たこあげ
最近はあまり見かけないたこあげ
ですが「親子たこづくりたこあげ大
会」では、子どもたちはかけ回って
たこあげを楽しんでいました。

空とみどり
みどりの交流拠点
の交流拠点
2019

令和元年
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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

№684

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

道路除雪作業にご理解と
ご協力をお願いします

町では、626路線・約551kmの道路交通を確保するため除雪作業を実施します。
天候の状況などにより、すぐに除雪できない場合がありますが、除雪作業を効
率的・効果的に進めるため、みなさんのご理解とご協力をお願いします。

❖出

動

基

準❖

連続した降雪でおおむね10㎝以上積もった際に出動しますが、市街地については交通混雑と安全確保のため、日中から
の除雪や暴風雪警報が発令されているときは、作業の安全が確保できないため除雪作業を見合わせることがあります（除雪
作業は休日・祝日に関係なく作業しています）
。
町道全ての除雪を行うには６時間～８時間かかります。通勤や通学の時間までに除雪を終えるように努力していますが、
除雪開始の時間は気象予報とパトロールをもとに判断しているため降雪の時間帯や暴風雪などにより、やむを得ず遅れる場
合があることをご理解ください。
※地区ごとの除雪委託業者は町ホームページに掲載しています。

❖ 除雪に関するお願い ❖
●車道や歩道へ雪を出さないでください
雪を道路に出すと車道が狭くなり、通行の支障になります。
また、歩道に雪を出すと通学する児童生徒が車道を歩くことになるため大変危険です。
●道路から家庭までの除雪にご協力ください
 除雪作業は限られた時間で広範囲を行うため、雪を両側にかき分ける作業となり取り除くことはできません。除雪した
雪が家の出入口をふさいでしまうことがありますが、玄関前などは各家庭での除雪にご協力をお願いします。
●道路や歩道には物を置かないでください
道路や歩道にごみ箱などを置くと、除雪や通行の支障になるのでやめましょう。
●深夜・早朝の除雪作業にご理解ください
除雪作業は、朝の通勤・通学路を確保するため深夜から早朝の限られた時間で作業を行うので、作業中の騒音・振動な
どでご迷惑をおかけしますが、ご理解をお願いします。
●路上駐車はやめましょう
 路上駐車は除雪に支障をきたすばかりでなく、救急車や消防車などの緊急車両が通れなくなる場合もありますので絶対
にやめましょう。
●除雪作業中は危険です
作業中の除雪車に近づくことは大変危険です。お子さんのいる家庭では日頃から除雪車に近づかないことを徹底してい
ただきますようお願いします。
●自分の敷地以外に雪を捨てないでください
歩道や道路、河川はもちろんですが、自己所有地以外の敷地に雪を捨てるとトラブルとなることがあります。自分の敷
地以外に雪は捨てずに指定の雪捨て場をご利用ください。
毎年、道路わきの雪で車道が狭くなり自動車の交差ができないなどの苦情が寄せられています。
降雪量にもよりますが、道路除雪はできるだけ車線を確保しながら作業を行なっています。
しかし、一部では道路を除雪した後に、車道や歩道に付近の雪を大量に積み上げ通行の支障となっている所が見られ
ます。
このような行為は道路法や道路交通法で禁止行為として罰則規定（１年以下の懲役または50万円以下の罰金）が設
けられています。
一人ひとりがマナーを守り冬の暮らしを安全・快適に過ごしましょう。

❖ 雪捨て場のご案内 ❖

①東中地区

ホクレン
桜ヶ丘給油所 様
もりた
セレモニーホール 様

東
19

条通り

〇利用時間に規制はありませんが、利用マナー
を守り周辺住民の迷惑とならないようにお願
いします。
〇場内は徐行運転で、歩行者や車両にご注意く
ださい。
〇雪と一緒に、ごみを捨てないでください。

シルバー
スポーツセンター

道道根
室中標
津線

町では、雪捨て場を右図のとおり２ヶ所指定
していますので、ご利用ください。

②根室家畜保健衛生所ＢＳＥ検査室付近

至中標津市街

272

国道272号線（バイパス）
至標津町

酪農試験場

8
北海道根室家畜保健衛生所
BSE 検査室

至別海町

町道の除雪に関するお問い合わせは、建設管理課 維持係まで。
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北海道からのお知らせ

②

①

●

養老牛温泉

からまつの湯

③

町道

■主要道道摩周湖中標津線の冬期通行止めに
ついて

至清里

505

線

54

主要道道摩周湖中標津線の北30号（図①）および一般道道

養老牛計根別（停）線（図②）については、吹雪等により著し

150

養老牛市街

い吹きだまりおよび視程障害が生じるため冬期間通行止めとな

ります。通行止め期間は（図②）令和元年12月25日午前10時

至中標津

150

至計根別

①、
②通行止め区間

から令和２年４月３日午前10時までとなり、
（図①）は令和２

③うかい路

年１月10日から４月３日午前10時までとなります。その期間

は町道54線（図③）が、図①のうかい路となりますので、ご
理解とご協力をお願いします。

■主要道道中標津空港線階段の冬期通行止め
について

69

中標津総合歯科診療所

道
標

中

道

主要道道中標津空港線の階段（図④）については、階段設置

中標津保建所

年３月31日午前10時までとなりますので、ご理解とご協力を

線

④階段通行止め箇所

港

行止め期間は（図④）令和元年11月１日午前10時から令和２

空

使用による転倒等の回避のため冬期間通行止めとなります。通

津

箇所の道路横断（道道中標津空港線）の回避および冬期の階段

69

お願いします。

■通行止めのバリケードについて
暴風雪の影響により通行止めを行うことがありますが、通行止めのため設置するバリケードは視程障害や吹きだまりで

安全に通行できない場合に設置しています。

バリケードを移動させてしまった場合は、速やかに元の位置に戻すようお願いします。

■ロードヒーティングの稼動期間について
釧路建設管理部中標津出張所管内では、一般道道俣落西５条線（中標津高校から警察署間の坂）で令和２年１月から２

月末まで稼動します。なお、３月は融雪剤で対応します。

■除雪に関するご理解とご協力について
依然として北海道の財政は厳しい状況にあり、令和元年度以降も歳出の削減・効率化に取り組んでいます。道道の除雪

につきましても作業内容の一部見直しやコスト縮減に取り組んでいるところです。

道道の整備水準や利用状況、スタッドレスタイヤや車両の性能向上などを十分踏まえ、道路を利用される方々への影響

を逐次注意しながら路面管理に努めます。ロードヒーティングにつきましては気象状況に応じた、きめ細やかな稼動制御
を行うことにより電気料金の節約を図ります。

北海道建設部は、道民が安全に暮らしていけるよう、公共土木施設の適切な維持管理水準を推進していくため、
「公共

土木施設の維持管理基本方針」を策定しました。釧路総合振興局ホームページにてご覧いただけます。道民のみなさんに
おかれましては、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

