華やかに
華やかな雰囲気の中で行われた
成人式。
いたるところで笑顔があふれ、
新成人たちは久々の再開を喜んで
いました。

空とみどり
みどりの交流拠点
の交流拠点
2020

令和２年

２

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

№686

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

１月７日㈫、令和２年中標津町成人式が総合文化会館大ホールで開催され、202人の新成人が晴れ着やスーツ姿で
出席し、華やかな雰囲気の中で式典が執り行われました。
新成人を代表して井野さんと小濱さんが町民憲章を朗読し、さらに青木さんと桐島さんが「社会人としての責任を自
覚し、積極的に行動することを誓います」と誓いのことばを述べ、新成人としての第一歩を踏み出しました。
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令和元年分（平成31年１月１日から令和元年12月31日まで）

所得税の確定申告は忘れずに!
※町・道民税申告書の提出期限も所得税確定申告と同様となります

所得税の確定申告期間は２月17日㈪～３月16日㈪となっています。
できるだけ自分で申告書を作成して、忘れずに根室税務署（郵送も可）または
役場税務課まで提出してください。
なお、申告書の作成方法がわからない方のために、税務課職員が税務署より許
可を受けた期間に限り、申告相談・申告書作成のお手伝いをします。

中標津町役場
申告相談期間
会

場

２月17日㈪～３月16日㈪
午前９時～午後５時
中標津町役場１階

※土・日曜日を除く

101号会議室

上記期間以外での申告および相談は、税務署で行なってください。
役場での確定申告業務が許可されているのは、法律で定められた上記の期間のみとなっています。
税務署から指導を受けていますので、ご理解ご協力をいただきますとともに、ぜひこの期間内に申告して
ください。※上記期間中に、町・道民税申告も受付しています。
○申告内容によっては、役場では相談を受けられないものもあります。
（青色申告、事業所得・不動産所得・譲渡所得などの申告で、役場では内容の判断が難しいもの）
〇期間中は大変混み合うことが予想され、長時間お待ちいただくこともありますので、あらかじめご了承ください。

＝ 申告に必要なもの ＝
○給与・年金収入の方は、必ず「源泉徴収票」の原本（コピー不可）をお持ちください。
○国民年金保険料は「控除証明書」または「領収書」が必要です。
○生命保険料・地震保険料・旧長期損害保険料は「控除証明書」が必要です。
○障害者手帳等をお持ちの方は、手帳を提示してください。
○還付金が発生する場合は、口座振込になりますので口座番号のわかるもの（預金通帳等）をお持ちください。
※基本的には印鑑は必要ありませんが、内容によっては必要な場合がありますので、念のためご持参ください。

インターネットで確定申告ができます！
国税庁のホームページ（http://www.nta.go.jp/）にある申告書作成コーナーや電子申告（ｅ-Ｔａｘ）などを
利用し、自書申告へのご協力をお願いします（昨年電子申告された方は、引き続きご利用をお願いします）。
さらに、１月から２か所以上の給与所得がある方、年金収入や副業等の雑所得がある方など、スマートフォン専
用画面からも申告が可能となります（マイナンバーカード、マイナンバーカード対応スマートフォンが必要）。

手

順

⑴国税庁ウェブサイトから「確定申告書等作成コーナー」へアクセスし、確定申告書を作成。
⑵確定申告書をｅ-Ｔａｘで送信、または印刷して提出してください。
・ｅ-Ｔａｘで送信する場合（以下の①または②のいずれかの方法で）
①マイナンバーカードを使って送信
※ＩＣカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応スマートフォンが必要です。

確定申告書等
作成コーナーへ！

②ＩＤとパスワードを入力して送信
ＩＤとパスワードは、税務署で職員と対面による本人確認を行なった後に発行されるものです。発行
を希望される方は運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。

問い合わせは、税務課 住民税係または根室税務署 ❸0153-23-3263まで。
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国民健康保険に加入している方は…

毎年、
所得の申告が必要です

国民健康保険は所得に応じて、国民健康保険税の軽減判定や高額療養費の自己負担限度額の判定を行なっています。
正しく判定を行うため所得の申告が必要となりますので、確定申告期間内の２月17日㈪～３月16日㈪の間に申告を
お済ませください。
※年末調整をしている方、確定申告を予定している方、公的年金を受給しており扶養親族申告書を提出している方に
ついては、国民健康保険の判定をする上で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必ず申告が必要となります。
申告を忘れると、以下のとおり国民健康保険税の軽減措置が適用されない、高額療養費や入院時の食事代
等の自己負担限度額が高くなるなどの不利益が生じる場合がありますので、ご留意ください。

