夜空彩る
なかしべつ冬まつりで行われる花火
大会。
空気の澄んだ冬空に打ちあがる花火
は、夏とはまた違う風情があり大勢の
方々を魅了させます。

空とみどり
みどりの交流拠点
の交流拠点
2020

令和２年

３

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

№687

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

新型コロナウイルス感染拡大に伴っての
窓口対応について
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、中標津町役場において窓口対応職員のマスク着用を実施
するとともに、事務スペースへの立ち入りをご遠慮いただいております。
ご来庁の皆さま並びに職員の健康と安全確保のための対策となりますので、何卒ご理解を賜りま
すようお願い申し上げます。
なお、新型コロナウイルス感染症への対策は、２月下旬に全戸配布しました『新型コロナウイル
ス感染症についてのお知らせ』をご覧ください。

４月１日、２日、３日は

窓口開設時間を午後８時まで延長します

年度始めは、転入などの手続きにより受付窓口が大変混雑することが予想されます。
転入される方のため、以下のとおり窓口開設時間を延長しますので、ご利用ください。
●受付時間延長●

…４月１日㈬、２日㈭、３日㈮
延長窓口

午後８時まで

住民保険課〈戸籍住民係
上下水道課

福祉課

国保・高齢者医療係

介護保険課

子育て支援室

保険年金係〉
学校教育課

※手続きされる方は、時間に余裕をもってお越しください。
※詳しくは、担当課までお問い合わせください。

献血にご協力ください
日本赤十字社北海道ブロック血液センターでは、全道各地で移動献血車を運行し、献血をお願いしています。
中標津町においても毎年、移動献血車により町内事業所のご協力のもと、町民のみなさんに献血を呼びかけてい
ますが、日々、医療現場でさまざまな治療に使われているため、日頃から充分に蓄えられているものではありません。
令和２年度につきましても４月・７月・８月・11月・12月・３月に町内巡回を予定していますので、一人でも
多くの方のご協力をいただきますようお願いします。
詳しい日程が近づきましたら、新聞折込みチラシ・ＦＭはな等でお知らせしますのでご確認ください。

中標津町における献血実績

（人）

場
役

年

28

29
度
30

実 施 月
献血人数

場

4・12
92

実 施 月 4・8・12
献血人数

130

実 施 月 4・8・12
献血人数

156

警察署

あるる

6・2

8・3

54
6・12
50
6・12
58

52
8・2
50
8・2
86

東

所
武

8・12
76
10・2
73
10・2
89

JA
中標津

JA
計根別

6・2

6・2

59
6・12
49
6・12
70

22
2

左記以外

4・6・8・12・2・3 4・6・8・12・2・3
303
4・6・8・10・2

12
6・2
35

中標津町
全体

284

658
4・6・8・10・12・2
648

4・6・8・10・12・2 4・6・8・10・12・2
241

735

詳しくは、福祉課 社会福祉係まで。
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令和２年度

釧路年金事務所年金相談所開設日程のお知らせ

毎月、釧路年金事務所による年金相談所（出張相談所）が開設されます。
相談は「完全予約制」ですので、ご希望の方は、釧路年金事務所に電話でご予約ください。
令和２年度
令和２年４月
５月
６月
７月
８月
９月
10月
11月
12月
令和３年１月
２月
３月

開設日程表
７日㈫～８日㈬
12日㈫～13日㈬
２日㈫～３日㈬
７日㈫～８日㈬
４日㈫～５日㈬
８日㈫～９日㈬
６日㈫～７日㈬
10日㈫～11日㈬
８日㈫～９日㈬
12日㈫～13日㈬
２日㈫～３日㈬
２日㈫～３日㈬