道道の除雪に関するお問い合わせは、釧路建設管理部 中標津出張所 施設保全室 ❸72-3213まで。
北海道釧路総合振興局 釧路建設管理部のホームページにおいて、
冬期間の未除雪区間を公表していますのでご覧ください。
HPアドレス http://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/kk/kkk/kanrika/toukikou.htm

通行規制などの情報は「北海道地区道路情報」をご覧ください。
HPアドレス http://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/RoadInfo/index.htm
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個人住宅等の有料除雪作業実施事業者情報
令和元年12月から令和２年融雪期まで、町内において有料で除雪作業を行う事業者は以下のとおりです。

情報提供元：中標津町商工会、中標津建設業協会等

事 業 者 名

住所(中標津町)

電話番号

㈲池田建設

西６条北８丁目

㈲エヌエス工業

東当幌41

㈲共栄土木運輸

東20条北５丁目

72-3140

(企)くれぱす

大通北２丁目17-2

74-0703

備

考

72-0795
72-6818
（担当：名和）

72-2777
時間指定不可
090-2699-7753 除雪は午後２時以降より
（担当：中畑） 屋根の雪おろし不可

中標津コンクリート工業㈱ 字俵橋52-1
北標重機工業㈲

南町９-13

72-4473

㈱山川

東当幌17番地16

72-9763

人力作業（屋根雪おろしなど）以外、仕
事依頼がないときのみ可能（タイヤショ
ベル、ミニタイヤショベルによる作業）。

※町は仲介やあっ旋を行うものではなく、契約内容等には一切関与しませんの
で、ご注意ください。
※除雪箇所、料金等契約事項については、住民のみなさんと事業者の間で交渉
を行い、双方納得のうえでトラブルのないように必ず事前に確認を行なった
うえで作業の依頼をお願いします。
※作業料金は、作業の内容等によっても異なりますが、事業者ごとにも異なり
ますので、作業依頼をするときには十分に単価等の内容を確認してください。
※除雪作業の際は、道路除雪作業等の妨げにならないよう配慮してください。

第11回

くうこうの森クリスマス会のお知らせ
日

主なイベント

時

12月22日㈰ 午前10時30分～午後３時

午前10時30分～午前12時15分
○ロビーコンサート
（中標津高校合唱部・吹奏楽部、広陵中学校音楽部、中標津小学校ジャガーズ合唱部）
午前11時～午後３時
○くうこうの森ショップ（飲食、小物雑貨等の販売）
○スタンプラリー＆こども抽選会（締切：午後２時30分 抽選：午後２時45分～）
○来場した子どもたちにお菓子をプレゼント（限定200人）

根室中標津空港ビルＦＢ

イベント最新情報は
facebookでお知らせします！

問い合わせは、根室中標津空港ビル㈱

※イベント内容は、天候状況や緊急
事態発生などによっては、一部変
更・中止となる場合があります。

❸７３－５６０１（ガイダンス４番）まで。

広告
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目からうろこの母乳育児の効果・
補完食（離乳食）の与え方
～ ほんの一滴でも母乳を与えること、続けることの意義 ～
11月４日㈪、総合文化会館にて町立中標津病院主催の教育講演
会を開催しました。
地域のみなさんに科学的根拠に基づく母乳育児の効果を知ってい
ただこうと、のえる小児科院長で国際認定ラクテーションコンサル
タントの瀬川雅史先生に講演をしていただき、55人の方に参加し
ていただきました。

「母乳のメリットは一生続く」
母乳が赤ちゃんの健康に良いことは一般的に知られていますが、赤ちゃんが大人になってもその効果
が続くことが多くのデータをもとに示されました。子どもにとってのメリットは、中耳炎・呼吸器感染症・
胃腸炎・乳幼児突然死症候群・アレルギー疾患・肥満・糖尿病・小児白血病・不正咬合など、さまざま
な病気にかかるリスクが減ることです。また、ＩＱが高くなることも多くの研究で示されました。完全
母乳でなくても、少量でもなるべく長く飲むことによって、これらの恩恵を受けられることがわかりま
した。また、母乳を与えているお母さんにとっても、将来乳がん・卵巣がん・メタボリックシンドロー
ム・認知症になりにくいなど多くのメリットがあることが示されました。

「日本の赤ちゃんは栄養失調？」
離乳食は、世界的には「補完食」と呼ばれ、赤ちゃんの成長とともに母
乳だけでは不足してくる栄養を補うための食事です。ＷＨＯは３歳まで母
乳と併用することを勧めています。日本では、赤ちゃんが脂肪を消化でき
ることが知られていないため、10倍粥や薄味で脂肪の少ない食品から補
完食を始めます。そのため摂取カロリーが足りず、日本人の６ヶ月以降の
乳幼児の発育は世界平均を下回っているそうです。また、母乳は鉄とビタ
ミンDが不足していますが、昔は鉄鍋での調理により鉄を補うことができ
ていました。生活様式が変わった今は、補完食に肉レバーや赤身の魚など
鉄分を多く含む食品や油など高カロリーの食品が必要であることが、世界
のお肉を食べる赤ちゃんの写真とともに紹介されました。

「足りないのは支援」
最後に母乳育児は大変だと言われていますが、本当に大変なのは母乳育児
ではなく育児そのもの。適切な支援を受けることで、お母さんが自信を持っ
て子育てができるという言葉で締めくくられました。
この講演に先立ち、町立中標津病院では町内の子育て支援に関わる各部署
が集まり、瀬川先生ら、国際認定ラクテーションコンサルタントによる母乳
育児支援セミナーを受講しました。今後、町の母乳育児支援体制を充実させ
ていく予定です。

問い合わせは、町立中標津病院 医事課 ❸７２－８２００まで。
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令和２年度

