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ゴールを目指して
　強い雨の降る中開催された、なかしべつ
330°開陽台マラソン。
　スタート時間になると雨はあがり、総勢
990名の方がゴールを目指しました。
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　歳出決算額は151億3,055万円で、前年度に比べ１億9,439万円の増となりました。歳出決算額を性質別に分類する
とその内訳は上図のとおりですが、前年度に比べて増加した主な要因は、次のとおりです。

　○投資的経費…�総合文化会館、道路や公営住宅などの公共施設の整備に要する経費などの増加により、１億360万円
増加しました。

　○補 助 費 等…�各種団体への補助金が増加したため、6,500万円増加となりました。
　○そ の 他…公共施設の管理委託や維持補修に係る費用が増加したことから、4,379万円増加となりました。

　　　　 153億5,160万円　　　　　 　　　　151億3,055万円
　翌年度へ繰り越す事業の財源　2億2,105万円

　実質収支（※１）　2億1,664万円（※２）

※１　実質収支は、その年度の黒字または赤字の状況です。
※２　この黒字額は、令和元年度に生じる新たな問題に対応するための財源などとして活用する予定です。

公共施設の管理委託および
維持補修（道路の除排雪を
含む）に要する経費、基金
への積立金、貸付金など

町職員および特別職の給与、議
員および各種委員の報酬など 社会保障制度として、

高齢者、児童、障がい
者などに対して行なっ
ている扶助（援助）

長期に借り入れ
た町債（借金）
の返済金

総合文化会館、道路、
公営住宅など、公共施
設の整備に要する経費

病院事業会計への繰出金、各種
団体活動および事業活動への補
助金、消防やごみ処理などを行
う一部事務組合への負担金など

特別会計の収支補てんなどの
ために一般会計から特別会計
へ資金を移すためのもの

その他
27億8,484万円

（18.4%）

人件費
19億4,982万円

（12.9%） 扶助費
10億9,418万円

（7.2%）

公債費
15億9,375万円

（10.5%）

投資的経費
34億3,669万円

（22.7%）

補助費等
31億5,372万円

（20.9%）

繰出金
11億1,755万円

（7.4%）

【歳出(支出)の特徴】

歳　出（支出）

平成30年度収支の状況
歳出総額

151億3,055万円

町の決算状況について
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　　　　 153億5,160万円　　　　　 　　　　151億3,055万円
　翌年度へ繰り越す事業の財源　2億2,105万円

　実質収支（※１）　2億1,664万円（※２）

　町はその年度が始まる前に、一年間にどのくらいのお金が入ってきて（歳
入）、どのような仕事にどれだけのお金を使うか（歳出）を決めています。
これを「予算」といいます。
　しかし、年度途中における災害や大雪に伴う除排雪など、予算の時に予
測することができなかった問題に対応するため、何度か予算を変更しなが
ら一年間のお金をやりくりしています。
　そして、実際に一年間で入ってきたお金はいくらあったのか、また、何
にいくら使ったのか、その状況を表したものが「決算」です。
　今回は平成30年度普通会計（※３）の決算の状況について、その概要
をお知らせします。
　※３　普通会計＝�統計上の公表に用いられる会計区分で、本町の場合、

一般会計と町営牧場特別会計をあわせたものが普通会
計になります。 ※１　実質収支は、その年度の黒字または赤字の状況です。

※２　この黒字額は、令和元年度に生じる新たな問題に対応するための財源などとして活用する予定です。

総合文化会館、道路、公営住宅の整備
など、多額の費用をまかなうために借
り入れた資金（借金）

町が行う事務・事業に必要な
経費の一部または全部を国・
道が支出するもの

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

各種事業実施に伴う受益
者からの負担金や学校給
食費の保護者負担金、町
内外の方から寄せられた
寄附金、前年度からの繰
越金など

基金（町の貯金）
からの取り崩し金

国・都道府県が徴収した税が
一定の基準で分配されるもの
・地方譲与税
・地方消費税交付金　など

　歳入決算額は153億5,160万円で、前年度に比べ１億4,045万円の増となりました。内訳は上図のとおりですが、前
年度に比べて増加した主な要因は、次のとおりです。

　○町 税…�町民税、固定資産税などの地方税収が1,000万円増加しました。
　○町　　　債…�総合文化会館、公営住宅や市街地道路などの公共施設の整備に要する経費が前年度に比べ増加したた

め、４億8,991万円増加しました。
　○そ の 他…�ふるさと納税による寄附金等が前年度よりも増加したことに伴い、886万円増加しました。

町債
19億1,528万円

（12.5%）

国・道支出金
31億3,368万円

（20.4%）

地方交付税
45億4,523万円

（29.6%）

その他
7億7,698万円

（5.1%）

繰入金
6億4,344万円

（4.2%）

譲与税･交付金
7億8,171万円

（5.1%）

【歳入(収入)の特徴】

歳　入（収入）

平成30年度

平成30年度収支の状況
歳入総額

153億5,160万円

町民のみなさんが納めた税金

公共施設などに係る利用料
金および証明書などの発行
に係る手数料など

町税
32億2,605万円

（21.0%）

使用料・手数料
3億2,923万円

（2.1%）

決算概要（普通会計）

町の決算状況について
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　平成30年度の町全体の決算額については、左図のとおり総額265
億8,568万円で前年度と比較すると2,650万円の増額となりました。
　普通会計において決算額が増加した主な要因は、総合文化会館等
の公共施設の整備に要する経費や各種団体への補助金の増加などに
よるものです。町の財政運営は依然として厳しい状況ではあります
が、子育て環境の充実や保健・医療・福祉施策の推進、産業振興、
環境対策、教育環境の充実、観光振興、安全・安心なまちづくりな
どの課題に対し「第６期中標津町総合発展計画」に沿って、シンボ
ルテーマである「空とみどりの交流拠点・中標津　～住みやすさ
No.1のまち～」の実現に向け、将来を見据えた財政運営に努めて
います。

