域別まちづくり構想の方針に基づくもの
　　　　　　①町民が身近な地域のまちづくりに自発的に関わるための事業
　　　　　　②地域の特性を踏まえた都市づくりやまちづくりを進めるための事業など

【代表的な例】　�憩いの場づくり事業、花と緑のまちづくり事業、景観づくり事業、自然環境保全事業、自然ふれあい推
進事業、コミュニティ・交流活動推進事業など。内容等を事前に審査し決定します。

■補 助 率：事業費の10分の６以内　　■予 算 額：補助金総額85万円

　町では、企業や町内会・町民活動団体との協働を推進するため、企業等が行う環境
整備などの社会貢献活動に必要な原材料の一部を予算の範囲内で支援します。
　今年度中に社会貢献活動を計画している企業・町内会・町民活動団体は４月26日
㈮までに手続きが必要となります。

　北海道根室振興局では、地域の特色を活かした
様々なまちづくり活動や産業の振興・環境の保全
などの取り組みに要する経費の一部に対し、交付
金を交付します。
　昨年度は、町にご相談いただいた団体の中で、
３団体に対して交付されています。
■補 助 率：事業費の２分の１以内
　　　　　　（補助金：10～300万円）

　平成24年に制定された中標津町自治基本条例では、「情報共有・町民参加・協働」という自治の基本原則が決め
られており、中標津町の自治はこれに基づいてすすめられます。原則の3つ目にある「協働」とは、町民・議会・
行政が対等な立場で理解しあい、ともに汗をかき、住みよいまちづくりを目指すことです。個性的で魅力的なまち
づくりを行うために、町民が参画し、さらには主体となる協働のまちづくりが求められます。
　このようなことから、以下の制度により思いやりとふれあいのまちづくりを応援します。

具体的な事業内容など詳しくは、経済振興課 地域振興係まで。

具体的な事業内容など詳しくは、都市住宅課 街づくり推進係まで。

詳しくは、企画課 行政改革・協働推進係まで。

地域まちづくり事業補助金

社会貢献活動原材料支給制度

フロンティア事業推進補助金（町） 地域づくり総合交付金
「地域づくり推進事業」（北海道）

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

公益社団法人 中標津町シルバー人材センター公益社団法人 中標津町シルバー人材センター 中標津町大通北１丁目  ＴＥＬ７９－１２３４

　まちを創る主人公・主
体者は、わたくしたち高
齢者です。あなたも会員
になって「生きがい」と
「社会的存在」を示して
みませんか。シルバー人
材センターは根室地方で
たった一つの公益法人
で、国及び地方公共団体
より補助金を交付されて
いる公共性の極めて高い
団体です。
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申し込みは、畜産食品加工研修センター　❸７８－２２１６まで。

　畜産食品加工研修センターでは、平成31年度『ＡＦくらぶ』会員を募集します。
　『ＡＦくらぶ』とは、研修センターの製品（地元の牛乳で作った乳製品、道東産の肉で作った
肉製品）をご愛顧いただく会で、店頭販売していない製品を数多く販売しています。
　募集期間　４月５日㈮～４月19日㈮まで
　募集人数　50名程度
　頒布期間　2019年６月～2020年３月　（毎月または好きな月を選んで購入できます）

チーズ（６種類）、ウィンナーソーセージ（８種類）、ビーフジャーキー（２種類）、ボロニアソー
セージ、ベーコン、ハム入ソーセージ、フランクフルト、ロースハム、ローストビーフ、スモー
クビーフ、ヨーグルト　※上記の製品をセットにし、月替えで頒布します。

案内書を希望する方は、下記までお問い合わせください（土日除く）。

『ＡＦくらぶ』会員募集のご案内

主な製品内容

　高齢者の方がいつまでも自分らしく活動的な生活を送れるように、NPOなかしべつスポーツアカデミーと共催で
「ふまねっと」や「脳トレ」などを組み合わせた「認知症予防教室」を開催します。皆さんの参加をお待ちしています。

〈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
〈参加対象〉　�町内在住の65歳以上で要介護認定を受けていない方
〈定　　員〉　30名（先着順）
〈参 加 費〉　無　料
〈そ の 他〉　�動きやすい服装で、汗拭きタオルや飲料水・筆記用具などをお持ちください。

