植樹祭
毎年開催されている「中標津町植樹祭」
。
この日はとてもいいお天気で、子どもか
ら大人までみなさん汗をかきながら1,000
本のシラカバの苗木を植えました。

空とみどりの交流拠点
2019

令和元年

６

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

№678

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

中標津町子育て支援事業について
地域で育てる

未来の力』

～ 中標津町子ども・子育て支援事業計画とその取り組み状況について ～
基本理念『地域で育つ

●子育て支援体制の充実
子育て支援センター機能を統合した「みらい
る」では、子どもの年齢に合った、親子で楽し
めるプログラムを実施しています。親子の利用
者数は年間延べ１１，８４９人となり、毎日た
くさんの親子で賑わっています。

●病児保育事業
子どもの病気により集団保育が困難な期間に
おいて、一時的に子どもを預かる事業を中標津
こどもクリニックに委託し実施しています。平
成 年度は延べ１７３人が利用しました。

消防署見学

いどばたの学校

●ファミリー・サポート・センター事業、一時預
かり事業
ファミリー・サポート・センター事業とは子
育ての手助けをしてほしい人（依頼会員）とお手伝いができる人（提供会員）
が 会 員 組 織 を つ く り、 会 員 相 互 の 信 頼 関 係 の も と に 地 域 全 体 で 子 育 て を 応 援
する仕組みです。提供会員として幅広い年齢層
が登録し、最近は送迎サポートの利用も増えて
います。一時預かり事業と合わせてＮＰＯ法人
子育てサポートネットる・る・るに委託し実施
しています。平成 年度は、依頼会員・提供会
員合わせて５２３世帯が登録し、延べ４５７人
の利用がありました。また、一時預かり事業は、
延べ８０５人が利用しました。
４月６日に計根別地域子育て支援拠点施設と
して「計根別こども館えみふる」がオープンし、
児童館と併設した施設で生後６ヶ月から３歳に
達する年度の末日までのお子さんを対象とした
一時預かり事業を開始しています。

30

～世代を超えてみんなが笑顔で自信をもってくらせる町～
中標津町子ども ・子育て支援事業計画は、
子育て家庭の代表者や学識経験者、教育・保
育関係機関の代表者で構成された子ども・子
育て会議委員と、町の関係担当者で構成され
た推進協議会により検討され、子ども・子育
て支援新制度による保育体制整備を含む、総
合的な子育て支援を推進するための計画です。
【計画期間：平成 年度～令和元年度】
計画期間最終年度となる今年度は、５年間
の進捗状況を振り返るとともに、令和２年度
から向こう５年間の新たな計画策定に取り組
みます。

子育て家 庭 を 応 援 ・
支援する地域づくり

90

計根別一時預かり保育

●主な取り組み
基本目標Ⅰ

すべての親が安心して子育てできるよ
う、また子どもたちもたくさんの方の笑顔に支えられながら健やかに成長でき
るよう、子育て支援全体の体制充実を目指します。

90
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●子育て環境の整備
平成 年度から町立保育園の定員を 人から１００人に、今年度、泉保育園
の移転建設工事を行い令和２年度から定員を 人から１２０人に拡大し、３歳
未満児の待機児童解消を図ります。
ま
 た、今年度から私立幼稚園全園が幼稚園型認定こども園に移行し、保育枠
が拡充されました。
30

2

●幼稚園型一時預かり事業
幼
 稚園に一時預かり事業を委託し、３歳児以上
の保育枠の拡充を図っています。平成 年度は公
立の計根別幼稚園も合わせ、５幼稚園で延べ２１，
８３４人が利用しました。
●援助を必要とする家庭支援
障
 がいをもつ児童・保護者が安心できる一時的
預かりサポートとして、平成 年度は障がい児等
日中一時支援事業で延べ 人、また、放課後等児
童デイサービスは延べ２７４人が利用しました。

30

次代を担 う 子 ど も の 生 き る 力 と
豊かな心を育む環境づくり

30

子
 どもたちが多様な文化活動に触れる機会を児
童館から発信するとともに、地域と連携し児童健
全育成に努めます。

基本目標Ⅱ

58

●児童館活動
じ
 どうかん祭りや「たがやし隊」による児童館
菜園事業のほか、次世代を担う子どもたちを指導
するボランティア活動
「チャイルドアドバイザー」
事業など、地域連携事業を推進しています。平成
年度から、小学生親子と中学生を対象にした事
業を企画し、平成 年度も夜のみらいるでチーム
ワークによる謎解きに挑戦する「脱出ゲーム」を
実施しました。今後も大人と子ども、みんなが一
緒に楽しめる事業を企画し、児童館活動の推進を
図ります。

子どもを健やかに生み育てる環境づくり

●留守家庭対策【放課後児童クラブ】
児童クラブは、小学１～３年生を対象に各児童館・児童センターでの受け入
れを実施しています。また、高学年の児童の居場所を確保するために、児童館
の利用時間を最大午後６時に延長しています。
基本目標Ⅲ

思春期から妊娠、出産、新生児期、乳児期、幼児期を通じて、総合的に母子
保健サービスを実施しています。

●学童・思春期に対する支援
町内の中学３年生全員を対象に「命の重み」を伝えることを目的とする「赤
ちゃんふれあい交流事業」を継続して実施しています。

●妊娠・出産・新生児への支援
妊婦健康診査費用（一般健康診査 回、超音波検査６回）を助成し、特定不
妊治療費の助成を継続して実施しています。また、パパママ教室、妊婦相談・
訪問事業を継続して実施しています。
今年度から産後２ヶ月未満の産婦を対象とした産婦健康診査費用の助成（
回まで）と、生後４ヶ月未満の子と母を対象とした産後ケア事業（体調不良や
育児不安がある場合に、町立中標津病院において、宿泊や日帰りで助産師のケ
アが受けられる事業）を開始しています。

子どもたちが安心して暮らせるまちづくり

●子どもたちの安心・安全の確保
子 ど も た ち の 下 校 時 間 に 合 わ せ、 青 色 回 転 灯 を 装 着 し た 車 両 で の 防 犯 パ ト
ロールや、町内会の防犯部による見回りを実施しています。また、各関係機関
が連携し、虐待等の早期発見・早期解決のため、即時ケース検討会議を開催で
きる体制を整備しています。