国民健康保険税の軽減措置が適用されません

一定の基準以下の収入の場合、本来適用される軽減判定が適用されないため、税額が高くなります。

高額療養費の自己負担限度額が判定できません

一定の基準以下の収入の場合、医療機関の窓口で支払う自己負担額が高くなります。

高齢受給者証の負担割合が判定できません

一定の基準以下の収入の場合、医療機関の窓口での負担割合が高くなります。

①収入がない場合の申告

②収入がある場合の申告

国保・高齢者医療係（１階窓口②番）にて受付し
ます。
認印と身分証明書をご持参ください。

確定申告会場を設けていますの
で、申告会場にて申告ください。

問い合わせは、住民保険課 国保・高齢者医療係まで。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の
使途状況についてお知らせします

平成26年４月１日より国から交付される地方消費税交付金が１％から1.7％へ引き上げられました。こ
の地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、全て「社会保障施策に要する経費」に充
てるものとされており、平成30年度決算において、地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられ
た社会保障施策に要する経費は次のとおりです。

○平成30年度決算額
【歳入】地方消費税交付金
（社会保障財源化分）2億2,328万円
区

分

事

業

費

特

定

社会福祉 社会保険 保健衛生

国・道支出金

【歳出】社会保障施策に要する経費 40億642万円
財
源

財
そ

の

源
他

内

訳

一 般 財 源

うち社会保障財源化分
の地方消費税交付金

障がい者に対する給付
費、子ども ・子育て支 17億2,654万円
援に要する経費など

9億1,357万円 1億5,452万円

6億5,845万円

5,236万円

国民健康保険事業特別会
計、介護保険事業特別会
計、後期高齢者医療特別
会計への繰出金など

5億1,027万円

1億1,597万円

3億9,276万円

3,123万円

救急医療確保、医師確保
対策など町立病院事業会
17億6,961万円
計への繰出金、各種予防
接種に要する経費など

110万円

1,183万円 17億5,668万円

1億3,969万円

合

計

40億

154万円

642万円 10億3,064万円 1億6,789万円 28億

789万円

2億2,328万円

※単位（万円）未満を四捨五入しています。

問い合わせは、財政課 財政係まで。
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「北方領土」

い
し
ほ
知って

～返還要求運動・２月の行事予定～

２月７日は『北方領土の日』

北方四島パネル展
■日
■場

程： ２月４日㈫～９日㈰
所：中標津町総合文化会館

町民ホール

2020
「北方領土の日」根室管内住民大会
■日
■場
■内
■主

程： ２月７日㈮ 正午～
所：根室市総合文化会館 大ホール
容：第１部 住民大会式典
第２部 中学生による弁論発表・アトラクション
催：北方領土隣接地域振興対策根室管内市町連絡協議会

なかしべつ冬まつり返還要求署名活動
■日
■場

程： ２月８日㈯～９日㈰
所：中標津町総合文化会館

町民ホール

日本政府は、返還要求運動を全国的に一層

盛り上げていくため、昭和56年、閣議了解
により２月７日を「北方領土の日」として定
めました。

２月７日は、日露間の国境が平和的対話に

より択捉島とウルップ島の間に定められた

「日魯通好条約」
（1855年）が調印された日

であり、北方四島が日本の領土としてはじめ
て世界的に明確にされた歴史的意義を持つ日
であることから、「北方領土の日」として最
もふさわしい日とされました。

返還へ 未来志向の 対話と交流
令和元年度 北方領土に関する標語・キャッチコピー

最優秀賞

北方四島ビザなし交流事業参加者募集
北方四島交流は、北方領土問題解決のための環境整備を目的として、平成４年から日本人と北方四島在住ロシ
ア人との相互理解を深めるため行われており、旅券（パスポート）
、査証（ビザ）がなくても、外務大臣が発行
する身分証明書などにより渡航が認められることから「ビザなし交流」と呼ばれています。
ビザなし交流の趣旨に賛同していただき、ロシア人住民受入の際に一緒に交流していただける方や北方四島訪
問の際にスポーツや日本文化などの体験活動を行なっていただける方を募集しています。興味のある方は気軽に
お問い合わせください。

ホームビジット
受入家庭の募集
日程

６月中旬〔土曜日および日曜日の予定〕

対象

四島在住ロシア人ファミリー

スポーツ・文化体験の
講師等の募集
内容 ビ
 ザなし交流事業に参加して北方四島を
訪問し、在住ロシア人とのスポーツや文
化による交流、発表および体験活動など

（９家族程度）

を行う。

※大人１人と子ども１～２人の家族構成
主な交流内容

日程

５月上旬頃～10月上旬頃

・ホームビジット【日本の家庭生活を体験】
・文化、スポーツ交流【体験活動を通じた住民交流】
・意見交換【身近なテーマによる意見交換】

４泊５日（根室市内前泊、船内泊含む）
（年４回程度実施、うち１回への参加）

対象

町内で活動しているスポーツ・文化団体
(訪問人数２～５人程度)