◎申し込み方法　４月26日㈮までに申し込みください。

申し込み・問い合わせは、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 講　　　　　師
① ５月13日㈪ 認知症予防についての講話など 地域包括支援センター　保健師
② ５月27日㈪ 認知症予防のための食生活について 保健センター　管理栄養士
③ ６月10日㈪ 脳も体も元気に！ふまねっと ふまねっとインストラクター　澤野�功�氏
④ ６月24日㈪ 脳も体も元気に！ふまねっと ふまねっとインストラクター　澤野�功�氏
⑤ ７月８日㈪ 脳トレーニング・コグニサイズ 地域包括支援センター　保健師
⑥ ７月22日㈪ 脳トレーニング・コグニサイズ 地域包括支援センター　保健師

脳いきいき教室

「こんにちは。地域包括支援センターです」
　地域包括支援センターは、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心した生活を続けられるように総合的な相談・
支援を行う機関です。中標津町は役場介護保険課介護支援係が地域包括支援センターとなっています。
　主な仕事は…

　困ったときは、地域包括支援センターにご相談ください。主任ケアマネジャー・保健師・社会福祉士などが中心
となり連携を取りながら相談に応じます。

●介護予防を応援します！
　介護予防教室を企画したり、要支援１・２の方の
介護予防ケアプランの作成を行います。

●様々な問題に対応します！
　高齢者に関する様々な相談を受け、必要なサービ
スにつなげます。

●高齢者の権利を守ります！
　高齢者虐待の早期発見・把握に努めます。また、
消費者被害の防止、成年後見制度の利用など、財産
管理について相談・支援を行います。

●地域の繋がりを強めます！
　地域のケアマネジャーへの支援、医療・保健・介
護・福祉などの様々な機関との連携を進めます。
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　中標津町では2019（平成31）年３月、2015（平成27）年の水防法の改正に伴い北海道が公表した「洪水浸水
想定区域図」に基づいて、想定しうる最大規模の降雨（1000年に１回程度発生する降雨）の『中標津町洪水ハザー
ドマップ』を作成しました。従来（保存版2015年４月中標津町防災ハンドブック掲載）のものと比べると、大幅
に浸水区域が広がっています。1000年に１回の大雨が、明日かもしれません。どこがどう変わっているのかをしっ
かり見極め、自宅はどうなのか、職場はどうなのか、学校はどうなのかなど、地域の水害リスクを知っておくこと
が大切です。
　安全に避難するために避難場所や避難経路を事前に確認したり、避難が必要になった時、すぐに持ち出せるよう
に非常持ち出し品をリュックサックなどにまとめておいたり、家族が離れている時の安全確認方法などを決めてお
くなどの必要もあります。災害に備え、しっかり防災対策をしておきましょう。

詳しくは、総務課 防災係まで。

じゃがいもずきん
「ききぼう」くん

防災ワンポイント
新年度のスタートです！
新しい『中標津町洪水ハザードマップ』で、
家庭や職場、学校などの防災対策を始めましょう！

第67回

中標津町洪水ハザードマップは、中標津町ホームページに掲載しています！

　みなさんは、ハザードマップとは何か知っていますか？じっくり見たことはありますか？ハ
ザードマップは、2011（平成23）年の東日本大震災を機に、防災や危機管理対策の一環とし
て日本中で作成され始めました。
　ハザードマップとは、一般的に「自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、
被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図」とされて
います。防災マップ、被害予測図、アボイド（回避）マップ、リスクマップなどと呼ばれてい
るものもあります。
　また、洪水ハザードマップとは、大雨などによる河川の増水や氾濫、破堤などによる浸水情
報や避難に関する情報を住民に分かりやすく提供するため、市区町村が作成し公表したものの
ことです。

　ホームページには、項目別の洪水ハザードマップ「洪水時避難箇所図」「社会福祉施設位置図」「介護サービ
ス事業者位置図」「要配慮者利用施設位置図」の他、新しい「30年に１回程度発生する降雨の洪水浸水想定区
域図」も掲載しています。
　冠水した道路を歩くことは、水深が浅くても蓋のはずれたマンホールや側溝などが見えなくなるため、非常
に危険です。避難場所への移動は、浸水が始まる前に行うことが基本です。既に浸水が始まっているなど移動
するのが危険な状況になってしまった場合は、状況に応じて自宅やビルなど堅牢な２階以上の建物に避難しま
しょう。家庭や職場などの水害の備えに、ホームページ掲載の洪水ハザードマップをお役立てください。紙ベー
スで欲しい方は、総務課防災係へお越しください。