子どもたちの笑顔を守るため、大人が子どもたちをみんなで見守っていく地
域力の再構築を図ります。

基本目標Ⅳ

●健やかな成長・発達への支援
子どもの健やかな成長・発達のため、乳幼児健診・相談、また、予防接種の
周知、勧奨を継続して実施し、健康増進に努めています。

2

医大生との交流
じどうかんまつりオープニング
赤ちゃんふれあい交流

14

問い合わせは、子育て支援室まで。

3

30

●中高校生の活動支援
「 みらいる」は、平日午後８時まで開館し、軽
スポーツやダンスなど中高校生がさまざまな活動
に利用しています。また、月２回ひろばを開設し、
調理実習やゲームなどを行っています。
平
 成 年度のじどうかん祭りでは、中高校生が
「おばけ屋敷」や「脱出ゲーム」を企画・運営し、
来館者を楽しませてくれました。
30
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国 保 だ よ り
●国民健康保険税の賦課限度額および軽減制度が変更となりました
４月１日より法律等の改正に伴い、低所得者に対する軽減対象世帯の基準額が拡大されました。
◎世帯単位での国保被保険者の合計所得が次の基準額以下となった場合に一部軽減が受けられます。
○均等割額および平等割額が５割軽減される世帯

軽減基準額新旧表

基礎控除（33万円）＋28万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）

５割基準額

○均等割額および平等割額が２割軽減される世帯
基礎控除（33万円）＋51万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）

●賦課限度額の変更について
下記の表のとおり、医療給付分が３万円引き上げとな
りました。
区

２割基準額

平成30年度 令和元年度
27.5万円

28万円

50万円

51万円

●所得未申告者について
国民健康保険に加入している世帯主の方は、収入の
有無に関わらず、所得の申告をする必要があります。

分

平成30年度 令和元年度
（改正前） （改正後）

伸び

医 療 給 付 分

58万円

61万円

3万円

後期高齢者支援金分

19万円

19万円

－

介 護 納 付 金 分

16万円

16万円

－

計

93万円

96万円

3万円

（所得税・住民税を申告済みの方、公的年金を受給さ
れている方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です。
）
申告がまだ済んでいない場合には、
所得がなかったとしても、上記の軽減
判定は行われません。

●倒産・解雇等で失業した方の軽減措置があります
被保険者の方が、勤務先の倒産や解雇等で本人の意思と関係なく、非自発的な理由により離職した場合、失業から一
定の期間(最長で２年度分）
、前年中の給与所得を100分の30として国保税の算定を行います。該当される方は申請が
必要となります。
◇対象となる方◇

以下の条件①～③すべてに該当する方が対象となります。

①雇用保険の【特定受給資格者】もしくは【特定理由離職者】の方
②失業時点における年齢が65歳未満であること
③雇用保険受給資格者証の離職理由コードが右記のいずれかに該当する方
◇必 要 な も の◇
①印鑑

②本人確認書類

③雇用保険受給資格者証（必要に応じて）

●交通事故などにあった場合はまず連絡を！
交通事故をはじめ、第三者の行為によって傷病を受けた
場合にも、保険証を使って治療を受けることができます。

特定受給資格者
離職理由コード
特定理由離職者
離職理由コード

11・12・21
22・31・32
23・33・34

●保険税のお支払いは
便利な口座振替に！
ご希望の方は、通帳と銀行印、本人

しかし、治療費は加害者が支払うものなので、一時的に国

確認書類をお持ちのうえ、引き落とし

保が支払いを立て替えて、あとから加害者に費用の請求を

を希望される金融機関にてお手続きく

します。このため、治療の前に必ず住民保険課国保・高齢

ださい。通常１～２ヶ月ほどで引き落

者医療係に連絡をして、届け出るようにしてください。

としが始まります。

問い合わせ先

国保税の算定に関すること…………………………………住民保険課 国保・高齢者医療係
国民健康保険の各種届出に関すること……………………住民保険課 保険年金係
納税相談に関すること………………………………………納税課 徴収対策係
口座振替や納税証明に関すること…………………………納税課 収納係
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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～

●均等割の軽減割合が見直しされました

●均等割２割･５割軽減の範囲が見直しされました

●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。

●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。

【平成30年度（2018年度）
】
所得が次の金額以下の世帯

【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）
９割軽減
※年金収入のみの場合、受給額80万円以下
【令和元年度（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）
８割軽減
※年金収入のみの場合、受給額80万円以下

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）
【令和元年度（2019年度）から】
所得が次の金額以下の世帯

２割軽減
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

●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
●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。
【平成30年度（2018年度）
】
区
分
被用者保険の被扶養者だった方
【令和元年度（2019年度）から】
区
分
被用者保険の被扶養者だった方

所得割

均

かかりません
所得割

割

５割軽減
均

かかりません

等

等

割

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

※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。

北海道後期高齢者医療広域連合

問い合わせ
中標津町役場 住民保険課 国保・高齢者医療係

〒060-0062 札幌市中央区南２条西14丁目 国保会館６階
❸０１１－２９０－５６０１

〒086-1197 中標津町丸山２丁目22番地
❸０１５３－７３－３１１１

中標津町共生型交流センターでは

障がいのある人もない人も、子どもから高齢者まで誰もが気軽に立ち寄るこ
とができ、
地域住民が集い交流し「共生」できる場所として共生型交流センター
があります。
この施設内には、誰でも気軽に集える喫茶サロン「ぽれぽれ」があり、ボラ
ンティア団体によるミニコンサート、クリスマス会などの各種イベントが開催
され、小中学校や支援学校（旧高等養護学校）の職場体験として福祉的就労体
験の場としても活用されています。また、ボランティア団体等からなる地域
食堂実行委員会による高齢者・子ども・障がい者がお互いに支えあえる地域コ
ミュニティづくりの場として、
「ふれあい食堂」を不定期に開催しています。

根室圏域障がい者総合相談支援センターでは

根室管内の障がいのある人が地域で安心して暮らせるよう、年齢・障がい種別を越えて総合的な支援を行うととも
に、市町村における地域生活支援体制の構築に向けて必要な支援を行うため、北海道と根室管内１市４町の委託によ
り設置されています。
障がいのある人や障がいのある子どもが住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、さまざまな支援を切れ目
なく提供できる体制を目指します。その事業の一環として「地域生活支援拠点整備事業」によるコーディネーター（相
談員）を配置し、24時間365日相談受付ができる相談機能やアパートでの一人暮
らし体験ができる居室の整備などを行い、地域資源を活用し安心した生活ができ
るような体制整備をしています。
根室圏域障がい者総合相談支援センター「あくせす根室」
〒086-1004 中標津町東４条南４丁目９番地 中標津町共生型交流センター内
TEL:73-3178 FAX:73-3179
URL:http://www.dofukuji.or.jp/access-nemuro/
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ペットボトル・
プラスチック製容器