町 の予算編成方針

   令和２年度予算編成においては、本町の歳入の約３割を占める
地方交付税が国の概算要求段階で、対前年度4.0%増の要求となっ
ていますが、最終的に厳しい調整が行われることが予想されるな
ど、本町にとって必要な財源が確保できるかどうか予断を許さな
い状況にあります。
本町の財政見通しにおける歳入面では、自主財源の根幹をなす
町税は、法人町民税の大幅な減少が見込まれることに伴い、町税
全体でも減少が見込まれています。今後においても税制改正や人
口減少の影響などで不透明な状況です。
歳出面では、平成28年度からスタートした「第６期中標津町
総合発展計画」の後期基本計画が令和２年度をもって終了となる
ことから、新たな計画を見据え、事業を検証するとともに、引き
続き着実な進捗に向けて、人口減少に対応した具体的・重点的施
策である「中標津町総合戦略」と歩調をあわせて取り組んでいか
なければなりません。
こうした状況を踏まえ、令和２年度の予算編成にあたっては、
収支バランスの均衡を保つため「中標津町行財政健全化緊急対策
方針」を踏まえた取り組みとして、義務的経費等を除く一部の費
目に対し、予算要求可能額の上限を定める方針としています。
大変厳しい状況ではありますが、これからも「まちづくりの基
本理念」を念頭においた将来像「空とみどりの交流拠点・中標津」
のもと、今一度職員が一丸となって英知を結集し、大胆な発想と
攻めの姿勢を持って中標津らしさの追求と、「住みやすさNo. １
のまち」を目指します。

町税と地方交付税（単位：百万円）

5,402

3,006

Ｈ27

5,174

3,111

Ｈ28

5,039

4,937

4,942

3,216

3,226

3,202

Ｈ29

Ｈ30

Ｒ１

令和２年度予算編成方針

一般行政経費の節減・削減はもちろん、持続可能な財政構造の確立を目指すため、中標津町行財政健全化緊急対策方
針に基づく財政健全化に取り組み、予算要求積算過程から最大限の財源確保や全体的な予算編成を工夫し、次の点を遵
守する。
意見・指摘事項などへの的確な対応

スクラップアンドビルドの徹底とサンセット方式※の推進

議会や監査委員の意見・指摘事項・一般質問での答弁お
よび町民要望などを踏まえ、その必要性、緊急性等を十分
に検討し、実現の可能性を慎重に判断する。

スクラップアンドビルド（何かを削って新しいものに充
てる）の徹底のほか、新規事業を実施する際は永続的なも
のではなく、終期を規定した時限事業とする。

積極的な財源の確保

制度改正等の的確な把握

「財源なくして政策なし」を意識し、新たな財源確保に
努め、負担の公平性の観点による債権確保に努めるなど、
最大限の財源確保を図る。

   国・道の予算編成や制度改正等の動向を注視し、特に成
長戦略、地方創生、１億総活躍社会への取組について的確
な情報把握に努め、施策の展開時期を逸しない。

将来負担の抑制

機動力を発揮した事業展開

将来人口や社会情勢を適切に見据え、事業規模の検証や
将来負担の妥当性を慎重に検討し、次世代の負担が過大に
ならないよう事業を行う。

各部課間において連携・調整を十分に行い、趣旨や目的
の重複する事業を統合するなど、より一層事業効果を高め、
相互に機動力を発揮した事業展開を図る。

基本方針

※サンセット方式とは、制度や事業などであらかじめ実施する期限を設ける方式のこと。

予算編成にあたっては、本町の基本指針
である『第６期総合発展計画』との整合性
に十分留意し、
「産業」
「観光」
「教育」
「環境」
「医療・福祉・子育て支援」
「雇用」
「交流」
の各分野における政策課題に取り組み、発
展計画の「基本目標」の推進と将来を見据
えた健全財政の両立を目指す。

○基本目標
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」
②健やかでやさしいまちづくり……………「健康･福祉･医療分野」
③力みなぎる産業のまちづくり……………「経済･産業分野」
④利便性のある調和のとれたまちづくり…「生活基盤分野」
⑤安全・安心で快適なまちづくり…………「生活環境分野」
⑥人が輝き歴史と文化を育むまちづくり…「教育･文化分野」

問い合わせは、財政課 財政係まで。
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その

中標津町自治基本条例を学ぼう 改め
ま

ち

みんなで中
みんなで
中標津
標津づくりに参加しよう
づくりに参加しよう ～自治基本条例～
文

条例本

中標津町自治基本条例
第５章 議会

（議員の責務）
第23条 議員は、住民から選挙で選ばれた公職者と
して、法律、それに基づく政令及び中標津町
議会議員政治倫理条例（平成14年条例第30号）
をはじめとする条例等を遵守し、公益実現の
ため活動します。
２ 議員は、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、町民が主体の自治の推進と町
民福祉の向上をめざし、常に政策提案を行います。
３ 議員は、条例立案能力、政策立案能力及び審議能
力等を高めるため、常に自己研さんに励みます。
４ 議員は、町民の意思の反映を図るため、自主的に
調査研究を行います。

第６章

行政

（町長の責務）
第24条 町長は、中標津町の代表者として、行政運
営を総合的に行い、その公正の確保と透明性
の向上を図らなければなりません。
２ 町長は、基本計画等に基づく政策、財源等につい
て明らかにします。
３ 町長は、常に簡素で効率的な組織を構築し、運営
します。
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解 説

中標津町自治基本条例
『第23条
（議員の責務）
』
について

議員の責務は、法令はもとより、中標津町議会議員
政治倫理条例をはじめとする条例、規則などの定める
ところにより公共の利益の実現のため努力することと、
中標津町の様々な課題を解決するための条例立案能力
や政策立案能力、議会を活発な討議の場とするための
審議能力の向上に努めるとともに、広く中標津町全体
を捉える視点、公職に就く者としての高い倫理観と公
正かつ誠実で、自主的な調査研究により得た情報を活
かし、的確な判断による活動をすることを定めていま
す。

『第24条
（町長の責務）
』
について
第24条では、町長が、中標津町の代表者として行
政運営を総合的に行わなければならないこと、さらに、
公正の確保と透明性の向上を図らなければならないこ
とを定めています。
行政は、町長のほか、委員会や委員などの各執行機
関によって運営されますが、その運営にあたり、町長
は、行政執行の代表であり執行機関を統轄する立場か
ら、常に行政を全体としてまとまりあるものとして執
行機関相互の連絡調整を図り、一体としてその機能を
発揮するよう総合調整して行政運営を行う必要があり
ます。
また、行政運営は、公正でなければならないことと
合わせて、その運営の様子が町民に良く分かるように、
透明性の向上を図らなければならないことを定めてい
ます。
さらに、町長は、行政運営を具体的に進めるにあた
り、総合計画基本構想および基本計画これに基づく政
策とその財源等について明らかにするとともに、常に
簡素で効率的な組織を構築し、その運営を行うことを
定めています。

『第25条
（行政の責務）
』
について
（行政の責務）
第25条 行政は、行政運営の透明性の向上を図り、
公正かつ誠実に執行しなければなりません。
２ 行政は、町民の意見を積極的に把握し、行政運営
に適切に反映します。
３ 行政は、行政運営に関する情報を町民に分かりや
すく提供します。