2008（平成20）年６月公表
保存版2015年４月中標津町防災ハンドブック掲載 2019（平成31）年３月公表従　来 新しい

新しい『中標津町ハザードマップ』は、全部で６種類あります！

【 従来 】 30年に１回程度の確率で作成 【 新しい 】 1000年に１回程度の確率で作成

標　津　川 24時間に174.5ｍｍの降雨
標　津　川 24時間に318ｍｍの降雨

タワラマップ川 １時間に130ｍｍの降雨
ま す み 川 １時間に130ｍｍの降雨
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詳しくは、町ホームページまたは中標津町保健センター  ❸72-2733まで。

なかなか健康なかしべつポイント
１０ポイント貯めて健康を保ち「素敵な賞品」を手に入れよう�

①貯める ②応募する ③抽選で当たる�

■配布日時　４月10日㈬～４月19日㈮（土日を含む）
　　　　　　午前10時から午後３時まで

■配布場所　中標津下水終末処理場
　　　　　　中標津町東35条北６丁目１番地

問い合わせは、上下水道課 下水道係まで。

　春用たい肥として町民の皆さんに下水汚泥たい肥「環甦」の配布を行います
ので、希望される方は、たい肥を入れる袋（肥料袋等）をお持ちのうえお越し
ください（家庭の花壇、葉物野菜等の補助肥料に適していると思われます）。
　なお、数量を制限していますのでご了承ください。

下水汚泥たい肥「環
かん

甦
そ

」の配布について

協賛・協力：�中標津町文化スポーツ振興財団、中標津町商工会、中標津町社会福祉協議会、ＪＡ中標津、ＪＡけねべつ、
㈱北海道日本ハムファイターズ

●ポイントカード配布および応募場所：保健センター、役場住民保険課、計根別支所、プラット、総合体育館、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　プール、武道館、運動公園
●ポイントを貯める方法（下記の対象事業に参加・利用するとポイントがもらえます）

健診・がん検診を受診
健康教室への参加
体育施設などを利用

10ポイント貯まったら
必要事項を記入し、応募
箱へ入れてください。

体組成計や電動歯ブラシなどの
健康グッズ、ファイターズグッ
ズ、乳製品詰合せなどをプレ
ゼント

２０１９年４月１日から２０２０年２月２９日まで
１８歳以上の町民の方限定（１人１回）

※事業により申し込みが必要な場合がありますので、ご注意ください。

担　　当 対　　　象　　　事　　　業 獲得ポイント

保健センター

健康診査（国保・後期高齢者医療保険ご加入の方） ３

国保・後期人間ドック（　　　　　〃　　　　　） ８

特定保健指導利用（中標津町国民健康保険ご加入の方） ２

がん検診(胃、肺、大腸、乳、子宮)、エキノコックス症検診、
肝炎検査、骨粗鬆症検診

各２
健診結果説明会、パパママ教室、
栄養教室(健康応援栄養教室、時短レシピでパパッとクッキング)

生活習慣改善相談、来所による健康相談

１×回数

中標津町役場 介護予防教室（脳いきいき教室、体いきいき教室）

中標津町　　
文化スポーツ
　　振興財団

体育館の教室事業（大会等は不可）
例)ウォーキング教室、いきいき体操教室、水泳教室等

総合体育館、プール、武道館、運動公園、テニスコートの利用

プ ラ ッ ト 健康増進室の利用

応募期間
参加対象



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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季を迎えるにあたり、火災予防思想の
一層の普及を図り、火災の発生を防止
するとともに、高齢者等を中心とする
死者の発生をなくし、財産の損失を防
ぐことを重点目標に、「春の火災予防
運動」を実施します。
実施期間
　４月20日㈯～30日㈫までの11日間
期間行事
　●４月22日㈪　午前10時
　　初日行事セレモニー
　　　　　　（中標津消防署庁舎前）
　●４月22日㈪　午前10時20分
　　街頭啓発（町内大型店舗前）
　●火災予防広報（消防車両）
　詳しくは、中標津消防署�予防課予
防係��❸72-2181まで。