■開設時間
１日目 午後１時～午後５時
２日目 午前９時～午後２時
■開設場所
中標津町役場 会議室
■予 約 先
日本年金機構 釧路年金事務所
❸0154-61-6000 または❸0154-61-6001
◦いずれの電話番号にかけても、同じ自動音声が流れます。
◦最初の音声案内で「１」を押し、次の音声案内で「２」を押してく
ださい。「お客様相談室」につながります。
◦ご予約の際は、年金手帳や年金証書など、基礎年金番号の分かるも
のをお手元にご用意ください。

直接、釧路年金事務所で相談される場合も「予約相談」をご利用ください
ご予約いただくことによって、スムーズに相談を
受けることができます。

予約受付専用電話

❸0570-05-4890

【予約相談実施時間】
月 曜 日：午前８時30分～午後６時
火～金曜日：午前８時30分～午後４時
第２土曜日：午前９時30分～午後３時

中標津町育英資金貸付金の利用者を募集します
教育委員会では、令和２年度の育英資金貸付金の利用者を募集しています。利用者の対象は、町民の方で高等学校
以上の教育を受けようとする方です。
高等学校

高

専

大学・短大・専修学校

修学資金（年額）

１２万円以内

１８万円以内

２４万円以内

入 学 一 時 金

１０万円以内

１５万円以内

２０万円以内

申込期間

３月９日㈪～４月３日㈮
※ 成績証明書、在学証明書などが必要となります。

申請書類は申込期間中に教育委員会で直接受け取るか、町ホームページから
ダウンロードしてください。
貸付の決定は、育英資金運営委員会による審査後の４月下旬となる予定です。

申し込み・問い合わせは、教育委員会 管理課 総務係まで。

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）

中標津町農業委員会委員の募集について
平成27年９月４日に「農業委員会等に関する法律」が改正
され、平成28年４月１日に同法が施行されたことに伴い、農
業委員会委員の選出方法については公職選挙法に基づく選挙
制度が廃止となり、町長が議会の同意を得て任命する方法に変
更となりました。
これにより農業委員の任命については、あらかじめ地域の農
業者や農業団体等に候補者の推薦をいただくと同時に、農業者
にこだわらず広く一般に公募することとなりました。
つきましては、令和２年７月20日付けで中標津町農業委員
会委員を選任することになりましたので、農業に関する識見を
有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項および農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適
切に行うことができる方の募集を行います。

■募集方法
１

推薦および応募について
⑴ 町内の地区・全域からの推薦
農業者等３人以上が連名し、代表者が文書をもって推薦します。
⑵ 団体等の推薦
農業者等の組織する団体等の代表者が文書をもって推薦します。
⑶ 一般応募
２ 推薦・応募の農業委員数 定数18人
３ 推薦・応募の資格
⑴ 中標津町に住所を有する者を基本に、町外に住所を有する者も妨げない。
⑵ 中標津町が設置する他の附属機関等の委員でない者。ただし、規定に農業委員会、農業委員とあるもの
を除く。
⑶ 中標津町の職員でない者。
４ 応募書類
 該当する次の書類に住民票の抄本を添付し、必要事項を記入して中標津町農業委員会事務局まで提出して
ください。
⑴ 中標津町農業委員候補者推薦書
⑵ 代表者証明書
⑶ 中標津町農業委員候補者承諾書
⑷ 中標津町農業委員応募届出書
 書類の請求については農業委員会事務局にご連絡いただくか、町ホームページからダウンロードしてご利
用ください。
５ 推薦・応募の期間
４月１日㈬から４月30日㈭までに必着（役場閉庁日を除く）※郵送の場合は、当日消印有効
受付時間：午前８時30分から午後５時15分まで
６ 推薦および募集状況の公表
 推薦および募集期間の中間の４月15日㈬および終了後の５月１日㈮に、町ホームページに推薦および募
集状況を公表します。
７ 選任方法
 推薦・応募の理由、年齢、性別、地域等を考慮し、中標津町農業委員候補者評価委員会において候補者の
評価を行い、結果を町長に報告します。
 町長は報告を受け、委員会の意見を参考に候補者を決定し、町議会の同意を得たうえで農業委員を選任し
ます。
８ お問い合わせ先
〒086-1197 中標津町丸山２丁目22番地
中標津町農業委員会事務局
電
話 73-3111（内線376・377・378）
ファックス 73-5333
メールアドレス nougyou@nakashibetsu.jp
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南知床４町地域雇用創造協議会からのお知らせ
求職者・転職希望者向け
事業者向けとして
「接客のプロから学ぶ
「外国人材受け入れセミナー」
接遇・接客スキル習得講座」
を開催します
を開催します
人手不足やグローバル化に対応するため外国人の採
観光・飲食・サービス業において不可欠な接遇・接
客術のスキル習得に向け、接客業の専門家である元客
室乗務員を講師に招き、接遇マナーの基本や実践的な
マナーを習得します。