問い合わせは、企画課 北方領土対策係まで。
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夫

治

樹

者（敬称略）

家

志

問い合わせは、子育て支援室まで。

賞

利

清

２月３日㈪～28日㈮

受

橋

○瑞宝単光章 （五月二十一日受章）

髙

（永年にわたる消防団活動の功績）

○国土交通大臣表彰 （十一月七日受賞）

中標津建設業協会
（インフラメンテナンスに係る
優れた取組や技術開発による功績）

葉

○ 消防庁長官表彰 （三月六日受賞）

千

■閲 覧 期 間

令和元年各賞受賞者紹介

邦

義

徳

（永年にわたる消防団活動の功績）

備付けの様式により、持参、郵送、ＦＡＸまたはＥメール

令和元年（平成 年）中に叙勲・褒章、その他三権の長、各省庁・官庁の長の表彰を受賞された町内在住の
方々をご紹介します。

森

○瑞宝双光章 （五月一日受章）

金
（永年にわたる公立中学校長としての功績）

田

○瑞宝双光章 （五月二十一日受章）

成

（永年にわたる消防職員としての功績）

部

○ 瑞宝双光章 （十一月三日受章）

渡

（永年にわたる行政相談委員としての功績）
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各賞の栄誉に輝かれました皆様に、
心からお祝いを申し上げます。

■意見提出方法

31

町民意見募集（パブリックコメント）を実施しています

以下の計画の案がまとまり、現在、町民のみなさんのご意見を募集しています。

第２期中標津町子ども・子育て支援事業計画（素案）～子育て支援室～

■閲 覧 場 所

役場子育て支援室窓口・まちづくり情報コーナー、総合文化会館窓口、計根別支所窓口、町ホームページ

屋根からの落氷雪に注意しましょう

沿道建物等からの落氷雪による死傷事故が、毎年各地で発生しています。
町民のみなさんにおかれましては、冬期間の生活には苦労されていると思いますが、冬期間の通行を円滑にし事
故をなくすため、特に以下のことに注意するようお願いします。

◆落氷雪事故の発生が懸念される沿道建物等は…

雪止めを設置するようにしてください。また、雪止めが設置されている場合であっても

老朽化等による破損が原因で、落氷雪事故が発生することもあるため、必ず点検し、破損
等があれば早急に修繕するようにしてください。また、空き家や倉庫等を所有している方
も、巡回するなど屋根の状況に注意しましょう。

2
1
0
-1
-2

注意

3

◆落氷雪事故は…

気温がマイナス３度からプラス３度程度のときに発生しやすいという特徴があるため、

早めに除雪するとともに、除雪の際には歩行者や遊んでいる子ども等に十分注意してくだ
さい。

-3
℃

◆屋根から大量の雪が落ちたときは…
すぐに事故がないかどうか点検するとともに、歩行者の通行の支障にならないよう処理
してください。

◆交通事故および交通障害防止のため…

屋根からの落氷雪や敷地内の積雪を道路に出さないようにしてください。

◆軒下を通行するときは…
屋根からの落氷雪に十分注意してください。また、軒下や道路では絶対に子どもを遊ば
せないようにしてください。

◆建物の壁や窓枠、突出看板等からの落氷雪は…
少量であっても危険です。付着した氷雪は早めに除去してください。

釧路開発建設部 中標津道路事務所・釧路建設管理部 中標津出張所・中標津警察署・中標津町 建設管理課

の

し
くら

知っ得
ガイド

大手事業者を名乗った不審なメールにご注意を!
「過去のご請求金額に誤りがあり、訂正をさせていただくことになりました。下記フォー
ムからお申し込みをお願いします。
」とURL（アドレス）の記載があるメールが届き、差出
人が現在利用している通信事業者のサポートセンターとなっていたのでURLをクリックして、
記載のとおり氏名やパスワードなどを入力して送信したところ「自分の氏名が入った不審な
メールが多数届く」
「キャリア決済を不正に利用された」などという相談が増えています。

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」

◦実在の通信事業者、銀行、クレジットカード会社など大手企業を装い個人情報の搾取を目的とした不審なメールの
送付が多数報告されています。
◦たとえ実在の事業者名であっても、個人情報などを入力する前に事業者のホームページで不審メールなどの注意喚
起がされていないか、届いたアドレスが正規なものであるかを確認する、または事業者に問い合わせてみるなど慎
重に対応しましょう。