中標津地方交通安全協会連合会
からのお知らせ

　中標津地方交通安全協会連合会では、
皆さんの会費（一律1,500円）をもと
に悲惨な交通事故を防止し、安全で快
適な車社会の実現を願って次のような
交通安全事業を行っています。
１．免許更新時講習事業
　�中標津町・別海町・標津町・羅臼町
の４会場で開催
２．証紙販売事業
　�道路使用許可申請書、自動車保管場
所証明申請書等に必要な証紙の販売
３．交通安全啓発活動および表彰事業
　�交通安全運動（春、夏、秋、冬）、
優良運転者表彰等

　「免許更新の際は、交通安全協会へ
のご加入をお待ちしています。」
　問い合わせは、中標津地方交通安全
協会連合会��❸72-5898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。４月～６
月の予定は次のとおりです。
開 催 日
　①ゴーダチーズ� ４月22日㈪
　②ソーセージ� ５月22日㈬
　③ストリングチーズ� ５月31日㈮
　④ソーセージ� ６月12日㈬
　⑤ゴーダチーズ� ６月24日㈪
時　　間
　チーズ
　　午前10時30分～午後３時30分
　ソーセージ
　　午前10時30分～午後２時
　　※終了時間は多少前後あり
費　　用
　チーズ　　　１人2,190円
　ソーセージ　１人2,476円
　　※�10名参加の場合。参加人数に

より多少変更があります。
募集人数　各回10名（先着順）
募集開始　①４月８日㈪　午前９時
　　　　　②４月22日㈪　午前９時
　　　　　③４月22日㈪　午前９時
　　　　　④５月22日㈬　午前９時
　　　　　⑤５月22日㈬　午前９時

　　　　　※�各回、定員になり次第締
め切ります。

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。

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２階�３ＬＤＫ（世帯向け）１戸
　平成５年建設
　Ｃ棟２階�３ＬＤＫ（世帯向け）２戸
　平成６年建設
　家賃　20,300円～40,300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　3.5倍
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・駐車場使用料および
損害賠償金等がないこと。

募集案内配布　５月７日㈫～20日㈪
　　　　　　　（日曜日・祝日は除く）
入居申込受付　５月13日㈪～20日㈪
　　　　　　　（日曜日・祝日は除く）
抽 選 日　５月24日㈮（予定）
抽選会場　中標津経済センター
入居時期　６月中旬～下旬を予定
　※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なっ
ていますので、お間違えのないよ
うにご注意ください。

　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。

有害鳥獣駆除が始まります
　中標津町では農業被害防止のため、
銃器による有害鳥獣駆除を実施します。
○エゾシカ
　５月７日㈫～９月30日㈪
○カラス・キツネ
　４月～３月（通年）
※�ヒグマ：４月（捕獲技術者育成のた
め国有林内において実施）

<町民の皆さんへ>
　山菜狩りや魚釣りのため、山や林道
を歩かれる方も多いと思います。目立
つ色の服を着用し、ハンターに誤認さ
れることを防ぐとともに、ヒグマと遭
遇する危険性を減らすために鈴やラジ
オを携帯して、自身の存在を知らせま
しょう。草地や国有林に立ち入る際は、
地権者の了承を得て情報を入手しま
しょう。
<有害鳥獣駆除を実施される皆さんへ>
・�関連法令やマナーを遵守しましょう
　�（駆除業務中は、「有害鳥獣駆除実施
中」の掲示をしましょう）。

・�十分な安全確認（矢先の確認、脱包
の励行、引き金に指をかけない等）
を行ないましょう。

・�私有地への立入の際は、必ず地権者
に了解を得ましょう。

職業訓練受講生募集
　釧路職業能力開発促進センターでは、
７月の受講生を募集しています。
募集人員　電気設備技術科� 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　６月６日㈭
訓練期間　７月１日㈪～12月24日㈫
費　　用　20,000円程度（テキスト代）
受講申込受付期間
　　　　　４月26日㈮～５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。

平成31年度 心身障がい者
一般巡回相談について

　北海道立心身障害者総合相談所の一
般巡回相談が、中標津町で行われます。
　身体障がい・知的障がい・その他心
身障がい・補装具に関するご相談また
は判定を希望される方は、期日までに
事前申し込みが必要となります。
巡回日時
　７月９日㈫　午前９時～午後５時
　７月10日㈬　午前９時～午後５時
開催場所
　�中標津町総合文化会館�第１研修室
ほか