包装の分別をお願いします！

現在、ペットボトルはラベルとキャップをはずし、軽くすすいでから捨てていただくようお願いしていますが、
ラベル、キャップがついたまま捨てられているものが多く見られます。近年、リサイクル協会の分別基準が強化
されたため、そのままの状態ではリサイクルすることができません。中標津町では適正分別の推進のため、分別
がされていないごみについては警告シールを貼り、収集しないこととしています。
資源物の適正分別について、みなさんのご理解とご協力をお願いします。
かるくすすぐ

キャップを外す

それぞれ透明・
半透明の袋で分別

ラベルを外す

プラスチック製のお弁当やカップ麺の容器など汚れているものについては、すすいで汚れを落としてから「プ
ラスチック製容器包装」として捨ててください。汚れが落ちない場合は「燃やせるごみ」として捨ててください。

医療系廃棄物の捨て方について

近年、在宅医療に使用したと思われる注射器等の医療系廃棄物が、家庭ごみと一緒に捨てられている状況が増
えてきています。
注射針等の形状が鋭利なものや、血液が付着したもの、感染性を有するおそれがあるものは特別管理産業廃棄
物として、医療機関等において処分することになりますので医療機関に持ち込みをお願いします。
それ以外の医療系廃棄物（チューブ・カテーテル等）は一般廃棄物として中標津町で行っているごみ収集に出
すことは可能ですが、感染性の判断等で難しい場合もありますので不明な点は、生
活課環境衛生係までお問い合わせください。
みなさんのご理解とご協力をよろしくお願いします。
また、家畜用に使用されたと思われる注射針等の医療系廃棄物も増加傾向にあり
ます。
上記同様、医療機関に引き取ってもらうか、産業廃棄物として産業廃棄物収集業
者に引き取ってもらうようにしてください。

問い合わせは、生活課 環境衛生係まで。

中標津町特定不妊治療費助成事業のお知らせ
中標津町では、特定不妊治療（体外受精および顕微授精）を受けているご夫婦の経
済的負担の軽減を図るため、治療にかかる費用の一部を助成しています。
特定不妊治療費助成事業は、北海道において助成が行われており、中標津町では治
療にかかる自己負担額から北海道の助成額を引いた残りの額について、５万円を上限
に助成することとしています。特定不妊治療に至る過程として男性不妊治療を行った
場合も対象となります。
【対

象】 ①～④全てに該当する方

【助

成】

①北海道特定不妊治療費助成交付を受けた

 １回の治療にかかった費用が北海道の

②夫婦の一方または双方が中標津町に住民登録をしている

助成額を超えた場合、自己負担分を助成

③他の市町村で同じ治療に対して助成を受けていない

の対象としています（各上限５万円）。

④町税等を完納している

詳しくは、中標津町保健センター 健康推進課 母子健康係 ❸72－2733まで。
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・◦● 町立中標津病院からのお知らせ ●◦・
町立中標津病院では、５月より腎臓内科外来を開設しました。
腎臓内科とは、血尿やタンパク尿が続く方や、腎機能が低下した方を治療する内科です。腎機能が低下した状
態で発見された方は、更なる低下を防止するための治療を行います。
診療日は、隔週水曜日の午前です。診療開始は午前10時15分頃からで受付時間は午前11時までとなります。
６月の診療日は、６月５日㈬、６月19日㈬です。
また、人工透析につきましては、複数の医師によるチーム体制となり、診療体制の充実を図っています。
診療日は、外来診療体制表や町立中標津病院ホームページをご覧ください。

問い合わせは、町立中標津病院 医事課 医事係（❸72-8200）まで。

～予防と救命救急の基礎知識を含めて～

町立中標津病院では「今、脳卒中、心筋梗塞、腹膜炎になったらどうする？！」と題し、北海道大学消化器外科
教室Ⅱの平野教授をお招きし、普段なかなか聞くことができないお話をいただき、町民のみなさんが安心して病
院を受診できる一助となるよう医療講演会を開催します。
日
場
講
参 加

時：７月２日㈫ 午後６時30分～午後９時
所：総合文化会館コミュニティーホール（中標津町東２条南３丁目１番地）
師：北海道大学消化器外科教室Ⅱ 平野 聡教授 ほか
費：無料

問い合わせは、町立中標津病院 管理課（❸72-8200）まで。

第26回

中標津町フレンドリー・サマーキャンプ
開催のお知らせ

障がいのある子もない子もお互いにふれあい、交流を深めるためにボランティアの協力のもと、ともに生活を送る
野外活動を行い、それを通じて少年少女時代からボランティア精神とノーマライゼーションの理念を理解し身につけ
ることを目的として、平成６年からスタートし今年で26回目を迎えます。
今年は下記の日程で開催しますので、この機会にご家族で参加してみませんか。また、ボランティアも募集してい
ます。
参加申込や詳細については、フレンドリー・サマーキャンプ実行委員会（事務局：福祉課 社会福祉係）までお問
い合わせください。
■日

時…７月27日㈯ 午後１時30分 ～ 28日㈰ 午前９時30分
※日帰りも可能です
■場
所…緑ヶ丘森林公園キャンプ場（雨天時：シルバースポーツセンター）
■内
容…
①費用：１人500円
②宿泊：テント・ロッジ泊
③食事：27日夕食、28日朝食（献立は実行委員会で決定します）
■昨年の様子…
145名の参加者のもと、天候にも恵まれキャンプ場で開催しました。
○１日目
 作品作り（ブンブンゴマ）や音楽鑑賞を行い、夕食はカレーライスを美味しくい
ただきました。その後、キャンプファイヤーや花火を楽しみました。
○２日目
 ラジオ体操をして、朝食はパンとシチューをいただきました。最後に大ビンゴ大
会で盛り上がり、感想発表をしてキャンプを終了しました。