相談は、中標津町消費生活センター（役場生活課内）まで。
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高齢者の障害者控除対象者認定書の交付について
身体障害者手帳等をお持ちでなくても、次の認定要件に該当する方は所得税・町道民税の障害者控除の対象とな

りますので、
「障害者控除対象者認定申請書」により申請をしてください。

申請書様式は、
「町ホームページ＞様式ダウンロード＞介護保険」から入手できます。

なお、申請手続きの際は、申請者（窓口に来られるご家族等）の本人確認を行いますので、本人確認ができるも

の（マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等）と障害者控除対象者の印鑑を必ずお持ちください。
【認定要件】※次の全ての要件に該当する方

１．65歳以上で身体障害者手帳や療育手帳を持っていない方

２．介護保険の要介護認定で、介護度が「要支援２」または「要介護１～５」の方
介

護

度

障害者控除区分

控

所 得 税

除

額

町道民税

・要支援２
・要介護１～３

障

者

27万円

26万円

・要介護４と５
・要支援２と要介護1～３
のうち寝たきり高齢者※

特別障害者

40万円

30万円

害

※寝たきり高齢者
要介護・要支援認定に係
る障害高齢者の日常生活
自立度（寝たきり度）判
定がＢまたはＣの場合

詳しくは、介護保険課 介護保険係まで。

後期高齢者医療制度のお知らせ
●高額介護合算療養費について
医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。
同じ世帯の被保険者が、１年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたと
きは、その超えた額が後期高齢者医療制度および介護保険から支給されます。なお、手続きには住民保険課国保・高
齢者医療係への申請が必要となります。
○後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが０円の場合は対象となりません。
○支給額が500円以下の場合は支給されません。

◆自己負担限度額表 【１年分の自己負担額の計算期間：８月１日～翌年７月31日】
負担割合

区

分

自己負担額の合計の基準額
【課税所得690万円以上】２１２万円

３割

現役並み所得者

【課税所得380万円以上】１４１万円
【課税所得145万円以上】 ６７万円

一
１割

住民税非課税世帯

般

５６万円
区分Ⅱ（※１）

３１万円

区分Ⅰ（※２）

１９万円

※１

世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方

※２

世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が０円（公的年金収入のみの場合、その受給額が８０万円
以下）
、または老齢福祉年金を受給している方
北 海 道 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 ❸０１１－２９０－５６０１
問い合わせ先：
まで。
中標津町役場 住民保険課 国保・高齢者医療係 ❸７３－３１１１
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・◦● 町立中標津病院からのお知らせ ●◦・
令和元年度医療技術職員養成修学資金の貸付希望者の募集を予定しています。
募集期間等については、２月頃病院ホームページにてお知らせしますのでご確認ください。
（ホームページアドレス：http://nakashibetsu-hospital.jp/）
貸付条件：資格取得後、町立中標津病院に４年
（貸付期間が４年を超える場合には貸付期間）以上勤務

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

～町立中標津病院の子育て支援について～
町立中標津病院は根室管内唯一の「地域周産期母子医療センター」として、地域のみなさんが安心した妊娠
期・出産を迎えるお手伝いだけではなく、
「安心した育児」ができるよう、さまざまな取り組みを行なっています。
その一部をご紹介します。

出産前のパパママを対象に、
「母乳教室」と「お産教室」を行なっています。お
産や母乳育児についてのお話のほか、出産費制度や地域の子育て支援についてもお
話させていただいています。パパが参加しやすいように、土曜日も行なっています。
詳しくは、当院３階西病棟までお問い合わせください。

出産後の育児不安や母乳支援、一時的な休息を取りたい場合など、１泊（または
日帰り）で入院し、助産師の指導を受けられる産後ケアを行なっています。
詳しくは、当院３階西病棟までお問い合わせください。

子育てパパママが安心して受診できるよう、院内外来に授乳室を3か所、おむつ替えコーナーを４か所設置し
ています。特に、社会的に要望の高い「男性トイレ内のおむつ交換台」についても、１階トイレに設置していま
す。パパもご一緒に来院することができますので、ぜひご利用ください。
○授
乳
室：小児科外来前、産婦人科外来前、総合受付奥
○おむつ替えコーナー：１階男性用・女性用トイレ内、２階女性用トイレ内、総合受付横小上がり

中標津町管内では12月初めからインフルエンザが流行しています。
インフルエンザウイルスから身を守るために、今一度ご確認ください。
１）感染経路を断つ
帰宅時や調理の前後、食事前など、こまめな手洗いを心掛けましょう。
２）予防接種を受ける
発症する可能性を減らし、もし発症しても重い症状になるのを防ぎます（毎年12月中旬までに接種する
ことをお勧めします）
。
３）免疫力を高める
免疫力が弱っていると、感染しやすくなります。また、感染したときに症状が重くなってしまうおそれが
あります。ふだんから十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけ、免疫力を高めておきましょう。
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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76回