用を始める企業が増えています。

しかし外国人採用に関する制度は複雑でわかりにく
いのが現状です。
在留資格とは？外国人が従事できる仕事は？など制
度に関する疑問を解決し、外国人とのよりよいコミュ

「おもてなしの極意」を学びましょう。

ニケーション方法を学ぶためのセミナーです。
外国人採用に興味はあるがどうしたらよいのかわか
らない、既に雇用している外国人とコミュニケーショ
ンをうまくとる方法を知りたい、そんな方はぜひご参
加ください。

開 催 日 ３月３日㈫～５日㈭（３日間）
会
場 ウェディングプラザ寿宴
費
用 無料

開 催 日 ３月10日㈫～11日㈬（２日間）
会
場 中標津町総合文化会館 しるべっと
費
用 無料

 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
開
または協議会ホームページ（http://s-job.jp）をご覧ください。

問い合わせは、南知床４町地域雇用創造協議会

❸74-8300まで。

畜産食品加工研修センターからのお知らせ
～令和２年度 研修会の開催について～

畜産食品加工研修センターでは、地域農業や地場産物への理解を深めていただくことを目的として、以下のとおり
乳製品や食肉製品の製造体験研修会を開催します。
この機会にソーセージやチーズ作りなどを体験してみませんか？

研修料金

ソーセージ
ソーセージ（約１㎏） ソーセージ（約１㎏）
チーズ
（約１㎏）
ハム（約800ｇ）
ベーコン（約800ｇ）
（約１㎏）
（午前10時～午後2時ごろ）（午前10時～午後3時ごろ）（午前10時～午後3時ごろ）（午前10時45分～午後3時ごろ）

５～10月

2,320円

5,290円

4,990円

2,025円

11～４月

2,375円

5,400円

5,100円

2,091円

◦申 込 方 法
◦開
◦申
◦持
◦注

申込書をFAX、郵送、または直接センターへ提出
 回10人を超える申し込みがあった場合は抽選とさせていただきます。
各
参加決定した方には参加希望日の前月25日までに決定通知を送付します。
催 日 各研修の開催スケジュールについては、町ホームページでご覧いただくか
以下までお問い合わせください。
込 期 間 参加希望日の前月１日～15日
ち 物 エプロン、三角巾
意 事 項 ●申し込みは３か月に１回まで。
●都合により日程の変更または中止となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●昼食・飲み物等は各自ご持参ください。
●10人以上の団体での研修を希望される方は希望日の２か月前までに別途ご相談ください。

申し込み・問い合わせは、畜産食品加工研修センター
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❸78-2216 ❹78-2649まで。

令和元年度事業実績報告

＼☆１００名以上の方にご参加いただきました！／

●ダンス教室（11月10日開催）
パートナー協定の第一弾の取り組みとして、ダンスアカデミー
インストラクターの石澤美樹さんをお招きし、「ＹＭＣＡダンス」
やストレッチを教えていただきました。