第25条では、行政の責務を定めており、公正に、
誠実に職務を遂行することと合わせて、執行機関が持
つ情報や政策の内容、意思決定の過程などを明らかに
し、行政運営に関する透明性をさらに向上させ、町民
の考えや活動内容を積極的に把握し、行政運営に反映
していかなければなりません。
また、単に行政情報の公開にとどまらず、町民に分
かりやすい形で情報を提供し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26条（職員の責務）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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こ

中標津町

さんのへ

三戸なでし子 議員（副議長）

町長答弁 廃墟問題は個人の所有
権にも関わる非常に難しい問題です
が、所有者への啓発を行うとともに
専門家を交えた利活用セミナーなど
を開催し、町民のみなさんと問題意
識を共有し解決を目指します。
ほった

堀田

り

く

理来 議員

町長答弁 現在、ゆめの森公園で
は、来年春の完成に向けてローラー
スライダーの工事が行われており、
完成すると道東では最長のスライ
ダーになります。
ＳＮＳを活用した情報発信について
一層の努力を心掛けていきます。
ひらやま

平山

はる き

陽輝 議員

質問事項 バスの利用者減少対策
として、楽しみながらバスを利用で
きるスタンプラリーを実施しては。
町長答弁 人を乗せる動機づけと
なる素晴らしいアイディアであり、
ご提案を参考にしながら、今後も利
用状況や運行収支状況を精査し、利
便性の向上に努めていきます。
いし の

石野

かず き

和希 議員（議長）

質問事項 子育てしやすい環境を
つくり、晩婚化・非婚化を食い止め
るため、中学生までの医療費を無料
にできないか。
町長答弁 少子化対策の意味から
国に医療費無償化を要請する動きも
あり、制度化されれば速やかに対応
し、子育てしやすい環境整備を進め
ていきます。
か さい

葛西

あや め

彩愛 議員

質問事項 地球温暖化対策として、
月に１度程度を目安に町全体で節
水・節電を実行する日を設けては。
町長答弁 町が今後策定する「地
球温暖化実行計画」を検討する際の
貴重なご提言とさせていただき、町
民一人ひとりが温暖化対策に取り組
むよう意識の向上を図るため努めて
まいります。

月１日に議事堂にお
いて「中標津町中学生議
会」を開催しました。
この中学生議会は、町
内の中学生が議員となり、
町議会と同じ形式で、町
政に対する質問や要望を
行うものです。
子どもたちが、中標津
町の現状や将来のまちづ
くりを考える機会として、
また、町政や議会の運営
に関心を持ってもらうた
めに開催し、今回で７回
目となります。
本町の将来を担う子ど
もたちの声は、今後の町
政運営の参考にさせてい
ただきます。
質問および答弁内容に
ついては、紙面の都合上、
要旨のみを掲載します。

質問事項 ゆめの森公園の魅力を
さらに高めるため、自然を生かした
長いすべり台などを作っては。開陽
台などをＰＲするため、ＳＮＳに紹
介動画をアップロードしては。
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てらさわ

寺沢

なの は

菜花 議員

質問事項 町が若者を呼び込むために、
どのような政策を進めているのか教えて
ほしい。
町長答弁 地域で働きたいと思える魅
力ある職場を増やすため、今年、近隣３
町と「南知床４町地域雇用創造協議会」
を設立し、企業の魅力向上のための支援
などの取り組みを進めています。
さくらだ

櫻田

れん

蓮 議員

質問事項 町民に街をきれいにする意
識を持ってもらうため、「ポイ捨て禁止」
の看板などに不法投棄の罰則表示や、町
内清掃のイベント化をしてはどうか。
町長答弁 現在も罰則を記載した看板
は数ケ所ありますが、今後も設置してい
きます。毎年５月下旬に「ごみゼロの日」
として、多くの町民に参集いただきボラ
ンティア清掃を行なっています。
みんなでゴミのないきれいな街にしてい
きます。
うるしはら

漆原

ゆう

優 議員

質問事項 観光客を呼び込むため、中
標津町の「食」に関する大きなイベント
を町主催で行うことはできないか。
町長答弁 現在、商工会・農協や各青
年部等が主催するイベントでも地元限定
メニューが紹介され、観光客にもＰＲさ
れていますが、さらに町民意見も伺いな
がら今後も色々な取り組みを考えていき
ます。

ます だ

中学生議会

質問事項 廃墟となった建物は町
の印象を悪くするため、所有者へ管
理の呼びかけや相続について知る機
会を設けては。

い ぶき

増田 伊吹 議員
質問事項 高齢者の知恵や体
験談を聞くことは貴重な経験と
なり、自分たちのエネルギーに
繋がるので、高齢者と交流する
機会を作ってほしい。
町長答弁 高齢者の方々とど
のような交流ができるのか、教育
委員会が部活動や生徒会活動と
も連携して進めて行くので、中
学生のみなさんは企画段階から
積極的な関わりをお願いします。
再質問事項 検討の結果はど
のように知らせてもらえるか。
町長答弁 教育委員会を通じ
て間違いなくお伝えします。
あお き

ゆづ き

青木 柚月 議員

質問事項 交通量が増えてき
た西12条北14丁目付近の道路
の舗装や、街灯が少なく暗い道
に街灯の増設を検討してほしい。
町長答弁 道路の舗装は、町
が策定する「道路整備５箇年計
画」により整備を進めており、
質問のあった道路は計画路線で、
今後、整備を進める予定となっ
ています。街灯は電気を使用す
るため、電柱など限られた場所
への設置となりますが、更新の
際は、地域のみなさんの意見を
伺いながら設置していきます。
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小型家電リサイクルについて
中標津町では、資源の有効活用を目的とした小型家電の回収を行なっています。
１．回収ボックス設置場所
・中標津町役場
・中標津町交流センター（計根別）
２．回収対象
 回収ボックスの投入口（縦20㎝×横30㎝）に入る大きさの、使用しなくなった小型家電（携帯電話・デジタル
カメラ・ゲーム機・電卓・カーナビ・パソコンなど）。
３．注意事項
 携帯電話や各種メモリに含まれる個人情報などのデータは、消去してからボックスに入れてください。回収ボッ
クスに入らない小型家電については町の分別にしたがって捨ててください。
みなさんのご理解とご協力をお願いします。

12月からの

中標津町指定ごみ袋の取り扱いについて

10月からごみ処理料金改定により、ごみ袋の料金が上がりましたが、11月30日
まで旧料金のごみ袋を利用可能としていました。12月からは旧料金のごみ袋は利
用できませんので、使用しないようお願いします。
12月から役場生活課において、旧料金のごみ袋をお持ちいただくと金額相当分
の新しいごみ袋と交換します（粗大ごみシールや差額シールも交換します）。
ごみ袋販売店では交換できませんので、お間違えのないようにご注意ください。