問い合わせは、福祉課 社会福祉係まで。
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中標津町成年後見支援センターのご案内
中標津町成年後見支援センターでは、高齢者や障がいのある方が不利益や権利の侵害を受けることがないように、
財産管理や医療・介護・福祉の手続きの支援など、権利擁護・成年後見制度に関する相談や利用のお手伝いをして
います。
平成29年４月から中標津町社会福祉協議会内に設置しています。

事
<業内容 >

●相談対応
電話や窓口で、成年後見制度などに関する相談や
質問を受け、状況に応じて訪問します。
受付日時：月曜日～金曜日（土・日・祝日・年末
年始はお休みです）
午前８時30分から午後５時15分まで

●市民後見人の養成と活動支援
市民後見人の養成研修講座や養成研修講座修了者
を対象とした研修を行います。
※市民後見人とは…研修を受けた地域の方が権利擁
護の手助けをします。中標津町成年後見支援セン
ターの管理・監督のもと活動します。

●手続き支援
成年後見制度の適切な利用ができるよう、手続き
の説明や助言などを行います。

●普及啓発
成年後見制度をより多くの方に知ってもらうため
に、説明会などを開催します。

こんなときにはこの制度を！…成年後見制度・日常生活自立支援事業
判断能力が常に欠けている～不十分
判断能力が十分でない
・日常の買い物の支払いが一人では難しい。
・公共料金などの支払
・介護サービスや施設入所の契約内容が理
い忘れがあり、日常
いいえ
解できない。
生活に不安がある。 いいえ
・物忘れなどで、財産管理や契約が一人で
など
は難しい。
など
はい
はい
（成年後見制度）法定後見制度
・すでに判断能力が不十分な方が対象とな
ります。家庭裁判所に申し立てし、本人
の判断能力に応じ、後見・保佐・補助の
３種類に分けられます。被成年後見人等
の支援者が選任され、財産管理や介護
サービス・施設入所などの契約手続きを
お手伝いします。

日常生活自立支援事業
・生活支援員が訪問し
て、生活費の管理や
必要な支払いをお手
伝いします。
・援助内容の契約を行
うため、契約能力の
ある方が対象です。

判断能力が十分にある
・これからのことが不安で、将来
支援してくれる人を今のうちに
決めたい。
など
はい
（成年後見制度）任意後見制度
・将来、判断能力が低下したときに
備えて、財産管理や施設への入所
などの身上に関する手続きなどを
代わりに行ってくれる人を選んで
おきます。
・内容や方法についてあらかじめ釧
路公証人合同役場で契約します。

相談・問い合わせは、中標津町成年後見支援センター（中標津町社会福祉協議会） ❸79-1231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、昨年12月にナンバーに表示できる図柄の提案書を国土交通
省へ提出したことを受け、会の名称を「知床ナンバー協議会」に改称（予定）し、引き続き知床ナンバーの導入に向
けた取り組みを行っています。
当町は、世界自然遺産である「知床」周辺に根ざす住民がこの地域に愛着や誇りを持ち、既存の自治体の枠組みを
越えた地域全体の振興に繋がるよう、知床ナンバーの導入に協力することとしています。
今後も、協議会加入７自治体（根室管内４町、オホーツク管内斜里町・小清水町・清里町）
と共に、知床ナンバーの導入に向けた広報・ＰＲ活動を行っていきます。

Ｑ＆Ａ ※平成30年12月時点の国土交通省解釈による

Ｑ．交付対象は？
Ａ．原動機付自転車を除く、軽二輪以上の車両が対象です。
Ｑ．ナンバーの種類は？
Ａ．次の３種類の中から選ぶことができます。
ナンバーの種類
留
意
事
項
図柄なし
軽二輪（126cc ～250cc以下）・小型二輪（251cc以上）は「図柄なし」のみ
図柄（白黒）入り
図柄（カラー）入り

寄付をしていただいた方のみ「図柄（カラー）入り」を選択可能

Ｑ．交付はいつから始まるの？
Ａ．2020年度中の開始が予定されています。交付開始後、現在使用している釧路ナンバーは引き続き使用できますが、
新規登録される車両は全て知床ナンバーになります（選択不可）。

問い合わせは、経済振興課 地域振興係まで。
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企画課からのお知らせ

平成30年度

ふるさと納税の実績をお知らせします

これまでのお志（寄附金）の状況と平成30年度の活用実績をお知らせします。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、ぜひみなさんから
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。

■平成30年度申込総額
60,985,000円

■申込総数
3,010件

使 い 道 区 分
酪農業等の産業振興、地場産品ブランド化への取り組み
中標津空港を利用した広域観光ルートづくり
農村景観と市街地景観が調和したまちづくり

寄附申込額（円）
15,329,000
3,190,000
1,059,000

森林保全と、エネルギーの地産地消による環境保全

1,546,000

「町立中標津病院」等の医療・介護支援体制の維持

3,203,000

「なかしべつ」への移住・定住の促進

1,113,000

結婚、出産、子育ての希望をかなえる環境づくり

子供たちの教育環境と地域で守り育てる環境づくり
町長におまかせ！（用途指定なし）

【特定事業応援】
「中標津農業高等学校」の修学環境支援
合

計

■参考 過去の実績
142,891,601円

3,146,000
7,401,000

23,009,000
1,989,000

60,985,000

寄附金を活用しました

年 度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
合
計

■平成30年度事業
活用額 1,737万円

「計根別こども館えみふる」
の整備
活用額 828万円
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」を整備しました。
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した。４月６日にオープンしましたので、ぜひご
利用ください。

協働の景観まちづくり事業
活用額 506万円
中標津町景観計画の実践に向け、協働の景観まちづくりを推進するた
めプロジェクトを組織し、学習会や視察、なかしべつの色を探す「まち
歩きワークショップ」
、計根別地区が一体となって実施した「かぼちゃ
ランタンづくり」、小学生を対象に地域の文化的景観を学ぶ「景観学習」
と、これらの取り組みを町民と共有するためのフォーラム開催など、幼
稚園から高校生や地域住民など幅広い世代で景観まちづくりに取り組み
ました。

その他の活用事業

（万円）

事

業

名

活用額

農業高校の実習室に冷房設備を設置

４１

埋蔵文化財分布確認調査

４９

なかなか健康なかしべつ(総合体育館を活用した健康づくりなど)