●野球教室（12月８日開催）
ベースボールアカデミーの須永英輝さん、市川卓さんをお招き
し、技術指導をしていただきました。参加していた野球少年達は
元プロ野球選手の指導に熱心に耳を傾けていました。

●スポーツ教室（12月15日開催）
シーズン中は選手に帯同する福島芳宏トレーナー、高柳尚司ト
レーナーから正しい姿勢の保ち方、体幹トレーニング等について
教わり、ほどよい汗をかきながら体験させていただきました。

令和２年度も北海道日本ハムファイターズ様と連携しながら、スポーツ・食・健康に

関連した取り組みを企画し、みなさんにお知らせしますので、
楽しみにお待ちください！！

令和元年度

「中標津町生きるを支える自殺対策行動計画」
の取り組みについて
「誰もが自殺に追い込まれることのない中標津町」の実現を目指し、今年度は、自殺対策を支える人材の育成を
目的に「悩んでいる方にあなたができること」と題して、ゲートキーパー養成講座を自殺予防週間のあった９月に
開催しました。ゲートキーパーは「命の門番」と呼ばれ、自殺の危険性がある人に気づき、声をかけ、話を聞き、
必要な支援につなげ、見守る人のことをいいます。
講座には、仕事や身近な人に役立てたいと思い参加した方が37.0％と最も多
く、今まさに身近に不調な人がいるため参加したという方も多くいました。講座
を受けた方々からは、
「ゲートキーパーの考え方がより多くの人に広まってほし
い」
「生きることを支えられる人でありたい」などの反響をいただきました。
町では今後も、町民一人ひとりの大切な命を守るために、自殺対策行動計画の
推進に努めてまいります。

問い合わせは、中標津町保健センター ❸７２－２７３３まで。
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ぷらっと茶フェに
お茶を飲みに来ませんか？

ちゃふぇ

だれでも利用できる無料のカフェです。
お茶を飲んだりおしゃべりしたり、同時開催のイベントにも自由に参加できます。
ボランティアスタッフがお待ちしていますので、お一人で来ていただいても大丈
夫です。お気軽に遊びにきてください。
特に、介護保険や介護予防、認知症予防、家族介護、後見人のことなど、専門機
関に相談するほどではないけど話を聞いてほしい！話をしてみたい！という方は、
スタッフにお声かけください。

月

場

所

中標津町総合福祉センター（プラット） 内のロビー

日

時

午前10時～正午

日

内

容

など

４月８日㈬

棒あみ物、介護・認知症予防教室

４月23日㈭

棒あみ物、介護・認知症予防教室、
ごみの分け方・出し方（ごみに関する質問にお答えします）

５月13日㈬

棒あみ物、介護・認知症予防教室

５月28日㈭

棒あみ物、介護・認知症予防教室、
ごみの分け方・出し方（ごみに関する質問にお答えします）

６月３日㈬

棒あみ物、介護・認知症予防教室

６月18日㈭

棒あみ物、介護・認知症予防教室

７月１日㈬

棒あみ物、介護・認知症予防教室、ハーモニカコンサート

７月16日㈭

棒あみ物、介護・認知症予防教室、かき氷の日

８月５日㈬

棒あみ物、介護・認知症予防教室、かき氷の日

８月20日㈭

棒あみ物、介護・認知症予防教室

９月２日㈬

棒あみ物、介護・認知症予防教室

９月17日㈭

棒あみ物、介護・認知症予防教室、
動くおりがみ教室（不思議なおりがみを楽しみましょう）

介護・認知症予防教室を毎回開催します
転倒による“けが”が原因で介護認定される方が多くいます。転倒予防には足の筋力を落とさないことが大切です。
軽運動で筋力を維持しましょう。
記憶力は60歳前後から低下します。一方で記憶している知識を活用する能力は低下し難いといわれていますが、
元気なうちから予防が大切です。
毎回、手軽にできる介護予防や認知症予防教室を開催しますので、お気軽にご来場ください。