12月からは
旧料金のごみ袋は
利用できません

問い合わせは、生活課 環境衛生係まで。

クレジットカードの利用は慎重に！

しの

くら

知っ得

キャッシュレス決済の一つ「クレジットカード決済」は、買い物などの代金を現金ではな
く申し込みをしたクレジット会社のカードで支払いをして、その代金をいったんクレジット
会社がお店に支払い、後日、登録した銀行口座から引き落としをするというものです。ポイ
ントの還元などもあり利用している方も増えているのではないかと思いますが、
「請求金額
が高額になっていて引き落としができない」ということにならないよう注意が必要です。

ガイド

みなさんへのアドバイス

「ひとりで悩まずにまずは相談を」

◦一般的なものとして翌月一括払いやボーナス一括払いであれば手数料はかからず、３回以上の分割やリボ（リボル
ビング）払いのように支払い回数が多くなるほど手数料がかかり、支払金額が増えます。
◦カード裏面には必ずサインをして本人のみが利用、暗証番号やセキュリティーコードを他人に絶対教えない、届い
た請求明細はレシートや利用明細で確認をする、また紛失や不正利用など万一のトラブルに備えカード裏面に記載
の連絡先を控えておくようにしましょう。
◦各カード会社でとりきめも違います。利用の際は規約等の確認を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。

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）

■水道ビジョンにおける施策は着実に進んでいます

安全・安心で快適なまちづくりを目指し、強靭かつ持続的な水道事業経営をするために、水道事業の現状と課題や、
10年間の事業計画・目標について平成26年度に策定した中標津町水道ビジョン（水道経営戦略）が５年目を迎えます。
これまでの主な目標達成状況は次のとおりです。
安全面

・急速ろ過池や薬品注入設備などの浄水施設や、電気計装設備の更新など予定どおり実施

強靭面

・導水管の耐震化・老朽管の更新、事業継続計画の策定や加圧式給水車の整備など予定どおり実施

持続面

・簡易水道事業の基金（貯金）の枯渇年度は令和元年度と計画していたが、事業の精査や経営努力など
により令和４年度に先延ばしの見通し
・未導入のクレジット払い等の納入方法については、先行事例を参考にしながら引き続き検討

施策は概ね予定どおり実施されており、水道ビジョンの着実な進行が図られています。なお、引き続きビジョンを
着実に進め、安心・安全で持続可能な水道事業を行うには料金改定の必要があるとして、現在、事業の管理運営に関
する諮問機関である運営委員会にて、料金改定に向けた議論を行なっています。会議録等は町ホームページに掲載し
ていますが、進捗状況については広報紙にてまたお知らせします。

■水道の凍結にご注意ください

年末年始の留守など長期間水道を利用しないとき、外気温がマイナス４度以下になるときなどは水抜きをするなど、
水道の凍結に十分注意しましょう。詳しくは折込みチラシをご覧ください。

問い合わせは、上下水道課 業務係まで。

「知床ナンバー協議会」からのお知らせ
「知床ナンバー協議会」では、令和２年度からの知床ナンバーの導入に向け
たＰＲを行なっていますが、このたび国土交通省よりナンバー導入決定の連絡
がありました。
ナンバーは令和２年５月頃からの交付開始が予定されており、協議会が申請
した図柄デザインがそのまま採用されることとなりました。
役場庁舎２階受付に、知床ナンバー・フルカラー版のサンプルプレート（実
物見本）を設置しています。ぜひ実物を“見て ・ さわって”、デザインや大き
さを体感してみてください。

※黄色い枠線の方は、軽自動車用ナンバーです

問い合わせは、経済振興課 地域振興係まで。

イラスト／NATSU OHSAKA

陸・海・空自衛官等募集

募集種目
陸上・海上・航空
自衛官候補生

陸上自衛隊
高等工科学校

推薦採
用試験

試験会場

受付締切

釧路駐屯地
美幌駐屯地

12月11日㈬

帯広駐屯地
陸上自衛隊
高等工科学校

（神奈川県横須賀市）

帯
一般採
北
用試験
根

広・釧 路
見・美 幌
室・中標津

試験等期日
12月14日㈯
12月15日㈰
令和２年
１月５日～６日の
指定する１日

12月２日㈪

（締切日必着）

令和２年１月６日㈪
（締切日必着）

第１次試験
令和２年１月18日㈯

※募集種目により受付開始日、受験資格等が異なります。詳しくは、以下の連絡先までお問い合わせください。
お問い合わせ
資料請求先は

中標津町

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

ホームページ http://www.mod.go.jp/pco/obihiro/

年中無休

受付時間12時～20時

メール hq1-obihiro@pco.mod.go.jp

自衛隊帯広地方協力本部
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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74回

災害ボランティア

2019年９月５日に発生し千葉県を中心に甚大な被害をもたらした台風15号、
2019年10月６日に発生し関東地方や甲信地方、東北地方などに記録的豪雨で甚大な
被害をもたらした台風19号、そして2019年10月25日からの大雨は、みなさんの記
憶にまだ、新しいのではないでしょうか？みなさんは、これらの災害を報じるニュー
スと共に『災害ボランティア』という言葉を耳にしませんでしたか？今回は、この『災
害ボランティア』について紹介します。
『災害ボランティア』とは、地震や水害、火山噴火などの災害発生時から復興に至
るまで、被災地のために、復旧や復興のお手伝いをするボランティアのことです。
日本で最初の『災害ボランティア』は、古い記録から1923年（大正12年）９月１
日の関東大震災の際、当時の東京帝国大学の学生が、上野公園内に仮設トイレを設置
したりなどして、被災者の救援にあたったこととされています。ちなみにこの時、公
園管理者側と帝大生が押し問答になったという逸話があります。
もちろん日本では、関東大震災以前にも、たくさんの災害が発生し、たくさんの被
害が出ています。ですから、災害ボランティアの歴史は、もっともっと古くからあっ
たのかもしれませんね。

災害ボランティアの活動内容
◦避難生活のお手伝い
◦炊き出し
◦洗濯
◦救援物資の仕分け、配送
◦救護所での医療、看護
◦被災者の話し相手
◦子供のあそび相手
◦翻訳、通訳
◦被災者の活力を取り戻す
ための交流の機会づくり

◦泥かき
◦瓦礫の撤去作業
◦地域の清掃
◦被災した写真の洗浄
◦家屋の保全
◦建物の応急
◦建物の応急危険度判定
◦雪かき
◦ペットの世話
◦その他

被災地には、全国から数多くのボランティアが集結します。
何の準備もせずに、災害ボランティアとして参加すると、か
えって被災地に迷惑をかけることになります。
交通費や食費、滞在費などのお金、
水や食糧、装備など、自分が使うモノ
や自分が必要なモノは、自分でしっか
り準備し、持って行きましょう。
また、出発前には必ず、現地の情報
や心構えなどを予習・再確認しましょ
う。