もしもに備えて、覚えておこう！

『北の災害食』

『北の災害食』とは、北海道が2017年、事業として実施した「北の災害食」レシ
ピコンテストに応募のあった204作品の中から審査の結果、北海道らしい災害食とし
て認められた入賞作品のことです。無料配布していた冊子のレシピ集は、もう在庫が
わずかでもらうことができなくなってしまいましたが、インターネットでレシピをプ
リントしたり、見ることができます。
『北の災害食』は、厳しい冬の避難生活でも健康に過ごすことができる食の宝庫「北
海道」の強みを生かした食事です。冬の災害時、特に食べたくなるカップラーメンは、
今ではＮＧ。カップラーメン１つで、塩分は６ｇ。ただでさえストレスの多い避難生
活の中、３食食べれば、もうアウト。健康な人でも病気になって当たり前。すぐに食
べることができる非常食が色々販売されている時代ですが、ほんのりポカポカ心も体
も温まる家庭的なできる限り日常に近い食事で、災害をのりきることが重要です。
もしもに備えて、
『北の災害食』作りにチャレンジしてみませんか？

http://kyouiku.bousai-hokkaido.jp/wordpress/kitano-saigaishoku/kitanosaigaishoku-resipishu-top/
災害時の炊き出しは、ハイゼックス（高密度ポリエチレンの一種の炊飯袋・炊き出し袋）と
いう細長い袋（100枚で1300円くらい）や100円ショップで購入できる高密度ポリエチレン
の袋（140枚で110円など）に食材を入れ、水を沸騰させた鍋に袋ごと入れ加熱して作ること
があります。ポリエチレンでも「高密度」と書いていない袋は、加熱中、鍋やふたに付くと熱
で溶け、袋に穴があいてしまいます。こちらでも作れなくはありませんが、注意しましょう。
また、ハイゼックスの袋以外を使う場合は、鍋の底に皿を１枚敷きましょう。加熱中、プカ
プカ浮いてくる場合は、落としぶたを使うことをオススメします。

災害時、炊き出し担当になったら、気を付けること
作ったものは、みんなに喜んで食べてほしいですよね！
災害時は、ストレスなどで身体がとても弱っています。食べ
てから数分もたたない内から、咳、かゆみ、湿疹、下痢、嘔吐
などで楽しい場が一瞬で凍り付いてしまうこともあります。
不潔は大敵です。普段以上に衛生面に気を付け、清潔に調理
しましょう。
また、現代病の代表格である「アレルギー」も要注意です。
食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかで、アレルギー
発症者数や症状の重症度の高い『特定原材料』７品目と『特定
原材料に準ずるもの』21品目をしっかり覚えておき、食べる人
が分かるように、大きく目立つように表示しましょう。

アレルギー表示対象の28品目
特定原材料
７品目

えび、かに、小麦、そば、
卵、乳、落花生

特定原材料に
準ずるもの
21品目

あ わ び、 い か、 い く
ら、オレンジ、カシュー
ナッツ、キウイフルー
ツ、牛肉、くるみ、ごま、
さけ、さば、大豆、鶏肉、
バナナ、豚肉、まつたけ、
もも、やまいも、りんご、
ゼラチン、アーモンド

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

～歯の健康～

歯みがきに使う道具は何ですか？
中標津町保健センター 健康推進課 健康指導係 歯科衛生士
多くの人は「歯ブラシ１本」だけで磨いているので

歯の健康

はないでしょうか。毎日、歯みがきを丁寧にしている
のに、むし歯や歯周病になるのは、まさにそこが原因

定期健診を受けましょう

と考えられています。

歯と歯の間を磨きましょう
毎食後、歯を磨きましょう

下の写真をご覧ください。歯間の汚れを４つの道具
で磨いてみました。赤色は汚れです。

①歯ブラシで磨いたら、表面はきれいになりましたが、歯を抜いて歯間を開いて見ると、間の汚れは全く
取れていませんでした。
②次に先の尖った歯ブラシ（ワンタフトブラシ）で磨いたら、歯ブラシよりも少し取れましたが、まだま
だ残っています。
③次に歯間ブラシで磨いたら、間の汚れが少し取れましたが、歯ぐきの中の汚れまでは取れていません。
④最後にデンタルフロスを使うと、歯間も歯ぐきの中の汚れもきれいに取れました。
お口の中の汚れは細菌の塊です。残しておくとどんどん増殖し、むし歯や歯周病の発症だけでなく、菌が血液
や気管に入り込み、心内膜炎、動脈硬化、脳出血、糖尿病、非アルコール性脂肪肝炎、誤嚥性肺炎など悪影響を
及ぼすことがさまざまな研究でわかってきています。
道具が増えると時間がかかり面倒だと思うかも知れませんが、磨く場所に合った道具を使うことは、効率良く
きれいにするための合理的な方法です。部屋の掃除でも家具の隙間などはそこに合った細い道具を使いますよね。
そうすることで簡単に汚れが取れて時間の短縮になります。
むし歯や歯周病予防と元気な身体のために、今日からぜひ、歯間と歯ぐきの中の汚れにはデンタルフロスを使
いましょう。また、気になる症状がなくても年に１～２回は歯医者さんで定期健診を受けることをお勧めします。
①歯ブラシ