問い合わせは、中標津町社会福協議会（❸79-1231）または役場介護保険課まで。
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冬
第

45回

雪不足に悩まされたなかしべつ冬まつりです
が、関係各所のご尽力により無事開催すること
ができました。
毎年人気のジャンボ滑り台には、今年も長蛇
の列ができ、子どもたちの喜ぶ声が響いていま
した。
子どもから大人まで参加できる各種イベント
では、参加するほうも見るほうも大盛り上がり。
中標津の誇る冬の一大イベントである冬まつ
り、入込客数は２日間で３万人を数えました。

なかしべつ

まつり

8 8

9 9

ま

その

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７章 議会と行政の関係

（議会と行政の関係）
第27条 議会及び行政は、町民の意思を的確に反
映させるよう、議論の透明性と緊張感をもっ
て運営しなければなりません。
２ 議会及び行政は、地域特性を活かした独創的な
政策立案を図るため、広く専門家や町民各層の
意見を聴くとともに、積極的に研修会等を企画
し、中標津町の発展のため活動しなければなり
ません。

第８章

行政運営

（総合計画）
第28条 町長は、行政運営を総合的かつ計画的に
運営するため、基本計画等を定めます。
２ 行政は、基本計画等以外の計画の策定と実施に
当たっては、基本計画等との整合性を図ります。
３ 行 政は、基本計画等その他の計画の策定に当
たっては、多くの町民の意見を反映させるため、
町民参加を積極的に進めます。
４ 行 政は、基本計画等その他の計画の実施に当
たっては進行状況を適切に把握し、毎年当該計
画の内容について見直しをするとともに、町民
に分かりやすく公表します。
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解 説

中標津町自治基本条例
『第27条
（議会と行政の関係）
』
について

議会及び行政は、町民の意思を的確に反映させるため
議論の透明性を図り、緊張感を持って運営されなければ
ならないことを定めています。
議会及び行政は、本町の特性を活かした政策立案が図
られるよう、町民の意見を聴くことはもちろん、広く専
門家の意見を聴くとともに、議員及び職員は自ら積極的
に研修会や勉強会を企画し、活動することとしています。

『第28条
（総合計画）
』
について
第28条では、行政を総合的かつ計画的に運営するた
め、行政運営における基本構想に基づく、基本計画から
なる総合計画を定めることとしています。
それらを具体的に実施するための実施計画についても
公表され、予算編成の基礎となるもので、毎年見直しを
かけながら、実施していくことになります。
また、総合計画とその他の諸計画（個別の法令に基づ
きあるいは各行政部門の所管業務の必要性から作成され
る計画を言います。）との関係について、諸計画の策定
及び実施にあたり、行政の総合性を確保する観点から、
総合計画との整合性を図るものとしております。
総合計画及びその他の計画の策定にあたっては、多く
の町民の意見を反映させるため、町民参加を積極的に進
めるとともに、行政評価の評価基準となることを考慮し
て策定すること、また、計画の実施にあたっては、進行
状況を的確に把握するとともに、計画の内容を定期的に
検討するものとし、町民に分かりやすく公表することと
しています。

『第29条
（財政運営）
』
について
（財政運営）
第29条 町長は、基本計画等に基づき、予算を編
成し、財源及び財産の効果的かつ効率的な
活用を図り、財政運営に関する計画を定め、
財政の健全な運営を行います。
２ 町長は、予算と決算の内容及び財政運営の状況
を町民に分かりやすく公表しなければなりませ
ん。