　町ではこれまで、厳しい財政状況の中で景気対策や基盤整備のために借入金を有効に活用してきました。平成30年度の
普通会計では、町営テニスコートや公営住宅、総合文化会館の整備に要する費用などをまかなうため、新たに19億1,528
万円の町債を借り入れました。特別会計・企業会計をあわせた町全体の借金残高は、304億4,909万円(対前年度648万円増)
となり、町民１人あたりに換算すると約130万８千円となります。

・�例えば、学校の建て替えに20億円の支払いが必要となった場合、一度に支払っ
てしまうと、小学校、中学校の運営管理、ごみの回収、道路の維持管理などに
必要なお金が足りなくなってしまうので、長期にわたる借金によって多額の資
金をまかなっています。
・�公共施設の整備に必要なお金は、すぐに使う人も将来使う人も平等にみんなで
支払っていくことにより、世代間にわたる負担の公平性が保たれています。

財政調整基金～�災害等の緊急的な財政需要に対応するため
の基金

減 債 基 金～�借金を償還するときなどに用いるための基金
そ の 他 特 定～�ＪＲ代替輸送確保基金、地域福祉基金、総目 的 基 金　合体育館建設基金、ふるさと応援基金など

　災害等の緊急対応や公共施設の整備などのために積み立
て活用してきた貯金の残高は、財政調整基金等を約５億円
取り崩したことなどにより、平成30年度末で31億5,082
万円（対前年度４億944万円減）となり、町民１人あたり
に換算すると約13万５千円となります。

町の財政の現状についてご説明します

中標津町の町債（借金）残高の推移

普通会計 特別・企業会計
H30

187億円

117億円

167億円

122億円

183億円

124億円

H28 H29H26 H27

174億円

123億円

183億円

121億円

財政調整基金 減債基金 その他特定目的基金

中標津町の基金（貯金）残高の推移

H30

21.5億円

2.7億円

7.3億円

23.6億円

11.5億円

6.5億円

12.5億円

6.0億円

21.5億円

H28 H29H26 H27

22.5億円

11.8億円

6.1億円

20.5億円

4.3億円

10.8億円

町民１人あたりの町債残高

130.8万円

H30

120.4万円

H28

129.5万円 129.5万円

H29H26 H27

124.3万円

町民１人あたりの基金残高

H30

13.5万円

H28 H29H26 H27

17.3万円 16.9万円16.9万円

15.1万円

一般会計・牧場会計の合計

国保会計・後期高齢者医療
会計・介護保険会計・下水
道会計・簡易水道会計の合
計

病院会計・水道会計の合計

決算（歳出）総額
265億8,568万円
（対前年度　0.1%）

普通会計
151億3,055万円
（対前年度　1.3%）

特別会計
57億6,512万円
（対前年度　▲6.7%）

企業会計
56億9,001万円
（対前年度　4.5%）

会計別決算状況

なぜ
借金をするの？



5

　介護保険は、加齢等により介護が必要となった方が尊厳をもって、その方の持っている能力に応じて自立した日常生活を
送ることができるように、高齢者等の介護を社会全体で支え合う制度です。
　その運営については、在宅や施設でのサービス費（保険給付費）の半分を保険料（第１号被保険者23％・第２号被保険
者27％）で、残り半分を国25％（施設等分は20％）、
道12.5％（施設等分は17.5％）、町12.5％の負担に
より支えられています。
　介護が必要と認定された方は、平成30年度末現在
830人と、平成29年度末に比べ10人の増加となって
おり、今後も高齢者人口の増加に伴い増えることが予
想されます。
　平成30年度決算の収支状況は、歳入15億154万円、
歳出14億5,550万円で差し引き4,604万円となり、
国、北海道、支払基金から交付された負担金や交付金
の超過交付分として翌年度精算による返還分の1,108
万円とサービス事業勘定に係る黒字分の167万円を令
和元年度へ繰り越し、残りの3,329万円を介護給付費
準備基金に積み立て、今後保険給付費が不足した場合
の財源に充てることにしています。
　なお、第１号被保険者の保険料の額は３年ごとに見
直され、平成30年度の保険料の額は、平成30年度か
ら令和２年度までの保険料の額となっています。
＊�第１号被保険者（65歳以上の方）の保険料は、年
金からの天引きか納付書での納付により収納されま
す。
＊�第２号被保険者（40歳～64歳の方）の保険料は、
加入している医療保険の保険料に上乗せされ、医療
保険者から社会保険診療報酬支払基金を経由して町
に交付されます。

○保 険 事 業 勘 定～�被保険者資格管理、保険料の賦課徴収、要
介護認定・調査、保険給付等介護保険の運
営、地域支援事業に係る勘定科目

○サービス事業勘定～�居宅介護予防支援事業等の運営に係る勘定
科目

介
護
保
険
事
業
特
別
会
計

平成30年度決算額（中標津町介護保険事業特別会計決算）

　後期高齢者医療制度は、将来にわたって安心して医療を受けることができるよう高齢者の方にかかる医療費の財源を明確
にし、社会全体で支え合うための制度として創設されました。
　運営主体は、都道府県ごとにすべての市町村が加入する広域連合（北海道は
北海道後期高齢者医療広域連合）です。
　対象となるのは、75歳以上の方（75歳の誕生日から加入）および65歳から
74歳で一定の障がいのある方（申請し、広域連合の認定を受けた日から加入）
で、平成31年３月末現在で被保険者数2,855人（75歳以上2,762人、65歳か
ら74歳で一定の障がいのある方93人）となっています。
　町では、保険料の徴収、各種申請や届出の受付、被保険者証の引渡し等の窓
口業務を主に行なっています。

※歳入歳出の差引額155万円は翌年度に繰り越します。

後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計 平成30年度決算額

歳　　　　　　　入 歳　　　　　　　出

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料
国 庫 支 出 金
繰 入 金
繰 越 金
そ の 他