対　　象
　・�18歳以上の知的障がいをお持ち

で、新たに療育手帳の取得を希望
されたり、既に取得されている療
育手帳の再判定を希望される方。

　・�18歳以上の身体障がいをお持ち
で、電動車いす等の補装具の交付
を希望される方。

　・�その他、専門的判定を必要とする
方など。

申込期限
　５月15日㈬
　申し込み・問い合わせは、福祉課�
福祉支援係まで。

転出届、転入届はお済みですか？
　進学や就職などで引っ越しされた方
は、原則、現在住んでいる寮・アパー
ト等が住所地になります。上下水道や
ゴミ処理、道路・公園の整備などの役
割は、住んでいる市区町村が担ってい
ます。住民票は、こうした行政サービ
スや選挙人名簿への登録などにつなが
る大切な情報ですので、忘れずに手続
きをしましょう。
　問い合わせは、住民保険課�戸籍住
民係まで。

April 4

　広報中標津５月号の発行予定日は、
５月７日㈫です。
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できます。１区画の面積は約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。

年金相談所開設のお知らせ
開設日時
　５月７日㈫　午後１時～午後５時
　５月８日㈬　午前９時～午後２時
開設場所
　中標津町役場�１階102号会議室
　予約申し込みは、釧路年金事務所
❸0154-61-6000まで。

　　　平成31年度　　　
無料法律相談のお知らせ

　中標津町では町民の方々の民事・家
事・行政事件について、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。お気軽にご利用
ください。
　今年度の相談日については次のとお
りとなっており、各月初めから申し込
みを受け付けます。
日　　時　①６月18日㈫
　　　　　②９月17日㈫
　　　　　③12月17日㈫
　　　　　④2020年３月17日㈫
　　　　　※�いずれも午前10時30分

～午後３時
場　　所　中標津町役場
相 談 員　①保坂�いずみ　弁護士
　　　　　②小田�康夫　弁護士
　　　　　③木名瀬�広暁　弁護士
　　　　　④伊藤�啓太　弁護士
申込受付　①６月３日㈪～
　　　　　②９月２日㈪～
　　　　　③12月２日㈪～
　　　　　④2020年３月２日㈪～
定　　員　７名
　詳しくは、生活課�交通町民相談係
まで。

開陽台展望館オープンのお知らせ
　「開陽台展望館」は下記のとおりオー
プンします。
日　　時　４月27日㈯　午前９時
　詳しくは、経済振興課�観光振興係
まで。

コンビニ交付サービスおよび
窓口申請ツールの一時停止について

　４月16日㈫はメンテナンス作業の
ため、コンビニでの住民票・印鑑登録
証明書の交付サービスおよび役場住民
保険課窓口（窓口①番）に設置してい
る窓口申請ツールをご利用いただくこ
とができません。
　ご不便をおかけしますが、ご理解の
ほどよろしくお願いします。

春の全道火災予防運動
　中標津消防署では、空気が乾燥し風
の強い日が多く火災が発生しやすい時

場　　所　税務課
必要なもの　�運転免許証等本人確認でき

る書類、代理人・法人の場
合は委任状

※�納税通知書の発送は、５月７日㈫を
予定しています。

　詳しくは、税務課�資産税係まで。

児童手当について
　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。
●出生・転入・転出したとき
●公務員になった・退職したとき
●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
※�中学３年生までの年齢の児童を養育
していて、受給していない方はお問
い合わせください。

※�公務員の方は所属庁から支給されま
す。

　詳しくは、子育て支援室�子育て給
付係まで。

乳幼児等医療費受給者証
について

　出生・転入・転出などの異動があっ
たときは、乳幼児等医療費受給者証の
手続きが必要です。
　また、小学１～６年生のお子さんが
入院した場合、医療費の助成が受けら
れます。その場合は、受給者証の申請
手続きが必要です。ただし、保護者の
所得制限があります。
　詳しくは、子育て支援室�子育て給
付係まで。

水道の手続きはお済みですか
　新しく当町にお住まいになった方や、
町内で引っ越しされた方は、水道の使
用開始・終了の届出が必要です。電話
での届出もできますので、忘れずに手
続きをお願いします。
　これから転居される方は、転居日が
決まっていれば事前の手続きが可能で
す。また、引っ越しの際は、必ず室内
の元栓を閉めてから退去してください。
　最近、役場から委託されたかのよう
に、ご家庭に水質検査や浄水器等の販
売をしている業者が出回っています。
上下水道課では、このような検査・販
売は実施していませんので不審・不要
と感じたときは、はっきりと断りま
しょう。
　手続きや問い合わせは、上下水道課
業務係まで。