４６

知床・地方版図柄入りナンバープレート導入

６６

災害情報共有システム導入

７１

原動機付自転車オリジナルナンバープレート導入

６５

中標津町総合パンフレット増刷

６５

問い合わせは、企画課 企画調整係まで。
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件数
金額（円）
14
505,000
6
335,000
5
290,000
8
970,000
8
680,000
13
1,065,000
15
985,000
31
1,385,000
2,416
36,865,001
2,248
38,826,600
3,010
60,985,000
7,774 142,891,601

公式戦観戦

者募集のお

北海道日本ハムファイターズ

知らせ

本町とパートナー協定を締結している北海道日本ハムファイター
ズより、パートナー協定連携事業の一環として、自治体の活性化を
目的に、中標津町民に対し札幌ドームで開催される公式戦へ無料で
招待していただけることになりました。
球団のご好意でもあり、町としてもこの機会にぜひ町民みなさん
による応援をお願いしたいと考えていますので、観戦をご希望の方
は、下記のとおりお申し込みください。
１．観戦試合
観戦試合日

試合開始

対

戦

相

手

招待数

座

席

１

７月21日㈰

午後2時

千葉ロッテマリーンズ

50名

Ｃ指定席

２

８月18日㈰

午後2時

東北楽天ゴールデンイーグルス

50名

Ｃ指定席

３

９月 ８ 日㈰

午後2時

オリックス・バファローズ

50名

Ｃ指定席

２．申込資格
中標津町民の方で、必ず観戦に行ける方
３．申込方法
 申込書に必要事項を記入の上、持参、メール、ＦＡＸ、郵送のいずれかの方法により、役場企画課までお申
し込みください（お一人様４枚まで申し込み可能、希望者多数の場合は抽選）
※電話での受付はいたしませんのでご了承ください。
※申込書は、役場企画課窓口のほか、計根別支所、総合文化会館、総合体育館に配置しています。また、町ホー
ムページからもダウンロードできます。
４．申 込 先
〒086-1197

中標津町丸山２丁目22番地

メールアドレス：nakasi-t@aurens.or.jp

中標津町役場総務部企画課
❹７３－５３３３

５．申込締切日
６月28日㈮

※郵送の場合、当日消印有効

６．結果通知
 ７月上旬（第１週を予定）に直接チケットを郵送します（抽選になった場合、
選外となった方には通知しません）
。
７．注意事項
・営利目的の申し込みやチケットの転売、譲渡は禁止します。
・球場までの移動、飲食などの費用や手配（宿泊含む）は各自となります。
・４歳以上からチケットが必要となります（４歳未満でも座席を確保する場合は必要）。
・紛失や盗難などのチケットに関するトラブルについては、一切の責任を負いかねます。
・球場内でファウルボールや折れたバットなどにより負傷された場合、球団側で応急処置はしますが、主催者・
球場管理者に帰責事由がある場合を除き、その後の責任は負いかねますのでご了承ください。

問い合わせは、企画課まで。
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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68回

テロや弾道ミサイルの脅威から自身・家族・地域を守る

国

民

保

護

みなさんは、テロの脅威を感じた事はありますか？みなさんがよく知っているテロは、
2001年９月11日の旅客機をハイジャックしワールドトレードセンター（WTC）に大規模衝
突したアメリカ同時多発テロではないでしょうか？この時のテロによる死者は2,996人、負
傷者は6,000人以上とされています。日本のテロでは、オウム真理教による1994年の松本サ
リン事件や1995年の地下鉄サリン事件が有名ですね。しかし、これ以外にも日本でも、た
くさんのテロが発生しています。昭和天皇の暗殺を狙った1923年の虎ノ門事件や1932年の
桜田門事件。北海道では1974年の北海道神宮放火事件、1975年の北海道警察本部爆破事件、
1976年の北海道庁爆破事件もありました。
テロは世界中で日々発生しており、テロの脅威は絶えません。そして、日本にいる私たちに
とっても他人事ではないのです。

国民保護とは、武力攻撃や大規模テロがあった時、国・自治体・関係機関などが協力して住民を守るための仕組
みで、３つの柱で構成されています。
１つ目は、迅速な避難。市町村の職員・消防官・警察官などが誘導します。２つ目は、被災住民の救援。都道府
県が救助活動を実施し、市町村は都道府県を支援します。そして、３つ目は、被害の最小化。警察・消防・自衛隊
などが対応します。
想定されている事態は、
「弾道ミサイル攻撃」「航空攻撃」「ゲリラ・特殊部隊による攻撃」「着上陸侵攻」の武力
攻撃事態と「原発等、危険性のある物質を有する施設等への攻撃」
「多数の人が集合する施設や大量輸送機関等へ
の攻撃」
「サリン等、多数の人を殺傷する物質等による攻撃」「航空機等、破壊の手段として交通機関を用いた攻撃」
の緊急対処事態（重大なテロ）です。
実際にこのような事態に遭遇してしまった場合、１人ひとりが混乱すると対応の遅れや新たな危険が生じてしま
います。どのように情報を得て、どのように行動すればよいのか、何が必要なのかなどを日頃から学び、しっかり
備えておきましょう。

警報が発令されたら

●特別なサイレン音が流れます。
●テレビやラジオなどで放送します。
●町や消防の広報車両、中標津町緊急情報メール（通称キキボウ）
などで、状況やどうすべきかをお知らせします。

屋外にいる場合
・近隣の堅牢な建物など、屋内に避難してください。
・自家用車などを運転している場合は、できる限り道路外の場所に
車両を止めてください。
・自家用車を道路に置いて避難する場合は、道路の左側端に沿って
キーを付けたまま駐車するなど緊急通行車両の通行の妨げになら
ないようにしてください。

屋内にいる場合
・ドアや窓を、全部閉めてください。
・ガス、水道、換気扇を止めてくだ
さい。
・ドア、壁、窓ガラスから離れて座っ
てください。

弾道ミサイル落下時の行動～Ｊアラートのメッセージが流れたら～
弾道ミサイルは、発射からわずか10分もしないうち
に到達する可能性があります。ミサイルが日本に落下す
る可能性がある場合は、国からの緊急情報を瞬時に伝え
るＪアラートを活用して、特別なサイレン音とともに
メッセージを流すほか、緊急速報メールなどにより緊急
情報をお知らせします。

１
２

速やかな避難行動
正確かつ迅速な情報収集 が、必要です。
Jアラートとは

全国瞬時警報システムの通称で、アルファベット
ではJ-ALERTと表記します。通信衛星と市町村の同
報系防災行政無線や有線放送電話を利用し、弾道ミ
サイル情報・緊急地震速報・津波警報など、対処に
時間的余裕のない事態に関する情報を住民へ瞬時に
伝達する日本のシステムです。