1億8,035万円
21万円

8,116万円
71万円
13万円

総 務 費
北海道後期高齢者医療広域連合納付金
諸 支 出 金

1,194万円
2億4,884万円

23万円

合　　　　　　計 2億6,256万円 合　　　　　　計 2億6,101万円

歳　　　　　入 歳　　　　　出
【保険事業勘定】

保 険 料
国 庫 支 出 金
支払基金交付金
道 支 出 金
一般会計繰入金
準備基金繰入金
繰 越 金
そ の 他

3億3,326万円
3億1,070万円
3億6,894万円
2億�  939万円
2億3,512万円
2,833万円
948万円
94万円

総 務 費
保 険 給 付 費
（�要介護認定者等
に対して行われ
た介護サービス
に係る費用）
地域支援事業費
そ の 他

5,481万円
12億9,217万円

9,468万円
1,013万円

小　　　計 14億9,616万円 小　　　計 14億5,179万円
【サービス事業勘定】

サービス収入
そ の 他

537万円
1万円

事 業 費 371万円

小　　　計 538万円 小　　　計 371万円
合　　　計 15億�  154万円 合　　　計 14億5,550万円
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国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計

簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計

　国民健康保険は、加入されている方が健康的な
生活を送るための医療保険制度のひとつです。
　平成31年３月末現在の加入状況は、3,238世
帯、被保険者数は5,726人で、前年度対比（被保
険者数）は約5.2％の減少となっています。
　平成30年度決算の収支状況は、歳入25億6,017
万円に対し、歳出24億8,494万円となり、差し
引き7,523万円については、２分の１にあたる
3,761万円を財政調整基金へ積み立て、残りを令
和元年度へ繰り越します。
　医療費の状況として、加入者の年間１人あたり
の医療費は、301,232円で、前年度対比1.0%の
増加となっています。平成30年度から北海道が
財政運営の責任主体として市町村と共に事業を

運営していくこととなり、当町では、これからも加入者の身近な窓口としてがん検診および特定健康診査の受診率向上、保
健指導の推進、生活習慣病（がん、心臓病、脳卒中など）の早期発見・早期治療など健康の保持・増進を図り、健全な事業
の運営に努めます。

平成30年度決算額
歳　　　　　入 歳　　　　　出

国民健康保険税 7億3,776万円 総 務 費 6,469万円

道 支 出 金 15億2,869万円 保 険 給 付 費 14億6,255万円

財 産 収 入 11万円 国保事業費納付金 8億5,505万円

繰 入 金 2億1,377万円 保 健 事 業 費 1,639万円

繰 越 金 7,194万円 基 金 積 立 金 5,928万円

そ の 他 790万円 そ の 他 2,698万円

合　　　　計 25億6,017万円 合　　　　計 24億8,494万円

下
水
道
事
業
特
別
会
計

　下水道は、生活環境の向上および河川等の水質
保全を目的とした施設です。
　当町の下水道事業は、昭和60年度の供用開始
から34年が経過し、水洗化率は全道平均並みの
92.0％となっています。現在は下水道施設の維
持管理および老朽化に伴う改修・更新を計画的に
行なっています。
　また、下水道施設整備の際に借り入れした公債
費の一部を使用料でまかなうことは、相当の負担
となるため、軽減策として町からの繰入金で補て
んしていますが、近い将来において使用料のみで
運営を行うことを目標として効率的な下水道事業
の経営に努めていきます。

【主な歳出の内訳】
　◆建　　設　　費…�西町通下水道管移設工事、中標津下水終末処理場管理棟建築機械・電気設備更新工事など
　◆管渠維持管理費…汚水管清掃、マンホール・公共桝等修繕、不明水対策工事など
　◆施設維持管理費…中標津下水終末処理場、計根別および養老牛温泉浄化センターに係る維持管理費・修繕費など
　◆公　　債　　費…借入金の元金および利子の償還金

平成30年度決算額
歳　　　　　入 　歳　　　　　出

下 水 道 使 用 料

受 益 者 負 担 金

国・ 道 補 助 金

繰 入 金

町 債

そ の 他

3億4,445万円

218万円

1億1,996万円

3億5,643万円

1億6,550万円

602万円

建 設 費

管渠維持管理費

施設維持管理費

公 債 費

水 洗 化 普 及 費

一 般 管 理 費

2億5,401万円

2,795万円

2億1,034万円

4億7,192万円

12万円

3,020万円

合　　　計 9億9,454万円 合　　　計 9億9,454万円

　簡易水道は、中標津市街地および俵橋地区を除く広範囲を給水区域として、平成16年度より独立した会計（特別会計）
で運営しています。
　簡易水道事業の対象となる給水人口は、平成31年３月末現在で2,850人（1,206世帯）、平成30年３月末現在との比較で
は34人減（15世帯増）となっています。運営の主たる財源は、各地区にお住まいの方々の簡易水道使用料でまかなってい
ますが、施設改修等の財源として財政調整基金の取り崩しを行い、公債費（借入金の償還金）の財源の一部については、一
定の基準に基づく町からの繰入金を充てています。歳入歳出の差引額113万円は、今後の公債費や緊急災害時の整備財源と
して基金に積み立てます。
　また、簡易水道事業の対象地区は早くから整備した地区もあり、施設や老朽管の改修等が必要な地区もありますので、今
後も年次計画による改修・更新を行い、安定した水の供給に努めます。

【主な事業の概要】
◆�道営畑地帯総合整備事業（ケネカ地区）
　�配水系管路改修　L=7,346ｍ　給水管接続、（西
竹地区）実施設計など
◆�水道施設維持管理委託業務
　浄水場第三者法定委託
◆�配水施設整備事業
　西竹38線連絡道路配水管改修工事など
◆�浄水施設更新事業
　開陽浄水場第２号緩速ろ過池更生工事など

歳　　　　　入 歳　　　　　出

使用料および手数料

財 産 収 入

繰 入 金

諸 収 入

町 債

1億3,415万円

1万円

7,889万円

1,261万円

3億4,460万円

総 務 費

簡易水道事業費

基 金 積 立 金

公 債 費

881万円

4億4,663万円

1万円

1億1,368万円

合　　　計 5億7,026万円 合　　　計 5億6,913万円

平成30年度決算額

※歳入歳出の差引額113万円は令和元年度にて基金に積み立てます。
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年度初日の前日の
満年齢 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