財政運営は「健全な運営を行うこと」を基本としてい
るため、すべての会計を通じた財政状況を把握して分析・
判断することが必要であること、さらにこうして把握さ
れた財政状況の実態に合わせて、総合計画基本構想およ
び基本計画に基づく、予算を編成し、行政評価の結果を
反映させるとともに、保有する財産の効果的・効率的な
活用を行うことにより、財政計画を定め、計画的な運営
によって健全な財政運営の実現を図るものとしています。
また、町長は、町民の負担に基づき行政を運営するこ
とから、町民に対する説明責任として、予算、決算及び
財政運営の状況について具体的に、できる限り分かりや
すい形で公表するものとしています。
行政運営の基本となる予算や決算の状況、財政運営に
関する状況を町民に説明する責任を果たすことは、行政
の透明性の向上を図る上からも重要な意味を持つものと
なります。

次回は中標津町自治基本条例の第30条（政策法務）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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全体の構成図
◆【前 文】
中標津町自治基本条例を制定するにあたっての、理念や基本的な考え方を明らかにしています。
条例の理念・ 理念・原則を
受けた制度
原則

◆第１章【総 則】
第１条 目的 第２条 用語の定義 第３条 自治の基本理念 第４条 自治の基本原則
この条例の目的を明らかにするとともに、用語の定義、自治の「基本理念」
「基本原則」を定
めています。
◆第２章【基本原則に基づく制度】
第５条 情報共有 第６条 個人情報の保護 第７条 第８条 町民参加の機会の確保
第９条 町民参加の方法 第10条 町民の意見提案への対応 第11条 住民投票
第12条 協働の推進
第１章で掲げた理念や「情報共有」「町民参加」「協働」の原則を受け、具体化するための制度
を定めています。

制度の担い手の具体化

◆第３章【町 民】
第13条 町民の権利
第14条 町民の役割
町民の権利及び役割を定めています。

◆第５章【議 会】
第20条 議会の役割
第21条 議会の権限
第22条 議会の責務
第23条 議員の責務
町の意思決定機関としての役
割や権利、責務について定めて
います。

◆第６章【行 政】
第24条 町長の責務
第25条 行政の責務
第26条 職員の責務
町長、行政、職員について、
それぞれの責務を定めていま
す。

◆第４章【町内会及び町民活動団体】
第15条 町内会及び町民活動団体の定義
第16条 町内会及び町民活動団体の役割
第17条 町内会及び町民活動団体にかか
わる町民の役割
第18条 町内会及び町民活動団体にかか
わる議会の役割
第19条 町内会及び町民活動団体にかか
わる行政の役割
町内会及び町民活動団体の定義や役割を
明らかにするとともに、それにかかわる町
民、議会、行政の役割を定めています。

◆第７章【議会と行政の関係】
第27条 議会と行政の関係
議会と行政の関係に
ついて定めています。

◆第８章【行政運営】
第28条 総合計画
第29条 財政運営
第30条 政策法務
第31条 職員の任免及び育成
第32条 行政手続
第33条 行政評価
第34条 危機管理
総合計画や評価、危機管理体
制等、行政運営のために必要な
基本的な制度等を定めていま
す。

今回の条文はここ！

◆第９章【連携及び交流】
第35条 国、北海道及び他の市町村との連携
第36条 国内外との交流
国内外の交流を深めるとともに、中標津町だけでは対応が難しい課題について、他の自治体や
団体、国及び北海道と連携し解決にあたることを定めています。
条例の維持・発展の制度

◆第10章【条例の見直し】
第37条 条例の見直し
第38条 中標津町自治推進会議
中標津町自治基本条例の見直しについて定めています。
◆第11章【条例の位置付け】
第39条 条例の位置付け
中標津町自治基本条例が、中標津町の運営を支える基本的な考え方や仕組みを定めた、中標津
町の憲法（最高規範）として位置付けることを定めています。

中標津町自治基本条例全文および解説書については町ホームページをご覧ください。
URL
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http://www.nakashibetsu.jp/chousei/shisaku/jichikihonjourei/