落ち着いて、直ちに行動しましょう！

屋外にいる場合
口と鼻をハンカチで覆い、現場から直ちに離
れ、密閉性の高い屋内や風上へ避難してくだ
さい。
建物がない場合
物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守っ
てください。
屋内にいる場合
窓から離れるか、窓のない部屋に移動してく
ださい。
※換気扇を止め、窓を閉め、目張りをして室
内を密閉
してくだ
さい。

ミサイル落下時には、以下から政府の対応状況をご覧になれます。
●首相官邸ホームページ www.kantei.go.jp/
●Twitterアカンウト首相官邸災害・危機管理情報 @Kantei_Saigai
日頃の学習などには、内閣官房国民保護ポータルサイト http://www.kokuminhogo.go.jp をご活用ください。

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

覚えて防ごう！食中毒

中標津町保健センター 健康推進課 健康指導係
予防の３原
中毒
則
食 低温

食中毒は１年中発生していますが、暖かく湿気が多
い６～９月は食中毒菌の増殖が特に活発になります。

保存

食中毒予防の３原則「付けない」
、「増やさない」
、

付けない

「やっつける」を守り、食中毒を予防するとともに、
健康管理にも気をつけ夏を元気に過ごしましょう。

こんな症状があったら

吐き気・おう吐

増やさない

食中毒を疑おう

腹痛

手洗い

加熱
やっつける

発熱

下痢

神経症状

（視力障害・呼吸困難 等）

食中毒かな…？と思ったら まずは医療機関へ
お医者さんに報告すること

こんなことにも気をつけて
●下痢やおう吐がある場合は、脱水症状にならないように

●どんな症状があるか

水分を十分にとりましょう

●おう吐物や便のくわしい様子

●症状が悪化することがあるので、自己判断で下痢止めな

●いつ、どこで、何を食べたか
●食べたものの残りがあればそれを見せる
●一緒に食事をした人に同じ症状があるか

どの市販薬は飲まないようにしましょう
●乳幼児や高齢者は、おう吐物がのどに詰まることがある
ので十分注意しましょう

食材別

食中毒の主な原因菌と適切な調理法

食

品

代表的な原因菌

肉

類

カンピロバクター
病原菌大腸菌

魚 介 類

腸炎ビブリオ
ノロウイルス

調理などによる対処法
・鶏肉調理後の器具、手指は十分に洗浄、消毒をして二次汚染防止。
・生肉と調理済みの食品は別々に保管する。
・十分な加熱。
・魚介類を真水で洗う。
・十分な加熱。
・魚介類を取り扱った調理器具、手指は十分に洗浄、消毒をして二次汚染
防止。
・ノロウイルスは次亜塩素酸ナトリウムによる消毒

サルモネラ属菌

・熱に弱い菌なので、調理の際は十分に加熱をする。
・ひび割れた卵の使用は避ける。
・溶き卵などは冷蔵庫の中でも保存はせず、すぐに調理する。

仕出し弁当
おにぎり
生菓子類

黄色ブドウ球菌

・手洗いをしっかりする。手や指に傷がある人は、傷の部分に菌が繁殖し
ている可能性が高いため調理しない（調理する際には手袋を着用し素手
で食品に直接触れない）。

缶・瓶詰め
真空包装食品
いずし

ボツリヌス菌

・新鮮な原材料を使用し、洗浄を十分に行う。
・真空パックや缶詰が膨張していたり、食品に酪酸発酵臭（バター臭）が
しているものは、食べずに廃棄する。

生

卵

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。
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数年前、旅行で中標津町を訪れたのが５
月末から６月初めにかけて、それが３度目
の中標津町滞在でした。すでに町内や近隣
の観光地をあちこち訪れていた中で、とて
も気に入ったのが丸山公園です。咲き残ったニリンソウの中にクロユリやエンレイソウが咲き、水辺にはマガモな
どがゆったりしている姿。きっと中標津町の方々に
は当たり前の風景なのでしょうが、市街地の中にあ
る公園とは思えない豊かな自然に感動しました。
中標津町に引っ越してきてから毎週のように足を
運んでいます。野生のリスたちの追いかけっこや憧
れていたシマエナガ、ハシブトガラ（どちらの小鳥
も本州にはいないのです）が枝を渡って飛び回るの
が見られ、私にとっては動物園にいる珍しい動物を
見るよりも嬉しいことです。
春、桜の下にスミレやエゾエンゴサクが群れ咲く
のはそれだけで美しく、さらにその中にリスがやっ
てきて花を食べるのを見たのは夢のような時間でし
た。この素晴らしい空間がいつまでも素敵であり続
けますように。私にとって丸山公園は町外、道外の
方にも知っていただきたい、でもちょっと内緒にし
まえ の
さき こ
ておきたいような、とっておきの癒しスポットです。
中標津町地域おこし協力隊 前野 咲子

地域おこし協力隊が行く 43

其の

メールアドレス

しの

くら

知っ得
ガイド

maeno@kaiyoudai.jp

元号の改正に便乗した勧誘や詐欺にご注意を！
新元号になって早くも1ヶ月が経ちました。すでにご存知かと思いますが、元号の改正に
便乗して「大手通信事業者を装い、元号の改正に伴い料金の改定などというメールを送信し
てきている」
「銀行協会をかたって書類を送付し、キャッシュカードの変更手続きが必要な
どとカードを返送させる手口で実際に預金を引き出される被害も出ている」などの報道がさ
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！」
・元号の改正を理由にキャッシュカードが利用できなくなる、携帯や固定電話、光回線などの契約を含め日常生活
の中で早急に契約の変更や手続きをしなければ利用できなくなるようなことはありません。不審なメールや郵便
物が送付されてきた、電話で連絡がきたなどの場合は不用意に個人情報（氏名、住所、電話番号、生年月日、家
族構成、クレジットカードの暗証番号など）を記載して返送したり教えたりせず、実在している正規の事業者か
らのものか送付元（送信元）をホームページなどで調べ確認をしてからにしましょう。
・今後も元号の改正に便乗した勧誘や詐欺が増加する可能性がありますので慎重に対応するようにしてください。