②ワンタフトブラシ

③歯間ブラシ

④デンタルフロス

出典：oral care

歯とお口の健康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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第28回

中標津町福祉のつどい

障がいのある人々にとって、療育・教育・労働・医療・福祉・文化など、
暮らしのすべての分野にわたって、まだまだ多くの困難と課題が山積してい
ます。
障がいのあるなしに関わらず、すべての人々が地域で安心して豊かに生き
がいをもって暮らせるまちであるために、少しでも家庭や地域社会の中で考
えていただくきっかけとなるよう「中標津町福祉のつどい」を開催します。
総合文化会館を会場に当事者の音楽発表やダンス、他団体の活動発表や交
流、各団体（親の会、障がい者を支援している事業所）の活動紹介や製品の
販売を行います。
多くのみなさんの参加をお待ちしています。

日
会
主

昨年の様子

時：２月16日㈰ 午前10時～午後３時30分
場：総合文化会館「しるべっと」 コミュニティホール・町民ホール
催：中標津町障害児者連絡協議会

詳しくは、中標津町障害児者連絡協議会 事務局代理：企業組合くれぱす
担当：大佛店長（❸７４－０７０３） 会長：藤渡（❸090-8899-0924）まで。

新しい

地域おこし協力隊が着任しました

「中標津町地域おこし協力隊」に、新しく２人の隊員が着任しました！
地域おこし協力隊とは、各種の地域協力活動に従事させる人材を都市地域等から誘致し、その定住・定着および
地域活性化を促進するため、総務省の支援を受けて実施しているものです。
新隊員の２人には、地域の活性化や観光振興を図るため、外部目線による新たな観光資源の発掘、宣伝に関する
支援活動など、主に町の観光振興に関わる活動を行います。
現在着任している２人の地域おこし協力隊とともに、さまざまな活動を通して中標津町を盛り上げていきます。

・氏

名

さいとう

隊員を紹介します
み

き

・氏

斉 藤 美葵

田中

・前住所地

・前住所地

・趣

・趣

東京都足立区
味

キャンプ、ＤＩＹ

中標津町のみなさん、初めまして。
アウトドアとＤＩＹが好きな斉藤美葵(みき)と申
します。この街へきて１か月弱が経ち、買い物など
の移動にはだいぶ慣れてきたところです。
高校卒業までは札幌で過ごしていましたが、当時
は北海道の景色・食事・人の温かさに気づけず、こ
こへ来てからあらためて育った土地の美しさと街の
温かさに気付かされました。朝一に見る窓ガラスの
結晶に感動していますが、これから中標津町でもっ
と素敵な感動を見つけながら、町内外の方へも感動
を伝えられるよう活躍していきたいと思いますので
よろしくお願いします。
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名

た なか

み

き

美希

東京都足立区
味

キャンプ、ヨガ、
写真を撮ること

中標津町のみなさん、初めまして。
体を動かすことが好きな田中美希と申します。出
身地は滋賀県で、本州にはない北海道の自然に感動
し12月末に移住してきました。雪が驚くほどさら
さらで、澄み切った空気や野生のキツネ・鹿も身近
で見ることができ壮大な自然を感じています。まち
の方もとても親切で、実際に住んでみて更に中標津
町が好きになりました。
この感動をいろいろな角度から発信して、たくさ
んの方に中標津町の魅力を知っていただけるように
がんばりますのでよろしくお願いします。

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

ごみ収集のお知らせ
祝日におけるごみ収集等は次のとお
りです。
日

程

ごみ収集

最終処分場

２月11日㈫

休

み

休

み

２月24日㈪

休

み

休

み

詳しくは、生活課 環境衛生係まで。

無料法律相談のお知らせ
中標津町では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。
日
時 ３月17日㈫
午前10時30分～午後３時
場
所 中標津町役場
相 談 員 伊藤 啓太 弁護士
定
員 ７人
申込受付 ３月２日㈪から先着順に受
け付け、定員になり次第締
め切ります。
利用条件 町民からの民事・家事・行
政事件に関する案件に限り
ます。
詳しくは、生活課 交通町民相談係
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、４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 ３月５日㈭
訓練期間 ４月３日㈮～９月29日㈫
費
用 ２万円程度（テキスト代）
受講申込受付期間
１月27日㈪～２月28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。