防災ワンポイント

じゃがいもずきん
「ききぼう」くん

第77回

『ペットの災害対策』

近年では、結婚式や前撮りにペットが参加したり、ペットがいることで家族の会話が
増えたりなど、ペットは家族の一員という意識が一般的になってきています。災害が起
こった時、一番大切なことは自分の命を守ること。そして、自分や家族の安全確保です。
ペットを飼っている人は、ペットの安全確保も忘れてはいけません。
とは言え、避難所や応急仮設住宅は、様々な人が集まり共同生活をする場所です。動
物との暮らしが苦手な人やアレルギーの人もいます。これまでの災害では、ペットがい
ることでつらい避難生活の中、心の安らぎや支えになったという声がある一方、咬傷事
故や鳴き声への苦情、被毛や糞尿など、衛生的なトラブルになることもありました。
ペットにおける災害時の対応は飼い主による「自助（自分の命は自分で守る）」が基
本です。いざという時、慌てないように普段からペットに基本的なしつけをし、感染症
の予防接種をしておくことが重要です。また、災害時に備え、ケージに慣れさせておく
ことも必要ですし、災害時の預け先の確保やペットフードなどの備蓄も必要です。

災害に備えたペットのしつけと健康管理
災害時は、ペットもストレスがたまります。言うことをきかなくなるペットも、体調が悪くなるペット
もいます。日頃から、最低限、以下のしつけと健康管理をしておきましょう。

イヌの場合

ネコの場合

◦「 待て」
「おいで」
「お座り」
「伏せ」
などの基本的なしつけをしておきま
しょう。
◦ケージなどの中に入ることを嫌がらな
いように、日頃から慣らしておきま
しょう。
◦不必要に吠えないようにしつけておき
ましょう。
◦人や他の動物を怖がったり攻撃的にな
らないように慣らしておきましょう。
◦決められた場所で排泄ができるように
しておきましょう。
◦狂犬病予防接種（義務）に加え各種ワ
クチンを接種しておきましょう。
◦犬フェラリアやノミやダニなどの寄生
虫の予防、駆除を行いましょう。
◦シャンプーやトリミングにより身体を
清潔に保ちましょう。
◦不妊去勢措置を行いましょう。

◦ケージやキャリーバッグに入ることを嫌がらないよ
うに、日頃から慣らしておきましょう。
◦人 や他の動物を怖がらないように慣らしておきま
しょう。
◦決 められた場所で排泄ができるようにしておきま
しょう。
◦各種ワクチン接種をしておきましょう。
◦寄生虫の予防、駆除を行いましょう。
◦不妊去勢措置を行いましょう。
◦できる限り室内で飼育しましょう。
※放し飼いだと災害時、行方不明になることがあり
ます。

身体障害者補助犬は、ペットではありません！
身体障害者補助犬とは、身体障害者が同伴する補助犬（盲導犬、介助犬、聴
導犬）のことで、身体障害者の自立と社会参加に資するものとして、身体障害
者補助犬法に基づき訓練・認定された犬です。災害時、身体障害者が避難所な
どへ身体障害者補助犬を同伴して避難した場合は、身体障害者補助犬を拒んで
はならないと法律（身体障害者補助犬法 第四章 施設等における身体障害者
補助犬の同伴等）で定められています。
身体障害者補助犬は、ペットではありません。身体障害者と身体障害者補助
犬を分離せずに受け入れることを常識として、しっかり覚えておきましょう。

詳しくは、総務課 防災係まで。
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地域おこし協力隊が行く 50