災害ボランティアとして必要な持ち物の例

災害ボランティアは、
被災地をサポートする存在です！
◦被災者への心配りを忘れては、いけません。
◦不用意な発言や自分の経験による判断を、
押し付けてはいけません。
◦被災者の気持ちや立場に配慮した支援を、
心がけましょう。
災害ボランティア活動への参加を検討される際には、
必ず先に、各地の災害ボランティアセンターなどの
ホームページなどで最新の状況をご確認ください。事
前受付・登録が必要な場合や現地での活動に参加でき
ない場合があります。また、活動の際には『ボランティ
ア活動保険』への加入を、おすすめします。

詳しくは、総務課 防災係まで。
11

なかなか健康なかしべつ 第２次中標津町食育推進計画～健康な食生活の実践～

朝食抜きは太りやすい？
筋肉が減る？ホント？
中標津町保健センター 健康推進課 健康指導係
みなさんは毎日朝ごはんを食べていますか？
朝食の欠食は、年齢を問わず健康課題の１つにあげられ、国においては「早寝早起き朝ごはん」を合言葉に国民
運動として、また、中標津町においても「なかなか健康なかしべつ（健康づくり推進計画）
」や「食育推進計画」
の重点課題として（グラフ参照）
、欠食者の減少に向けて取り組んでいます。
さて、タイトルの「朝食抜きは太りやすい？筋肉が減る？ホント？」についてですが、この問いの答えは「ホン
ト」です。
ある調査では朝食を食べない人は、食べる人の５倍も肥満になりやすいことがわかっています。一見、食べる量
（エネルギー摂取量）が減るので太らないのでは？と思われがちですが、なぜでしょうか。

●エネルギーを作るため筋肉を分解！筋肉量が減り代謝が落ちる

朝食を欠食し次の食事までの時間が長くなると、血糖値が低い状態が続きます。
すると、脳にブドウ糖を送るために身体の中で筋肉を取り崩してエネルギーをつくる反応が起きます。

筋肉量が減ると代謝が落ちるので体に脂肪が付きやすくなります。

●朝食欠食後の食欲増進

空腹感が強くなるので食欲が増進し、ついつい昼食・夕食が多くなりがちです。そうすると、食後の血

糖値が急激に上昇し、血糖を脂肪に変えるホルモンであるインスリンがたくさん分泌されるので太りやす
くなります。

●栄養を蓄えようとする働きが高まる

食事の回数が少ないと、身体が飢餓状態と勘違いをして、栄養を蓄えようとする働きが高まり、脂肪を

溜め込みやすい身体になります。
１日３食規則正しく食べることは健康な体の土台となります。
「食べる時間がない」という方は今より５分
早く起きる、「食欲がない」という方は乳製品や果物など食べやすいものから、少しずつ朝ごはん習慣をはじ
めてみませんか？

朝食を食べるとこんなにいいことがあります！
◆体内時計のスイッチを入れ身体のリズムを整えます
◆体温を上げ代謝量アップ
◆脳を活性化して集中力がでるので、学力・仕事効率アップ
◆消化、代謝の負担を３食に分けることで生活習慣病を防ぐ
◆腸を刺激し動きを活発にし排便を促す

★材

24.7

25
20

15.9

15

24.4
13.7

12.5
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「マグカップオムライス」
●作り方●
①マ グカップにご飯と解凍した
ミックスベジタブル、ケチャッ
プを入れよくかき混ぜる。
②①の上にスライスチーズをのせ、
溶き卵を流し入れる。
③ふんわりとラップをして電子レ
ンジ（600ｗ）で２分～３分加
熱して完成！

中標津町の朝食欠食率

（％）
30

料（１人分）

5
0

2.0
３歳児

小学２年生 小学5年生 中学2年生 成人男性

成人女性

※第２次中標津町食育推進計画中間評価数値より

レン
朝ご

ジで

はん

簡単

レシ

ピ

☆

ご飯………マグカップに半分
ミックスベジタブル……適量
ケチャップ………………適量
スライスチーズ…………１枚
卵……………………１～２個

食事に関するご相談はお気軽に保健センター（❸７２－２７３３）までご連絡ください。
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地域おこし協力隊が行く 其の
48
こんにちは、地域おこし協力隊の増田です。
中標津町に引っ越してきて２回目の冬。東京で育った身として
は、やはり「北海道の冬は寒い」という感覚でいます。
10月末をもって開陽台展望館が冬季休館に入りました。４月下
旬に開館してから約半年、本当にあっという間に時間が過ぎていき
ました。そこで今回は、今年の開陽台の出来事を振り返ってみたい
と思います。
今年はゴールデンウィークが最大で10連休ということもあり、例
年より２日ほど早くオープンしました。オープン初日は天気には恵
まれませんでしたが、たくさんのお客様に来館していただきました。
本州から訪れた方もたくさんいました。
夏になるとツアーで来た団体のお客様やバイクで訪れた方も多く
いました。今年の夏は、残念なことに雨の日が多かったような気が
します。
それでも、
たくさんの方が展望館内のカフェでソフトクリー
ムを食べたり、屋上から景色を眺めたりという光景を連日のように
見ることができ、本当に嬉しくなりました。
本州から修学旅行で訪れた生徒や、キャンプサイトでキャンプを
楽しんでいた方も例年になく多かったようです。キャンプをしてい
た方の中には、１ヶ月近く開陽台に滞在していた方もいました。
秋には「北根室ランチウェイ」を歩きに来た方も多くいました。
私もこの時期には、
ランチウェイのガイドをしたり様々なイベントに参加したりと、忙しい毎日を過ごしていました。
開陽台展望館が冬季休館中の間は、来年度の開陽台のことを考えたり、町のイベントに携わったりと、町を盛り
上げるためにできることを考えて行動していきたい
と思っています。
ますだ
りょうた
イベントなどで見かけた際は、ぜひお声掛けくだ
中標津町地域おこし協力隊  増田 瞭汰
さいね！
メールアドレス masuda@kaiyoudai.jp

年末年始のお知らせ
役場の年末業務は12月30日㈪までです。年始の業務は１月６日㈪から行います。
死亡届は随時受け付けますので、庁舎正面玄関側の時間外通用口をご利用ください。
各施設の休みの期間は次のとおりです。
■町立保育園
12月31日㈫から１月５日㈰まで
■児童会館・児童センター
12月30日㈪から１月５日㈰まで
※ただし、12月30日㈪は児童クラブの受け入れを実施。
※各生涯学習施設については、らいふまっぷをご覧ください。
■町立中標津病院
12月30日㈪
～