主な対象予定施設

幼稚園・認定こども園

＊預かり保育（幼稚園型）

●計根別幼稚園

●認定こども園
　愛光幼稚園

●認定こども園
　カトリック幼稚園

●認定こども園
　ひかり幼稚園

●認定こども園
　第２ひかり幼稚園

認可保育園・
認定こども園

●町立保育園
●泉保育園
●へき地保育所２園
●認定こども園４園

（上段と同じ）

認可外保育施設等 ●星の子保育園
●ニューグリーン
　ハウス保育園
●キッズルーム
　こぐま
●院内保育所
●る・る・る
●えみふる保育室
●病児保育室スキップ

４/１
◦

４/１
◦

４/１
◦

４/１
◦

４/１
◦

３歳誕生日
の前日

◦

※実費として徴収されている費用（通園送迎費・日用品費・食材料費・行事費など）は無償化の対象外です。
※�無償化実施前の保育認定（２号）の保育料に含まれていた副食費（おかず・おやつ代）は、無償化の対象外とな
るため、実費徴収分として施設に支払うことになります。ただし、町民税所得割額が57,700円未満（軽減世帯
については77,101円未満）の世帯およびこれまでも保育料が無償化されている第３子以降の子どもの副食費は
免除となります（認可外保育施設等の副食費について、免除措置はありません）。
※�幼稚園（認定こども園）の預かり保育の実施時間等が少ない場合は、ほかの一時預かり事業や認可外保育施設
等の利用料も合わせ月額11,300円（３歳未満児非課税世帯は16,300円）を上限に無償化の対象になりますが、
中標津町の認定こども園は、実施時間等が少ない施設には該当しないため、ほかの施設・事業との複数利用分は、
無償化の対象になりません。

◆�幼稚園、認可保育所、認定こども園を利用する３歳から５歳までの利用者負担額（保育料）が10月分から、無
償化され０円になります。
◆�無償化の対象期間は、満３歳になった後の４月１日から小学校入学前までの３年間です。
　ただし、教育認定（１号）の場合のみ、３歳の誕生日の前日から対象になります。
◆０歳から２歳までの利用者負担額（保育料）は町民税非課税世帯を対象として無償化されます。
　※�町民税は、４月分から８月分までの保育料については前年度分、９月分から３月分までの保育料は当年度分の

課税状況により判定します。
◆�認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業、病児保育事業を利用している方も、
幼稚園や認可保育所等が利用できていない場合、事前に町から就労等による「保育の必要性の認定」を受け、給
付費の請求をすることで、支払った利用料（保育料）について給付を受けることができます。認定・請求方法な
ど詳しくは、子育て支援室へお問い合わせください。

（３歳以上児：月額上限額37,000円、３歳未満児の非課税世帯：月額上限額42,000円）

問い合わせは、子育て支援室　子育て支援管理係まで。

教育標準時間認定
（１号）

保育認定
（２・３号）

保育の必要性の認定を
受けていない場合

保育の必要性の認定を
受けていない場合

保育の必要性の
認定を受けた場合

保育の必要性の
認定を受けた場合

町民税非課税世帯のみ
預かり保育料を給付

（月額上限額
　 450円×利用日数）

無償化により保育料０円（所得要件なし）

無償化により保育料０円（所得要件なし）
町民税非課税世帯のみ無償化に

より保育料0円

利用日数に応じて月額の上限額が変動
（月額上限額450円×利用日数）

 （町民税非課税世帯のみ） 

預かり保育料を給付（所得要件なし）

保育料月額42,000円まで給付

 （所得要件なし） 

保育料月額37,000円まで給付

無償化の対象にはなりません。

無償化の対象にはなりません。

無償化の対象にはなりません。

無償化の対象にはなりません。

令和元年10月１日から
幼児教育・保育の無償化がスタートします
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税金の納期限内納付にご協力を

問い合わせは、納税課�徴収対策係まで。

滞納処分について

滞納処分Ｑ＆Ａ

■納税が困難な方は早めにご相談を
　病気や失職、事業不振など、やむを得ない理由で納期限内に納付が困難な場合には、生活状況を聞いた上で、
納付計画についての相談に応じますので、納期限内に納付が困難なことを示す資料（給与明細書、預金通帳）
と印鑑を用意して、早めにご相談にお越しください。
　また、仕事の都合で開庁時間に相談にお越しになれない場合は夜間・休日の納税相談窓口を利用するなど、
そのまま放置せず、まずは連絡してください。

　町税は健康で豊かな暮らしを支えるために重要な役割を持っており、福祉や教育、まちづくりなどの行政サービス
を行う上で欠かせない大切な財源です。
　税金を滞納することは、町の財政を圧迫し、行政サービスに支障をきたすだけでなく、納期限内に納められている
多くの町民のみなさんとの公平性を欠くことになります。
　そのため、収入や財産がありながら納付しようとしない方に対して、町は滞納処分（差押え等）により強制的に徴
収し滞納税額の減少に努めています。

　納期限内に税金を納付しなければ滞納となり、
納期限後20日以内に法律に基づき督促状を発送
します。
　督促状を送付した日から10日後までに税金を
納付しない場合は、地方税法において、「督促状
を発した日から起算して10日を経過した日まで
に完納しないときは財産を差し押えなければなら
ない」と定められていますので、財産を差し押え、
強制的に徴収する滞納処分を行うことになります。
　しかし、町では、納付忘れや特別な事情により
納付できない場合などを考慮して、督促状の発送
後も催告書を送付するなどして自主的な早期納付
を働きかけていますが、それでもなお納付されな
い場合には滞納処分を執行します。

Ⓠ．どのような財産が差押えの対象？
A．�預貯金、給与、生命保険、不動産、自動車、売掛金、動産（貴金属等）など換価可能と判断できる財産について、

差押えの対象となります。

Ⓠ．本人の許可なく財産を勝手に調べてもいいの？
A．�滞納すると国税徴収法・地方税法に基づき全ての財産に対する調査権限が発生します。この権限により金融機関

や勤務先などへの調査を行いますので、個人情報保護法には抵触しません。

Ⓠ．滞納処分の前に電話連絡や自宅訪問はしないの？
A．�税金は納期限内に納付することが大原則です。法律では納期限が過ぎても納付がない場合は、財産を差し押えな

ければならないと定められており、自主的な納付を進めるため、それまでに必ず督促状などの通知が送付されて
いますので、基本的には事前に電話連絡や自宅訪問により納付を催告することはありません。