なかしべつ丸ごと食堂開店！
中標津町地産地消推進協議会では、
なかしべつ冬まつりの開催に併せ、地
域農業への理解と地産地消の取組とし
て、地元で生産加工された農産物を
使った「なかしべつ丸ごとセット」を
限定100食、１食400円で販売します。
ぜひご賞味ください。
日
時 ２月８日㈯
午前11時30分～午後３時
会
場 しるべっと第３研修室

中標津町プレミアム付商品券
販売期限について
昨年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、販
売期限が以下のとおりとなっています
ので、購入引換券（※）をお持ちの方
で未だ購入されていない方は、期限ま
でに購入されますようお願いします。
※購入引換券の申請受付は１月末で終
了しています。
販売期限 ２月28日㈮
販売場所 中標津町商工会
（中標津経済センター内
❸72-2720）
※土日祝日を除く平日午前
10時から午後３時まで
問い合わせは、企画課まで。

「知ろう！学ぼう！糖尿病と
慢性腎臓病」
（住民講演会）
北海道では、新規に透析を始める患
者さんの43％が糖尿病性腎症です。
糖尿病や慢性腎臓病の予防や悪化し
ないためのポイントについてのお話で
す。
日
時 ２月14日㈮
午後６時～午後８時
場
所 中標津経済センター
２階コミュニティホール
対 象 者 一般住民
内
容 専門医による講演
⑴慢性腎臓病のお話（仮）
北海道大学病院
診療准教授
西尾妙織 先生
⑵糖尿病のお話（仮）
釧路赤十字病院
部長 古川 真 先生
申し込み・問い合わせは、中標津保
健所 企画総務課  ❸72-2168まで。

令和２・３年度
国有林モニター募集
国有林野の管理経営に役立てるため、
モニターを募集します。
モニター期間
令和２年４月から令和４年３月まで
モニター内容
 国有林や森林・林業に関するアン
ケート調査への回答やモニター会
議・現地見学会への出席など
応募資格
満20歳以上の方
（令和２年４月１日時点）
応募方法
 氏名、性別、住所、郵便番号、生
年月日・年齢、職業、電話番号、モ
ニターを知ったきっかけ、応募理由
を記入の上、郵送・ＦＡＸ・メール
でご応募ください。
応募締切
２月21日㈮（必着）
中標津町役場
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くらしの広場
February

2

応 募 先
郵 送：〒064-8537
札幌市中央区宮の森３条７
丁目70番
北 海道森林管理局 企画課
国有林モニター担当
ＦＡＸ：011-622-5194
メール：h_kikaku@maff.go.jp
問い合わせは、北海道森林管理局
企画課  ❸011-622-5228まで。

個別労働紛争解決セミナーが
開催されます
雇用形態の多様化などに伴い、労働
関係についての個々の労働者と事業主
との間の紛争（
「個別労働紛争」とい
います）が多くなっています。
本セミナーでは、事業主、企業の人
事労務ご担当者を対象に、職場におけ
るハラスメント・有期労働契約等に係
るトラブルの未然防止、紛争解決への
取組支援について、多数の個別労働紛
争の解決に携わってこられた北海道紛
争調整委員会の元あっせん委員による
講演のほか、労働関係法令の解説、個
別労働紛争に係るＡＤＲ制度・機関の
情報の提供が予定されています。
職場での個別労働紛争のトラブルを
防止するために、ぜひご参加ください。
日
時
２月19日㈬
午後１時30分～午後３時45分
場
所
札幌第一合同庁舎２階講堂
（札幌市北区北８条西２丁目）
定
員 150人（先着順）
参 加 費 無料
申込方法
 北海道労働局ホームページから本
セミナーのリーフレットを印刷し、
リーフレット裏面の申込書に必要事
項を記入の上、ＦＡＸで申し込みく
ださい。

石綿による疾病の
補償・救済について
中皮腫や肺がんなどを発症し、それ
が労働者として石綿ばく露作業に従事
していたことが原因であると認められ
た場合には、労働者災害補償保険法に
基づく各種保険給付や石綿による健康
被害の救済に関する法律に基づく特別
遺族給付金が支給されます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってか
ら非常に長い年月を経て発症すること
が大きな特徴です。
中皮腫などでお亡くなりになられた
方が過去に石綿業務に従事されていた
場合には、労災保険給付等の支給対象
となる可能性があります。
問い合わせや相談は、北海道労働局
労災補償課  ❸011-709-2311まで。
計根別支所
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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
健診希望日の２週間前までに町立中
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 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。