12月31日㈫
１月５日㈰
１月６日㈪

平常診療
休

診

平常診療

※救急外来診療については、
24時間体制で対応します。
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●町有バス 12月31日㈫から１月５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

12月31日㈫

休

み

午前中のみ

１月１日㈬

休

み

休

１月２日㈭

休

み

午前中のみ

１月３日㈮

休

み

休

１月４日㈯

平常収集

み
み

平常開設

※年末の最終処分場は大変混み合いますので、時間に余裕を持ってお越しください。

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

詳しくは、経済振興課 観光振興係
まで。

特定疾患等患者通院交通費の
補助について

委託期間

令和２年４月１日～
令和３年３月31日
（原則１年ごとに更新）

応募条件
 令和２年４月１日現在で40歳～
60歳までの方で、心身ともに健康
であり、寮生との良好な関係を築け
る方
業務内容
 施設等の清掃・除雪および管理、
入寮者への食事の提供（平日朝・夕）
など運営に関わる業務
募集締切 12月20日㈮
問い合わせは、北海道人事局職員
厚 生 課 公 宅 グ ル ー プ   ❸011-2045049まで。

特定疾患等で町外の医療機関に通院
が必要な方の交通費の一部を補助して
います。
対 象 者
 特定疾患治療研究事業、先天性血
液凝固因子障害治療研究事業または
小児慢性特定疾患の治療研究対象疾
患に罹患し、北海道知事から医療受
給者証または小児慢性特定疾病医療
受給者証の交付を受けている方と、
医師が必要と認めた介助者１人。た
だし、介助者分については公共交通
機関を利用した場合のみ対象（領収
書が必要）となります。なお、次の
方は対象となりません。
・公共交通機関運賃のかからない乳
幼児
・前年の所得が一定の基準額を超え
る方
・生活保護法による医療扶助の移送
費等または他の法令等による通院
交通費相当分の全額給付を受けて
いる方
補助対象期間
令
 和元年７月１日から令和元年12
月31日までの通院分
申請受付期限
令和２年２月28日㈮まで
詳しくは、福祉課 福祉支援係まで。

11月５日㈫より、住民票、マイナ
ンバーカードおよび公的個人認証の署
名用電子証明書へ、旧氏（旧姓）を併
記できるようになりました。住民票に
旧氏を併記するためには、請求手続き
が必要になります。
手続きに必要なもの
１．旧氏が記載された戸籍謄本等
２．本人確認書類
（写 真付きのマイナンバーカー
ドをお持ちの方は不要）
３．マイナンバーカードまたは通知
カード
問い合わせは、住民保険課 戸籍住
民係まで。

中標津消防団歳末警戒の
お知らせ

プレミアム付商品券購入引換券
交付申請受付期限について

中標津消防団では、12月26日㈭か
ら30日㈪までの間、地域の安全確認
と町民みなさんの防火意識の高揚を目
的とした歳末警戒を実施します。
期間中は、赤色回転灯を点灯させた
消防車両で町内を巡回して火の用心を
呼びかけます。年末は何かとあわただ
しい時季ですが、火気の取り扱いには
十分注意して、明るい新年を迎えま
しょう。
問い合わせは、中標津消防署 消防
団係  ❸72-2181まで。

北海道根室振興局独身寮（明雪寮）
住み込み管理人の募集

就業場所

 標津町東26条南３丁目
中
９番地２
明雪寮
（平成９年築）
全20室

勤務形態
 管理人および業務従事者の２人以
上で、管理人は原則として住み込み
により寮を管理する。ただし、住み
込みを希望しない場合は要相談（業
務従事者は通い可）
。
 実働時間は午前６時～午後11時
までのうち13時間程度。
委 託 料 月額27万円程度
※業務従事者分含む

December

住民票・マイナンバーカード等への
旧氏併記のご案内

対 象 者 季節労働者の方
研修案内パンフレット・申込書は、
ハローワーク中標津分室、㈱北友商会
にもあります。
※受講予定人数に達した場合、受付終
了となりますのでご了承ください。
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  ❸72-6789
まで。

S-Biz事業拡大・雇用改善・新分野
セミナーのお知らせ

南知床４町地域雇用創造協議会では、
事業主向けとして「S-Biz事業拡大・
雇用改善・新分野セミナー」を開催予
定です。
開 催 日 第１回 12月20日㈮
※全５回開催予定
会
場 中標津経済センター
費
用 無料
開催内容の詳細や申し込みは役場
やハローワーク等町内施設に設置し
たチラシまたは協議会ホームページ
（http://s-job.jp）をご覧ください。
２～５回目は随時お知らせします。
問い合わせは、南知床４町地域雇用
創造協議会  ❸74-8300まで。

10月１日から販売を開始している
プレミアム付商品券について、購入に
必要な購入引換券の申請受付期限が
迫っています。
令和元年度の住民税（均等割）が課
税されていないなど、要件に該当する
と思われる方で、購入を希望される方
は、期限までの申請をお願いします。
受付期限 12月27日㈮まで
受付場所 福祉課（役場１階窓口⑤番）
問い合わせは、企画課まで。

季節労働者向け建設オペレーター
人材育成研修事業のお知らせ

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「建設オ
ペレーター人材育成研修事業」を年間
を通して実施していますが、期間雇用
が終わる12月から来年３月までの期
間を重点的に受講していただけるよう
お知らせします。
実施科目 小型移動式クレーン
フォークリフト
玉掛け
など12科目
実施日程 11月下旬に発行した研修
案内をご覧ください。
実施機関 ㈱北友商会
受 講 料 無料
中標津町役場
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７３―３１１１

赤い羽根共同募金
活動支援助成金新規募集

中標津町共同募金委員会では、現在
公的な援助を受けていない独自性を
もった住民福祉活動を支援するため、
令和２年度事業に対する活動支援助成
の新規募集を行なっています。
助成対象団体
 新たな活動実施に必要な資金の確
保に困難をきたしている町内で福祉
活動を行う住民団体やグループ
助成対象となる費用
 活動のために必要な会議費、研修
費、備品・機材等の購入費、ＰＲ資
料等の作成費、または活動団体の運
営に最低限必要な経費（飲食、講師
謝礼、研修旅行費、人件費等は対象
外）
。
助 成 金 募金総額の範囲内
募集期間
 12月１日㈰～27日㈮まで
（結果については令和２年１月末