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随時募
集しています。
　５月中旬から10月下旬まで利用で
き、中標津町の住民（住民登録のある
方）ならどなたでも利用することが

アルコール依存症でお悩みの方へ
　アルコール依存症は「依存症」とい
う病気です。奥根室断酒会では互いの
酒害体験を話したり、聴いたりするた
めの例会を開催しています。関心のあ
る方は参加してみませんか。
日　　時　４月22日㈪
　　　　　午前10時～午前11時30分
　　　※変更となる場合があります。
場　　所　中標津町保健センター
対　　象　�断酒や断酒継続を希望する

本人または家族
　問い合わせは、中標津町保健セン
ター��❸72-2733まで。

町税・国民健康保険税の納付には
口座振替をご利用ください

　町道民税(普通徴収)、固定資産税、
軽自動車税、国民健康保険税の納付に
は、口座振替（自動払込）が便利です。
申込方法
　町内の金融機関・農協・ゆうちょ銀
行（郵便局）にある「口座振替（自動
払込）依頼書」に押印、必要事項を記
載のうえ、振替希望の金融機関へ提出
してください。
申し込みに必要なもの
　預貯金通帳、通帳の届出印
～振替可能金融機関～
大地みらい信用金庫・北洋銀行・北海
道銀行・北海道労働金庫・釧路信用組
合の本店・支店、中標津町農協・計根
別農協、ゆうちょ銀行（郵便局）全店
振替日について
　口座振替日については、｢各税目の納
期日ごとの振替｣または｢各税目第１期
の納期日に全期分振替｣ どちらかを選
択できます｡なお、振替不能時における
再振替は行っていませんので、振替日
の前日には残高の確認をお願いします。

＜夜間相談窓口＞

夜�間�相�談�日
４月16日㈫　午後６時～午後８時

　平日の昼間に時間がとれない方は、
夜間に納税相談窓口を開設しますので
ご利用ください。
　なお、当日窓口では町税と国民健康
保険税のみ納めることができます。

平成31年度固定資産の価格等を
固定資産課税台帳に登録しました

　固定資産課税台帳の閲覧と価格等縦
覧簿の縦覧を次のとおり行います。
日　　時　４月１日㈪～５月31日㈮
　　　　　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）

税　　金税　　金

一　　般一　　般

教養を高めよりよい文化を育てましょう（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。

森林に関する新制度等のお知らせ

　平成31年度の税制改正により、森林吸収源対策に係る地方財源を確保するため、森林環境税および森林環境譲
与税が創設されました。
　森林環境税は、国税として国民一人一人が等しく負担を分かち合って、国民皆で森林を支える仕組みとして、
2024年度から年額1,000円が課税されます。
　徴収した森林環境税は、森林環境譲与税として全国の市町村および都道府県に今年度から譲与され、市町村が行
う森林整備やその促進に関する費用並びに都道府県が行う市町村による森林整備に対する支援等に関する費用に充
てられます。
　本町では、譲与される森林環境譲与税を町内の森林整備等に役立て、温室効果ガスの排出削減や山地災害防止を
図っていきます。

　平成30年５月に森林経営管理法が成立し、市町村が主体となって、適切に経営や管理が行われていない森林に
ついて、森林所有者に働きかけ等を行うことにより、森林の経営や管理の確保を図る森林経営管理制度が創設され
ました。
　制度の対象となる森林は、森林法の対象の整備されていない私有人工林です。

詳しくは、農林課 林務係まで。

　中標津町では、毎年、環境保全に資することを目的に河川水質調査を行い、清浄な水質を維持しています。
　調査箇所は、中標津町を流下する標津川と当幌川の上流部と下流部の４箇所で、平成30年度の水質調査結果を町
ホームページに掲載していますので、ご覧ください。

問い合わせは、生活課 環境衛生係まで。

…… 中標津町河川水質調査結果について ……

誕生 10人　 死亡 17人　 転入 51人　 転出 71人

２月28日現在住民登録人口

町の人口 23,458（－27）
　 男 11,501（－10）
　 女 11,957（－17）
世 帯 数 11,202（± 0）

（　　）内は前月比
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■町民の皆さんへ「森林環境税・森林環境譲与税」について

■森林所有者の皆さんへ「森林経営管理制度」について