相談は、中標津町消費生活センター（役場生活課内）まで。

陸上自衛隊別海駐屯地創立54周年記念行事について
陸上自衛隊別海駐屯地創立54周年記念行事を開催します。ぜひ、ご来場ください。
日
場
内

時 ７月６日㈯ 午前９時～午後２時まで一般開放されます。
所 別海駐屯地（駐車場完備） 別海町西春別42－１
容 午前10時30分頃から式典、観閲行進、訓練展示
午前12時40分頃から装甲車、戦車の体験搭乗
常時、戦車すべり台、飲食・グッズ販売等
（荒天時を含め、行事内容・時間を変更することがあります。）
荒 天 時 第５旅団ホームページをご確認ください。（右記ＱＲコード）

問い合わせは、陸上自衛隊別海駐屯地 広報班 ❸0153-77-2231まで。
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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

いては、７月末に発送する予定です。
問い合わせは、福祉課 福祉支援係
または子育て支援室 子育て給付係ま
で。

６月定例会の開催予定について
日
場

時 ６月17日㈪ 午前10時
所 中標津町役場 ３階議事堂
問い合わせは、議会事務局 議事係
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。７月～９
月の予定は次のとおりです。
開 催 日 ①７月
ソーセージ ７月10日㈬
ストリング ７月26日㈮
②８月
ソーセージ ８月14日㈬
ゴーダ
８月26日㈪
③９月
ソーセージ ９月18日㈬
ストリング ９月27日㈮
時
間 午前10時30分から
チーズ 午後３時30分まで
ソーセージ 午後２時まで
※終了時間は多少前後あり
費
用 チーズ 2,126円
ソーセージ 2,422円
（いずれもお一人につき）
※上 記価格は10人参加の場
合です。参加人数により多
少変更があります。
募集人数 各回10人（先着順）
募集期間 ①６月19日㈬  午前９時～
②７月24日㈬  午前９時～
③８月21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。

集落協定を公表します
中標津町では平成27年度より中山
間地域等直接支払制度（４期対策）を
実施しています。
この制度は、農業生産条件が厳しい
地域への対策として、耕作放棄を防止
し、水源の涵養（かんよう）や景観の
維持など農業の持つ多面的な機能を維
持するため、耕作面積に応じて交付金
を支払う制度です。
この制度の具体的な事業内容は集落
で策定する協定に記載されていますの
で、本制度の透明性を確保する観点か
ら、次のとおり協定内容と平成30年
度の実施内容を公表します。
公表期間 ６月３日㈪～28日㈮
（土・日曜日は除く）

June

6

公表時間 午前８時30分～午後５時15分
公表場所 農林課窓口
問い合わせは、農林課 農務係まで。

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。

中標津町国民健康保険事業の
健全運営について

介護職員初任者研修受講生募集

中標津町国民健康保険事業の運営に
関する協議会委員を募集しています。
この協議会は、国民健康保険事業の
健全な運営を確保するため、被保険者
を代表する委員、保険医または保険薬
剤師を代表する委員および公益を代表
する委員各３人の９人で組織されてい
ます。
今般、被保険者を代表する委員に欠
員が生じたことから、委員を公募する
ものです。任期は令和４年３月31日
までです。被保険者の方のご応募をお
待ちしています。
報
酬 日額7,300円
応募要件
①本 町に住所を有する20歳以上の
中標津町国民健康保険被保険者の
方
②年２～３回程度の会議に出席でき
る方（会議は平日の日中を予定）
申込方法
役場、計根別支所に設置しているチ
ラシ裏面の応募用紙に必要事項を記
入のうえ、提出してください。
※メールでの受付もしています。詳
しくは町ホームページをご覧くだ
さい。
募集締切 ６月21日㈮
申し込み・問い合わせは、住民保険
課 国保・高齢者医療係まで。

道営住宅入居者募集
募集団地
・さかえ団地（４階建）大通北４丁目
①３階 ２ＤＫ（単身向け） １戸
②３階 ２ＬＤＫ（世帯向け）１戸
平成21年建設
家賃 ２ＤＫ 16,400円～32,200円
2LDK 19,700円～38,700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）６倍
（世帯向け） 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 ７月 ８ 日㈪～23日㈫
入居申込受付 ７月16日㈫～23日㈫
（日曜日・祝日は除く）
抽 選 日 ７月30日㈫（予定）
抽選会場 中標津経済センター
入居時期 ８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
により管理は次の事業者が行なっ
ていますので、お間違えのないよ
うにご注意ください。
中標津町役場

７３―３１１１

「介護職員初任者研修」の受講生を
募集します。
介護の現場で働くために必要な介護
の基礎、専門知識、技術を身につける
ことができます。
「自宅学習」＋
「スクー
リング」で、４ヶ月間での取得を目指
します。
定
員 15人
対 象 者 介護業務に就業を希望する
方、介護に関心のある方
研修日程
７ 月：27日㈯、28日㈰
８ 月： ３ 日㈯、 ４ 日㈰、24日㈯
９ 月： ７ 日㈯、 ８ 日㈰
10月： ５ 日㈯、 ６ 日㈰、19日㈯
20日㈰、26日㈯、27日㈰
11月： ９ 日㈯、16日㈯、17日㈰
応募期間 ６月３日㈪～28日㈮
受 講 料 一 般 40,000円
高校生 20,000円
※町内の方に限ります。
研修会場 総合福祉センター
（プラット）
申し込み・問い合わせは、介護保険
課 介護保険係まで。

精神保健福祉遠隔相談の
実施について

こころの健康に関する悩み事につい
て、北海道立精神保健福祉センターの
精神科医師による、インターネット回
線（パソコン）を使った相談を実施し
ます。
日
時 原則、毎月第４木曜日
午後１時30分～
午後４時30分
場
所 中標津保健所 ２階診察室
相談方法 インターネット回線（パソ
コン）による相談
対応医師 北海道立精神保健福祉セン
ター精神科医師
申込期日 相談日７日前（前週木曜日）
まで
そ の 他 保健師による相談は、随時
受け付けています。
申し込みは、北海道中標津保健所
健康推進課 健康支援係   ❸72-2168
まで。

カラスの営巣に関わるお願い
電柱にカラスの巣を見つけたらほく
でんまでご連絡ください。初夏にむけ
てカラスの巣作りが盛んになり、市街
や電柱にも巣を作ります。巣の材料に
は、ハンガーや針金などの金属が使わ
れることもあり、この金属が電線に触
れると停電の原因となる場合がありま
す。
電柱にカラスの巣を見つけたときは、
北海道電力㈱中標津ネットワークセン
ター  ❸0120-06-0674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