までに審査委員会で審査し、お知
らせします）
問い合わせは、中標津町共同募金委
員会事務局（中標津町社会福祉協議会
内）❸79-1231まで。

北朝鮮人権侵害問題啓発週間
12月10日㈫から16日㈪までは、
「北
朝鮮人権侵害問題啓発週間」です。拉
致問題をはじめとする、北朝鮮当局に
よる人権侵害問題への関心を高めま
しょう。
問い合わせは、中標津警察署 警備
課  ❸72-0110まで。
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特
定健康診査を、次の医療機関で実施し
ています。
対
象 中標津町国民健康保険加入
の40～74歳の方
※昭 和55年３月31日以前に生まれ
た方で健診日に75歳未満の方
医療機関・予約方法
・富沢内科医院
予約は必要ありません。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。
・町立中標津病院 ❸72-8200
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
❸0154-37-3370
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
（別料金）
。
料
金 無料
実施期間 令和２年３月31日まで
注意事項 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。
問い合わせは、中標津町保健セン
ター  ❸72-2733まで。

きまりを守り明るいまちにしましょう（町民憲章より）
健康づくり推進計画）の趣旨に基づき、
町民のみなさんの健康づくりを総合的
かつ計画的に推進するため、
「健康づ
くり推進連絡会議」の委員を募集しま
す。
応募条件
①健康づくりに関心を持つ中標津町
民で20歳以上の方
②年２・３回程度の会議、活動に参
加できる方
募集人数
２人以内
（応募多数の場合は抽選とします。）
募集締切
12月20日㈮まで
申し込み・問い合わせは、中標津町
保健センター  ❸72-2733まで。

日

冬休みわくわく
親子クッキングのご案内

１月10日㈮
午前10時～午後１時
対
象 ４歳～６歳児とその保護者
内
容 お話・調理実習
参 加 費 無料
持 ち 物 エプロン、三角巾、おしぼり、
子ども用のお箸・上履き
定
員 10組 ※１組２人
場
所 中標津町保健センター
申込締切 12月30日㈪
申し込みは、中標津町保健センター  
❸72-2733まで。

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
１月６日㈪～31日㈮
毎週月～金曜日
（申込締切12月20日）
古野医院
水曜日・日曜日・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 2,000円
（70歳以上 1,300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）

中標津町健康づくり推進連絡会議委員
を募集します

なかなか健康なかしべつ（中標津町
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中標津町役場
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土地建物の登記手続はお早めに
固定資産税は、毎年１月１日現在の
所有者（登記名義人）に課税されます。
土地建物の名義変更や取り壊し等の登
記手続きは、法務局中標津出張所でお
早めにお済ませください。
なお、納税者が亡くなった場合は
「相
続人代表者指定書」を、未登記建物の
名義変更と取り壊しの手続きは、「未
登記家屋所有権移転報告書」および
「家
屋取壊報告書」を税務課資産税係まで
提出してください。
詳しくは、税務課 資産税係まで。

時

税

子宮頸がん検診のお知らせ（１月分）
実施場所

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。

金

12月は国民健康保険税(第７期)
町道民税
（第４期）
の納期です
【納期限は12月30日】

今月納期分の指定口座からの振替日
は12月30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１～３期）
○ 固定資産税（全て）
○ 国民健康保険税（第１～６期）
○ 軽自動車税

町では11月より、町税・国保税の
未納解消月間として、文書や電話によ
る催告を強化して行なっています。納
付や相談に応じない方に対しては、職
場調査・預金調査など財産調査の後、
差押え等の滞納処分を行いますので、
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
12月16日㈪ 午後６時～午後８時
休日相談日
12月29日㈰ 午前９時～午後５時
計根別支所
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一

般

年金相談所開設のお知らせ
開設日時
令和２年１月７日㈫
午後１時～午後５時
令和２年１月８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。

新年交礼会のお知らせ
令和２年１月６日㈪に中標津地区と
計根別地区で令和２年新年交礼会を開
催します。会券は12月13日㈮まで販
売しています。
中標津地区
総合文化会館 午前11時から
会券販売場所：役場総務課
計根別支所
総合文化会館
商工会
計根別地区
交流センター 午後１時から
会券販売場所：計根別支所
問い合わせは、総務課 総務係まで。

12月定例会の開催予定について
日
場

時 12月９日㈪ 午前10時
所 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。

第45回なかしべつ冬まつり
第45回なかしべつ冬まつりの開催日
程が決定しましたのでお知らせします。
日
程
令和２年２月８日㈯～９日㈰
場
所 しるべっと広場
※詳細については後日お知らせします。

ニュース
ニュー
ニ
ニュ
ュース
ュ
ース
ス
日

ニュース
ニュー
ニ
ニュ
ュース
ュ
ース
ース

中標津町運動公園で、町内４つ
の町内会で設立された西部地域ま
ちづくり協議会による「第８回西
部地域親子たこづくりたこあげ大
会」が開催されました。
まずたこ作りから始まり、子ど
も た ち は 作 り 方 を 教 わ り な が ら、
たこに自分たちで絵を描いてそれ
ぞれのたこが完成しました。
たこができあがったら、さっそ
く外へ行き、みんな上手にたこを
あげることができました。
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10月

20
日

西部地域親子たこづくりたこあげ大会

少年の主張中標津町大会

中学生が日常生活における体験

や 将 来 に 向 け て の 希 望、 ま た 日

頃考えていることなどを発表す

る「少年の主張中標津町大会」が、

中標津中学校で開催されました。

町内３中学校から選ばれた８人

の生徒は、自分自身のこと、北方

領土や虐待などの社会問題、日頃

から感じていることなどを、多く

の聴衆を前に堂々と発表していま

した。

11月

de

… 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。１月～３月
の予定は次のとおりです。
区

分

開

催

日

ソーセージ

1/15㈬、
1/21㈫、
2/12㈬、
2/18㈫、
3/3㈫、
3/11㈬

ストリングチーズ

1/31㈮、
2/7㈮、
3/27㈮

ゴーダチーズ

1/14㈫、
2/25㈫、
3/16㈪

時

間

費用（一人）

午前10時30分～
午後２時まで

募集人数

２，４９５円

午前10時30分～
午後３時30分まで

２，２１１円

各回10人
（先着順）

【募集開始】【１月分】…12/18㈬ 【２月分】…1/22㈬
【３月分】…2/19㈬
※午前９時受付開始。各回、定員になり次第締め切ります。
【時
間】 終了時間は多少前後することがあります。
【費
用】 10人参加の場合。参加人数により多少変更があります。
【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

令和元年

❸７８－２２１６まで。
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10月31日現在住民登録人口
町の人口
男
女
世 帯 数
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（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。

23,339（－
11,470（±
11,869（－
11,253（±
（

65歳以上の人口

誕生 8人

6,036人（高齢化率26.0％

死亡 23人

転入 53人

5）
0）
5）
0）

）内は前月比

介護保険課調）

転出 43人