Ⓠ．毎年、ボーナスで一括納付しているからよいでしょ？
A．�納期限内納付が原則ですので、督促状送付後に納付がない場合は滞納処分の対象となります。また、納期限を過

ぎて納付すると延滞金が加算される場合がありますので、納期限内での納付をお願いします。

Ⓠ．納税通知書を見ていない。
A．�納税通知書は郵便で発送しています。返戻がなければ届いているものと法的に扱われますので、納税通知が届い

ていないとお気づきの方は、放置せずに必ずお尋ねください。

督促
・

催告

財産
調査

換価

滞納処分
(差押え等)

・納期限後から20日以内に督促状を発送します。
・�それでも納付がない場合には文書や電話などで
納税の催告をします。

・�再三の催告にも応じず、納税相談の連絡もない
場合は、財産調査で発見した滞納者の財産に対
する滞納処分（差押え等）を執行します。

・�勤務先、金融機関、生命保険会社、官公庁、取
引先などへ財産調査を行います。

・�差し押えた財産の売却や給与、年金、預貯金等
の取立てを行い、滞納税等に充てます。
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詳しくは、経済振興課まで。

　町では、10月からの消費税・地方消費税率引き上げが扶養外住民税非課税者・子育て世帯の消費に与える
影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするため、扶養外住民税非課税者・子育て世帯主
向けの「中標津町プレミアム付商品券」の発行・販売を予定しており、購入者が多くの店舗で商品券を使用で
きるよう、町内の取扱店を募集します。
　なお、商品券購入対象者の詳しい要件や申請・購入方法等については、広報９月号にチラシを折込みお知ら
せします。

中標津町プレミアム付商品券概要

プレミアム付商品券取扱店登録資格等

プレミアム付商品券取扱店登録申込

▪商 品 券 内 容　500円券×10枚＝１冊5,000円（販売額　１冊4,000円）
▪発 行 予 定 数　15,000冊（完売の場合総額75,000,000円）
▪販 売 期 間　令和元年10月１日から令和２年２月28日まで
▪使 用 期 間　令和元年10月１日から令和２年３月31日まで

　中標津町内に事業所または店舗を有する事業者とし、町内の事業所または店舗に限り商品券を使用可能とすること
ができる事業所または店舗であり、「中標津町プレミアム付商品券取扱店募集要項※」を遵守する事業所または店舗
とします。

　登録申し込みを希望する事業所または店舗は、「取扱店登録申請書兼誓約書※」に必要事項を記入し関係書類を添
えて、受付窓口としている中標津町商工会へ郵送または持参提出してください。また、町内に複数の店舗を持つ事業
所については、それぞれの店舗分の「取扱店登録申請書兼誓約書※」の提出が必要です。

　◆申 込 期 間　８月５日㈪から８月30日㈮まで
　　　　　　　　（持参提出の場合は、土日祝日を除く平日午前９時から午後５時まで受付）
　　　　　　　　・�申し込みは期間終了以降も受け付けますが、購入引換券発送時に同封する取扱店一覧など、紙媒

体への掲載ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください（町ホームページへの追
加掲載は可能）。

　　　　　　　　・�商品券の使用、換金などに関する取扱店向け説明会の開催を予定しています。説明会の日程など
は、申し込みのあった事業所および店舗あてに後日ご案内します。

　◆申  込  先　中標津町商工会（〒086-1002　中標津町東２条南２丁目１番地
� � � � 　中標津経済センター内　❸72-2720）

中標津町
プレミアム付商品券 取扱店募集!

中標津町プレミアム付商品券

※「中標津町プレミアム付商品券取扱店募集要項」および
　�「取扱店登録申請書兼誓約書」は．．．
　・中標津町商工会
　・中標津町役場経済振興課
　・中標津町ホームページ

で取得できます。
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老人クラブ

加入の
ご案内

　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。

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）

問い合わせ先

申し込み・問い合わせは、生活課�交通町民相談係まで。

　標津線代替輸送連絡調整協議会では、バス利
用促進にあわせ、飲酒運転撲滅と二酸化炭素削
減のためのエコ運動として「イベントにはバス
で」をキャッチフレーズに、以下のイベントの
みで利用できる無料乗車券の配布を企画しまし
た。他市町のイベントに参加してみませんか？

※小学生以下は保護者の同伴が必要です。
※受付期間：８月５日～各イベント開催３日前までです（バス定員で締切）。
※９月中旬以降の対象イベントは広報９月号でお知らせします。

バス時刻表
根室かに祭り【空港線利用】

標茶町産業まつり【標津標茶線利用】

行
　
き

中標津バスターミナル 9：24

有磯営業所 11：05

行
　
き

中標津バスターミナル 10：02

計根別（農高前） 10：27

標茶駅前 11：30

帰
　
り

有磯営業所 15：10

中標津バスターミナル 16：51

帰
　
り

標茶駅前 17：15

計根別（農高前） 18：16

中標津バスターミナル 18：43

路線バスに乗って
　イベントに参加しよう

№2

◆根室かに祭り
　　…８月31日㈯～９月１日㈰
◆標茶町産業まつり
　　…９月８日㈰

対象イベント 

・◦● 町立中標津病院からのお知らせ ●◦・

　マダニ科マダニ属のダニによって媒介される人獣共通の細菌（スピロヘータ）による感染症です。ダニに噛
まれた後に、筋肉痛、関節痛、頭痛、発熱、悪寒、倦怠感などのインフルエンザのような症状や紅斑ができた
場合は、ライム病の感染が疑われますので近くの皮膚科に受診することをお勧めします。抗菌薬で治療が可能
です。
　予防するには、野山でマダニに噛まれないようにす
ることです。マダニの活動期（主に春から初夏、およ
び秋）に野山へ出かけるときには、⑴むやみに藪など
に分け入らないこと、⑵マダニの衣服への付着が確認
できる白っぽい服装をすること、⑶衣服の裾は靴下の
中にいれ、虫よけをし、マダニを体に近寄らせないこ
と、などを心がけ、万一噛まれた場合には、口器（体
内に刺し込んでいる部分）を残さず、虫体を潰さない
ように抜去してください。予防を目的としたワクチン
はありません。