子宮頸がん検診のお知らせ
（３月分）

実施場所
実施期間

古野医院
水曜日・日曜日・祝日以外
の診療日
受付時間 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、古野医院にも予約が必要で
す。❸73-5700）

骨粗鬆症検診のお知らせ
(３月分)

実施場所
実施期間
受付時間
対
象

15

町立中標津病院 整形外科
３月３日㈫～13日㈮
毎週火～金曜日
午前10時30分～午前11時
20歳以上の方

中標津町役場

７３―３１１１

教養を高めよりよい文化を育てましょう（町民憲章より）
内

容

問診、骨密度測定（腰椎、大
腿（太もも）骨）、診察
料
金 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

上 記 以 外 の20 ～ 69歳 の
方：2,600円、70歳以上の
方：1,300円
定
員 １日２人
申込締切 ２月20日㈭
申し込みは、中標津町保健センター
❸72-2733まで。

税

金

２月は国民健康保険税（第９期）
の納期です【納期限は３月２日】
今月納期分の指定口座からの振替日
は３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（全て）

○

国民健康保険税（第１～８期）

○
○

固定資産税（全て）
軽自動車税

もう一度お手元の納付書を確認のう
え、納付されていない方は早急に納め
てください。納期限を過ぎても納付さ
れない場合は、納期内に納付されてい
る方との公平性を保つため、職場調査・
預金調査などの財産調査の後、差押え
等の滞納処分を行うこととなりますの
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
２月17日㈪

午後６時～午後８時

休日相談日
２月23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。
○国民健康保険税納付額証明書の発行
について
確定申告を行うにあたり、社会保険
料控除に使用する国民健康保険税納付
額証明書を、本人申請により交付しま
す。代理の方が窓口に来られる場合は
計根別支所
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委任状が必要です。手数料はかかりま
せん。
なお、電話による納付額の問い合わ
せには回答できませんのでご了承くだ
さい。

未登記建物の手続はお済みですか
家屋の固定資産税は、毎年１月１日
現在の所有者に課税されますが、未登
記の建物については、名義変更をして
も届け出がないと引き続き前所有者に
課税されますので「未登記家屋所有権
移転報告書」を提出してください。
また、昨年中に建物を取り壊し、ま
だ届け出されてない会社や個人の方は
「家屋取壊報告書」を提出してください。
詳しくは、税務課 資産税係まで。

一

般

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・３階３ＬＤＫ（世帯向け）
各１戸
平成５年建設
家賃 20,300円～40,500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 ２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 ２月３日㈪～18日㈫
（日曜日・祝日は除く）
入居申込受付 ２月10日㈪～18日㈫
（日曜日・祝日は除く）
抽 選 日 ２月25日㈫（予定）
抽選会場 中標津経済センター
入居時期 ３月下旬～（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
より管理は以下の事業者が行なって
いますので、お間違えのないように
お願いします。
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。

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

9･10

中標津空港において「第11回くう
こうの森クリスマス会」が開催されま
した。
当日は天気に恵まれ、大勢の方々が
イベントや買い物などを楽しんでいる
姿が印象的でした。

12月

22

中標津地区（総合文化会館）と計根
別地区（交流センター）で新年交礼会
が行われました。
それぞれの会場では牛乳で乾杯のあ
と、無事新年を迎えられたことを慶び、
年頭の歓談に華を咲かせていました。
計根別地区では、中標津農業高校生
徒による太鼓演奏が行われ、素晴らし
い演奏に参加者からは惜しみない拍手
が送られていました。

日

１月

6
日

新年交礼会

日

ニュース
ニュー
ニ
ニュ
ュース
ュ
ース
ース
くうこうの森
クリスマス会

日

新春書初め会

新春書初め会が、１月９日㈭に総合
文化会館、１月10日㈮に交流センター
で行われました。
参加されたみなさんは、雨城書道同
好会の方々に指導してもらいながら書
初めに挑戦していました。
また、10色ある書道液の中から好
きな色を選び、今年の抱負を書くカ
ラー書道体験も行われました。

１月

中標津消防団出初式

新年を迎え、令和２年中標津消防団
出初式が、総合文化会館にて行われま
した。
観閲式では団員が整列する中、末田
団長、西村組合長、来賓の方々が観閲
したのち、機械器具点検などが行われ
ました。

de

中標津地区

計根別地区

令和２年
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男
女
世 帯 数
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23,392（＋31）
11,494（＋10）
11,898（＋21）
11,291（＋22）
（

誕生 13人

死亡 21人

転入 78人

）内は前月比

転出 39人