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
医療機関・予約方法
・石田病院  ❸72-9112
石田病院へご予約ください。
・富沢内科医院
予 約は不要です。食事をとらずに、
診療時間内に受診してください。
・町立中標津病院 ❸72-8200
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。
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。

骨粗鬆症検診のお知らせ(７月分)
実施期間

 月２日㈫～31日㈬
７
毎週火～金曜日
（午前10時30分～午前11時）
対
象 20歳以上の方
内
容 問診、骨密度測定（腰椎・
大腿（太もも）骨）
、診察
料
金 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
定
員 １日２人
実施場所 町立中標津病院 整形外科
申込締切 ６月20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（７月分）
実施場所
実施期間

受付時間

対

象

内

容
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町立中標津病院
産婦人科外来
古野医院
町立中標津病院
７月１日㈪～31日㈬
月～金曜日
(申込締切６月20日)
古野医院
水曜日・日曜日・祝日以
外の診療日
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
20歳以上の女性
（検診の間隔は２年に１回）
頸部細胞診

中標津町役場

７３―３１１１

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）
膣エコー検査（希望者のみ）
頸部細胞診 2,000円
（70歳以上 1,300円）
膣エコー検査 1,000円
申し込みは、中標津町保健センター
❸72-2733まで。
料

金

「健康づくり応援！栄養教室
～血糖値編～」
のご案内

日

時

７月19日㈮
午後６時～午後８時
（受付：午後５時45分～）
対
象 町内在住の方
内
容 講話・調理実習
持 ち 物 エプロン、三角巾、筆記用具
参 加 費 無料
定
員 15人
実施場所 中標津町保健センター
申込締切 ７月12日㈮
問い合わせは、中標津町保健セン
ター  ❸72-2733まで。

税

金

６月は国民健康保険税（第１期）、
町道民税（第１期）の納期です
【納期限は７月１日】

国民健康保険税、町道民税（普通徴
収）の納税通知書は、６月中旬から随
時普通郵便により送付します。もし、
届いていないという方がいましたら次
の担当までご連絡ください。
【担

当】

国民健康保険税
～住民保険課 国保・高齢者医療係
町道民税～税務課 住民税係
今月納期分の指定口座からの振替日
は７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
認をお願いします。
～納期がすでに経過しています～

○
○

固定資産税（第１期）
軽自動車税

納期限を過ぎた税は「滞納」となり
ます。もう一度お手元の納付書をお確
かめのうえ、納付されていない方は早
急に納めましょう。
＜休日・夜間相談窓口＞
夜間相談日
６月17日㈪

午後６時～午後８時

休日相談日
６月30日㈰

午前９時～午後５時

平日の昼間に時間がとれない方は、
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。
計根別支所

７８―２２１１

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。
町税・国民健康保険税の納付には、
口座振替（自動振込）が便利です。ご
希望の町内の金融機関にお申し込みく
ださい。手続きに１ヶ月程度かかりま
すので早めの手続きをお願いします。

一

般

年金相談所開設のお知らせ
開設日時
７月２日㈫ 午後１時～午後５時
７月３日㈬ 午前９時～午後２時
開設場所
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
❸0154-61-6000まで。

特定疾患等患者
通院交通費補助について

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
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（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）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）。
※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
幼児分
・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
平 成31年１月１日から令和元年６
月30日までの通院分
申請受付期限 ８月30日㈮
詳しくは、福祉課 福祉支援係まで。

重度心身障がい者・ひとり親
医療費受給者証の更新について

重度心身障がい者・ひとり親医療費
受給者の方へ交付（更新）申請書を送
付しますので、７月10日㈬までに福
祉課（役場１階窓口⑤番）または子育
て支援室（役場１階窓口④番）に提出
してください。
乳幼児医療費受給者証については、
自動更新のため申請書提出の必要はあ
りませんが、平成31年１月１日以降
に中標津町に転入された方は、前住所
地の令和元年度所得課税証明書の提出
が必要です。
なお、更新後の新しい受給者証につ
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東武サウスヒルズにおいて「春の
全道火災予防運動街頭啓発」が行わ
れました。
中標津消防署でセレモニーが行わ
れた後、町立保育園の子どもたちが
２班に分かれて火の用心を呼びかけ
ました。
ここ数年の火災発生件数は横ばい
が続いていますが、１月には死者が
発生するなど火災は命に関わる災害
です。
日頃から、火の取り扱いには十分
注意しましょう。

４月

22
日

春の全道火災予防運動

日

緑の募金活動

なかしべつ冒険クラブと中標津町
緑化推進委員会事務局により、東武
サウスヒルズで緑の募金活動が行わ
れ、子どもたちは元気よく買い物に
訪れた方々に募金を呼びかけていま
した。
みなさんからいただいた募金は、
森林整備や公園施設の緑化など全道
各地の緑化事業に活用されます。
緑の募金のご協力いただいたみな
さん、ありがとうございました。

de

児童手当現況届の提出を
児童手当を６月分以降も引き続き受給するためには、６月１日現在の状況についての
「現況届」の提出が義務付けられています。対象者(手当受給者)へ現況届の用紙を送付
しますので、７月１日㈪までに提出してください。
※今年５月以降に児童手当を申請した方（出生・転入等）は、今年度は現況届を提出す
る必要はありません。

詳しくは、子育て支援室 子育て給付係まで。

●主要施策概要
（予算説明書）
を作成しました●
令和元年度主要施策概要（予算説明書）「よくわかることしの中標津（まち）づくり」
ができました。
これは、町民の皆さんに町の事業や予算状況などをお知らせし、町政についてさらに理
解していただくために作成したものです。
中標津市街地の新聞購読されている方は６月上旬、新聞未購読の方は６月末頃、中標津
市街地以外については６月上旬の配付となりますので、ぜひご覧ください。
また、役場・計根別支所にも置いていますので、ご自由にお持ち帰りください。

令和元年

6

問い合わせは、企画課 企画調整係まで。
４月30日現在住民登録人口
町の人口
男
女
世 帯 数
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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。

23,392（＋195）
11,472（＋102）
11,920（＋ 93）
11,269（＋160）
（

65歳以上の人口

誕生 11人

5,997人（高齢化率25.8％

死亡 19人

転入 302人

）内は前月比

介護保険課調）

転出 99人