シュルツェ・マダニ
（左から幼虫、飽血幼虫、若虫、飽血若虫、成虫メス、飽血成虫メス
旭川医科大学・中尾稔博士提供）国立感染症研究所の資料より引用
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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 ９月１日は、『防災の日』です！第70回

　９月１日は、防災の日です。これは、関東大震災にちなんだものです。
　関東大震災は、1923（大正12）年９月１日に発生した関東大地震によって、現在の神奈
川県や東京都を中心に、隣接する茨城県や千葉県、そして静岡県東部までの内陸と沿岸にお
よぶ広い範囲に甚大な被害をもたらしました。この災害は、2011（平成23）年３月11日
に発生した東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）以前の日本では、史上最大規模の被害で、
1,900,000人が被災し、105,000人あまりが死亡あるいは行方不明になったと推定されて
います。
　防災の日は1960（昭和35）年、内閣で「政府・地方公共団体等関係諸機関をはじめ、広
く国民が台風・高潮・津波・地震などの災害についての認識を深め、これに対処する心構え
を準備する」こととして制定された啓発日です。また、防災の日を含む１週間は、防災週間
となっています。
　2019（令和元）年の防災週間は、８月30日㈮～９月５日㈭です。「まさか！」は必ずやっ
てきます。みなさんもこれを機に、ぜひ、大雨や台風、地震への備えなど防災を学び、防災
訓練を実施し、災害に備えましょう。

　北海道シェイクアウトは、北海道が防災の日に地域住民
などと連携した訓練を実施し、地域における防災対策の強
化を図ることを目的として実施しています。
　学校、企業のほか、福祉施設、公共機関、行政機関や町
内会などの団体はもちろん、個人での参加もでき、より多
くの参加者を募集しています。

　地震訓練の基本は、安全行
動の１－２－３（右）です。
この機会に、ぜひ、訓練を実
施してみましょう。
　中標津町役場庁舎でも実施
します！

　シェイクアウトは、2008年に米国カリフォ
ルニア州で始まった地震を想定して参加者が一
斉に行動するという新しい形の訓練です。参加
者は、インターネットなどを通じて防災につい
て知識を深め、同じ日時にそれぞれの場所で一
斉に安全行動の１－２－３を行います。

http://www.shakeout.jp/event/hokkaido/ へアクセス詳しくは

2019年 北海道シェイクアウト

○×クイズで学ぶ防災の常識

令和元年９月６日㈮  午前10時00分開始

DROP! COVER! HOLD ON!
まず低く 頭を守り 動かない

Ｑ１． 大きな地震が発生しました。ものすごい揺れです。家にいると危険なので、揺れの発生と同時に外に出
ました。〇でしょうか？×でしょうか？

Ａ１． ×　震度６～７クラスでは、何もできません。下手に動いてケガをしないように、机の下などに身を隠
して、揺れが収まるまで待ちましょう。

Ｑ２． 避難する時の服装は、動きやすいようになるべく身軽な薄着にする。〇でしょうか？×でしょうか？
Ａ２． ×　避難する時の服装は、ケガから身を守るために、夏でも長袖や長ズボンという格好で肌を出さない

ようにしましょう。頭は、ヘルメットや防災ズキンなどで保護しましょう。
Ｑ３． 避難グッズを入れた「非常持ち出し袋」は、急いで食料を入れられるように台所に置く。〇でしょうか？

×でしょうか？
Ａ３． ×　すぐに取り出せるように玄関や家の出入り口に近い場所に置いておきましょう。また、車のトラン

クや外の物置などの様々な場所に置いておけば、自宅が被害を受けて取り出せなくなっても安心です。
Ｑ４． 警戒レベル５です。急いで避難します。〇でしょうか？×でしょうか？
Ａ４． ×　警戒レベル５では、すでに災害が発生しており、大変危険です。避難すると逆に危険な場所があり

ます。家などの建物の中から外へ出ずに救助を待つなど、命を守るための最善の行動を取りましょう。
警戒レベル３で高齢者や乳幼児などは避難しましょう。警戒レベル４は、全員避難です。

Ｑ５． 各家庭で、非常用の食料と飲料水を３日分以上備蓄しておく。〇でしょうか？×でしょうか？
Ａ５． 〇　災害で停電・断水・ガスの停止などの状況になった場合、または避難所に避難しなければならない

場合に備えて、最低３日分以上の非常用の食料と飲料水を用意しておきましょう。ちなみに、大人１人
が１日に必要な飲料水の量は、３リットルです。

安全行動の１－２－３
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　近年、全国的に空き家の増加が深刻な問題と
なっていますが、本町においても例外ではあり
ません。この問題を解決するために、「空家等対

策の推進に関する特別措置法」が2014年に施行されました。
　本町では、この法律の定めにより空き家の件数や現況を把握し、今後の空家等対策について検討する基礎的な資料
とするため、次のとおり「空家等の実態調査」を実施します。調査は委託を受けた業者が行いますので、みなさんの
ご理解ご協力をお願いします。
　◆調査対象　町内全域　　　◆調査期間　９月２日㈪から２ヶ月程度
　◆調査業者　株式会社ゼンリン　　　※調査員はゼンリンのユニフォームを着用し、調査員証を携帯しています。
　◆調査方法　空き家と思われる建物の状況や構造などを外観から調査して写真撮影を行います。
　　※建物内に立ち入ることはありません。
　　※この調査により業務上知り得た個人情報を外部に漏らしたり、不当な目的に利用することはありません。

問い合わせは、都市住宅課�街づくり推進係まで。

相談は、中標津町消費生活センター（役場生活課内）まで。

注文した覚えのない商品の送り付けにご用心！
　突然「ご注文のあった健康食品を送ります」と電話がかかってきたり、知らない事業者名
で健康食品が代引きで送られてきたりしたことはありませんか？　

・�電話で注文したと言われても覚えがないのであれば「注文していない」「電話をしないでほしい」とハッキリと
断りましょう。注文しているとしつこく言われた場合は「事業者名と電話番号」を聞き、消費生活センターなど
に相談をしましょう。
・�注文していない商品が配送されてきた場合、配送業者に注文をしていないことを伝え、代金を支払わず荷物は受
け取らないようにしましょう。その際、発送元の事業者名、住所、電話番号等を控えておきましょう。
・�もしも断りきれず購入をしてしまってもクーリング・オフができることがあります。諦めず、すぐに消費生活セ
ンターに相談をしましょう。

「ひとりで悩まずにまずは相談を�」

知っ得
くらしの

ガイド みなさんへのアドバイス

地域包括支援センターからのお知らせ 介護予防教室 体いきいき教室
　高齢者の方がいつまでも自分らしく活動的な生活を送るためには、転ばない体づくり・健康
な体づくりが大切です。寝たきりや重度の介護状態も、はじまりは「つまづいたり、転んだり
しやすくなった」「むせやすくなった」「食欲がなくなった」などの小さな体の変化からです。
　この機会に元気な体づくりについて学びませんか？

■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　�65歳以上の町民の方で要介護認定

を受けていない方
■定　　員　 30人（定員を超えた場合は初めて

参加される方を優先します）

■参 加 費　無料
■申 込 み　８月30日㈮まで
■持 ち 物　�動きやすい服装で汗拭きタオルや飲

料水・筆記用具があるとよいでしょ
う。

申し込み・問い合わせは、中標津町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 担　当　講　師
１ ９月９日㈪ 加齢に伴う体の変化についてのお話など 地域包括支援センター保健師
２ ９月25日㈬ 口腔ケアについて 保健センター歯科衛生士

３ 10月15日㈫ らくらく体操 らくらく体操指導員
新田　美枝子�氏

４ 10月28日㈪ らくらく体操 〃
５ 11月11日㈪ 食生活について 保健センター管理栄養士
６ 11月25日㈪ いきいき百歳体操

※手足に重りのバンドをつけて行います 地域包括支援センター保健師

空家等の実態調査を実施します
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　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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マート、セブン-イレブン、ローソン
の３店舗で始まっています。７月１日
より「サッポロドラッグストアー」で
も住民票・印鑑登録証明書を取得でき
るようになりました。
　この機会に、ぜひマイナンバーカー
ドを申請しコンビニ交付サービスをご
利用ください。
サービス利用可能時間
　毎日午前６時30分から午後11時
　（店舗営業時間内に限る）�
　※�サービス利用の際には、マイナン

バーカードに４桁の暗証番号を設
定した利用者電子証明書の搭載が
必要です。

　問い合わせは、住民保険課�戸籍住
民係まで。

職業訓練受講生募集
　北海道職業能力開発促進センター釧
路訓練センターでは、10月受講生を
募集しています。
募集人員　建設荷役車両運転科��20人
　　　　　ビジネスワーク科　��15人
　　※ハローワーク求職登録者
選 考 日　９月５日㈭
訓練期間　10月１日㈫～３月31日㈫
費　　用　２万円程度（テキスト代）
受講申込受付期間
　　　　　８月１日㈭～８月30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。

第29回「公証週間」電話相談の
ご案内

　10月１日から７日は公証週間です。
公証制度を広く国民の間に普及させる
ため、日本公証人連合本部において同
期間中、電話相談を実施します。
日　　時　10月１日㈫～７日㈪　
　　　　　�午前９時30分～午前12時
　　　　　�午後１時～午後４時30分
内　　容　�遺言、任意後見契約など公

証事務全般
　相談は、日本公証人連合会本部��❸
03-3502-8239まで。

に設置しているサイレンを
吹鳴します。

　詳しくは、中標津消防署�消防団係�
❸72-2181まで。

小規模な飲食店等にも消火器の
設置が義務となります

　現在、飲食店等では延面積が150㎡
以上のものに消火器の設置が義務づけ
られていますが、平成28年12月に発
生した糸魚川市大規模火災を教訓とし
消防法令が一部改正され、10月１日
より火を使用する設備または器具（防
火上有効な措置として総務省令で定め
る措置が講じられたものを除く）を設
けた飲食店等は、延面積にかかわらず
消火器具の設置が義務となります。
　設置した消火器具は、半年ごとに点
検し、その結果を１年ごとに消防署に
報告してください。消火器の点検報告
書作成には、消火器点検アプリを活用
する方法もあります。
　「App�Store」や「Google�Play」で
「消火器点検アプリ」と検索してくだ
さい。
　問い合わせは、中標津消防署�予防
指導係��❸72-2181まで。

家畜商講習会の開催について
　令和元年度の家畜商講習会が次のと
おり開催されます。
日　　時　11月７日㈭～８日㈮
　　　　　午前９時～午後５時20分
場　　所　北海道庁別館地下１階

大会議室（札幌市）
提出書類　受講願書（正副２通）
　　　　　正副とも写真貼付
　　　　　�正本に受講手数料（証紙

3,550円分）貼付
　　　　　※�様式は農林課�畜産係に

あります。
申込期日　９月20日㈮
　申し込み・問い合わせは、農林課��
畜産係まで。

サッポロドラッグストアーでも
証明書を取得できます

　平成30年４月より、マイナンバー
カードを使用して、証明書を取得でき
るコンビニ交付サービスがセイコー

の事業所における労働者の賃金、労働
時間等の実態を明らかにするため、７
月31日（給与締切日の定めがある場
合には７月の最終給与締切日）現在で
実施しています。
　対象となった事業所には、８月から
９月にかけて、知事が任命した統計調
査員が訪問しますので、ご回答をお願
いします。
　なお、調査の内容は、統計以外の目
的に使用されることはありません。
　問い合わせは、北海道統計課労働�
統計グループ��❸72-2181まで。

普通救命講習を開催します
　中標津消防署では、中標津保健所と
の共催で９月９日の「救急の日」にあ
わせて普通救命講習を開催します。
　突然のけがや病気で意識を失い、呼
吸や心臓が止まってしまうなど、生命
の危機に陥った人に対する応急手当の
講習です。
　講習の内容は、成人に対する心肺蘇
生法とＡＥＤの使用方法、止血法です。
日　　時　９月８日㈰
　　　　　午後１時30分～午後４時30分
場　　所　中標津消防署　講堂
定　　員　30人
受講資格　�中学生以上で、町内に在住

か勤務をされている方
受 講 料　無料
募集締切　８月31日㈯
　申し込み・問い合わせは、中標津消
防署�救急係��❸72-2181まで。

　中標津消防団総合訓練を　
開催します

　町民の生命や財産を火災などの災害
から守るために活動している中標津消
防団の日頃の訓練成果を展示する総合
訓練を実施します。
日　　時　８月25日㈰
　　　　　午前10時～午前12時
場　　所　第２分団中央武佐詰所
　　　　　中標津町字武佐本通東１番
　　　　　旧武佐小学校付近
　　　　　中標津町字武佐15線85
訓練内容　�部隊編成、消防車両等の点

検、消防車両による一斉放
水訓練

そ の 他　�訓練当日の午前８時に町内

8August
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骨粗鬆症検診のお知らせ(９月分)
実施期間　�９月３日㈫～27日㈮
　　　　　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　８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
（９月分）

実施場所　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
　　　　　　９月２日㈪～30日㈪
　　　　　　毎週月～金曜日
　　　　　　（申込締切８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。

国保･後期人間ドックのお知らせ
対　　象　�中標津町国民健康保険に１

年以上継続加入し、前年度
までの保険税を完納してい
る世帯の30歳～74歳の方、
後期高齢者医療保険の方は
保険料を完納している方

実施場所　富沢内科医院、石田病院
実施期間　令和２年３月31日まで
内　　容　�問診、診察、身体計測（身長・

体重・胸囲）、血圧測定、尿検
査、血液検査、心電図検査、
胃内視鏡、腹部超音波、便潜
血検査、胸部レントゲン

料　　金　10,000円
　　　　　（70歳以上�5,500円）
※��年度内に健康診査、胃がん・肺がん・
大腸がん検診を受けた方は受けられ
ません。
※定員があります。
　申し込みは、中標津町保健センター
❸72-2733まで。

　 風しんの成人に係る抗体検査 　
および予防接種についてのお知らせ
　対象者の方には、クーポン券を送付
しています。お近くの実施医療機関で
受診（検査）してください。
対象者（今年度）
　�昭和47年４月２日～昭和54年４月
１日生まれの男性
　問い合わせは、中標津町保健セン
ター��❸72-2733まで。

８月は国民健康保険税（第３期）、
町道民税（第２期）の納期です

【納期限は９月２日】
　今月納期分の指定口座からの振替日
は９月２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期）
○　固定資産税（第１・２期）
○　軽自動車税
○　国民健康保険税（第１・２期）

　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

８月16日㈮　午後６時～午後８時

休�日�相�談�日

８月25日㈰　午前９時～午後５時

　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。

個人事業税・第１期の納期限は
９月２日です

　納期限までに必ず納めましょう。
　金融機関、振興局窓口、コンビニエ
ンスストアから納税できます（コンビ
ニエンスストアからの納税については
バーコードが印字されているものに限
ります）。
　詳しくは、根室振興局税務課
❸0153-24-5466まで。

ごみ収集のお知らせ
　お盆・祝日のごみの収集は次のとお
りです。
日　程 ごみ収集 最終処分場

8月12日㈪ 休　み 休　み

8月16日㈮ 休　み 休　み

　詳しくは、生活課�環境衛生係まで。

年金相談所開設のお知らせ
開設日時
　９月３日㈫　午後１時～午後５時
　９月４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。

毎月勤労統計調査特別調査に
ご協力ください

　この調査は、常用労働者が１～４人

税　　金税　　金

一　　般一　　般

自然を愛し美しいまちにしましょう（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。

令和元年8
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問い合わせは、生活課�環境衛生係まで。

なくそうごみの不法投棄！！

　野外でのごみの焼却（野焼き）は、その量に関係なく、５年以下の懲役もしく
は1,000万円以下の罰金（法人については３億円以下）またはこの両方が科せ
られる重大な犯罪です。
　「少しくらいなら…」「面倒くさいから…」などと安易な気持ちで取った行動が
重い結果を招いてしまうことになります。罪の重さを自覚し、私たちが住む豊か
な自然や地域をみんなで守りましょう。

　町では、毎年、ボランティア清掃やパトロール等を行い、ごみの不法投棄抑制
および防止活動を行なっています。不法投棄の多くは弁当の容器、ちり紙等の家
庭ごみや引越しなどで出た粗大ごみとなっています。
　このような状況の中、町では不法投棄を監視するカメラを設置しました。
　不法投棄は法律で禁止されており、違反すると不法投棄の原因者は投棄したご
みの撤去を求められるとともに、５年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
が科せられます。
　たとえ、自身の所有する土地であっても、ごみを埋めた場合、不法投棄となり違法行為になりますので、絶対に
行わないでください。この地域の豊かな自然を守るためにも、不法投棄の防止にみなさんのご理解とご協力をお願
いします。

問い合わせは、建設管理課�維持係まで。

　橋梁補修工事（施工中）に伴い町道東19条通
り（東橋）の一部が、片側交互通行となります。
　大型車両につきましてはできる限り迂回してい
ただくようお願いします。
　工期は10月15日までとなりますので、みなさ
んのご理解ご協力をお願いします（片側交互通行
午前７時30分～午後６時まで）。

工事のため片側交互
通行になります�

東橋標津川

中央通東
19
条
通

トーヨー
グランドホテル

ごみの焼却（野焼き）は重大な犯罪です！！

誕生 ９人　 死亡 21人　 転入 79人　 転出 63人

6月30日現在住民登録人口

町の人口 23,377（＋ 4）
　 男 11,473（＋ 5）
　 女 11,904（－ 1）
世 帯 数 11,277（＋23）

（　　）内は前月比