其の

続き今年も参加させてもらいました。今年は全道的に
雪不足が叫ばれ、巷では「今年のなかしべつ冬まつり
は中止になるのでは」と噂になっていたようでしたが、
無事に開催されて一安心しました。
今回は、冬まつり会場の準備段階からお手伝いをさ
せてもらい、荷物の搬出作業や降雪時の除雪、提灯付
け作業などを行いました。
お祭り当日は、午前中に少し雪が降りましたが、概
ね好天の中で開催することができました。私は、ジャ
ンボ滑り台の頂上で子どもたちの補助の仕事をしてい
ました。滑り台の上は風も強く、凍えるような寒さで
したが、そんなことはものともせず、子どもたちは元
気よく何度も何度も滑って楽しんでいました。２日間、
絶え間なく滑って並んでいる子どもたちを見て、「大
変な作業だったけど、やりがいがあったな」と感じる
ことができました。また来年も、元気に会場に来てく
れたら嬉しいなと思います。
夜に行われた花火の際はスタッフで警備に携わって
いましたが、自身の担当する場所からは、とてもきれ
いに花火を見ることができました。今年は空気も澄ん
でいて、まさに「中標津の夜空を彩る」煌びやかな花
火だったな、と思います。
会場に来て美味しいものをたくさん食べた人、雪像
作りをした人、イベントに参加した人…今年のお祭り
は楽しかったでしょうか。準備から携わってきた身と
しては、「今年の冬まつりは楽しかった」という声が、
来年以降の励みになります。
また来年もたくさんの方が会場に来ていただける
ことを期待しています！

みなさんこんにちは、地域おこし協力隊
の増田です。
２月８日から９日にかけて、毎年恒例の
なかしべつ冬まつりが行われ、去年に引き

中標津町地域おこし協力隊
メールアドレス

しの

くら

知っ得
ガイド

ますだ

増田

りょうた

瞭汰

masuda@kaiyoudai.jp

契約先が変更になった光回線
「大手通信事業者のコールセンターから利用している光回線の料金がもっと安くなる
と電話がきた。契約中の事業者が料金プランの変更のために連絡してきたと思い話を聞
き了承した。数日後、知らない事業者名で光回線の契約書面が届き契約先が変わったこ
とに気が付いた。
」という相談が寄せられています。

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」

◦大手通信事業者の代理店やコールセンターなど、契約中の事業者を思わせるような電話をかけてきて「今なら安く
なる」などと勧誘し契約を急がせます。
◦契約をしても実際にはほとんど安くならず、必要のないオプション契約をさせられ以前よりも高額な支払いになる
などトラブルになることがあります。勧誘されてもすぐには契約せず、事業者名や連絡先はもちろん、契約の内容、
月額料金、解約の条件などをしっかり確認し、現在の契約内容と比較、検討するなどしましょう。
◦必要のない場合ははっきり断りましょう。

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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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

３月定例会の
開催予定について
日
場

程 ３月２日㈪～12日㈭
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。

家庭菜園の利用者
募集について
暖かくなったら家庭菜園で野菜を栽
培してみませんか？
利用資格 中標津町に居住している方
申込受付 ４月１日㈬から
使 用 料 １区画2,000円（72㎡）
使用期間 ５月12日㈫から
10月31日㈯まで
場
所 中標津町東21条北４丁目
そ の 他 ①肥料および害獣被害防止
柵などは各自でご対応く
ださい。
②複数の区画を利用するこ
とも可能です。
詳しくは、生活課 交通町民相談係
まで。

中標津町プレミアム付商品券
使用期限について
昨年10月１日から使用を開始して
いるプレミアム付商品券について、使
用期限が以下のとおりとなっています
ので、商品券を購入済みの方で未だ使
用されていない方は、期限までに使用
されますようお願いします（商品券の
販売は２月末で終了しています）
。
使用期限 ３月31日㈫
※期限を過ぎた場合は無効となりま
すのでご注意ください。
問い合わせは、企画課まで。

運営協議会委員を
募集しています
北海道後期高齢者医療広域連合では、
住民のみなさんの代表として、制度の
運営に関する重要事項を審議していた
だく運営協議会委員を募集しています。
応募資格 道内在住の満20歳以上の方
（ただし、議員や公務員等

を除く）
募集人数 ５人
任
期 令和２年７月から２年間
（開催は年２～３回予定）
応募方法 北海道後期高齢者医療広域

連合および市区町村窓口に
ある応募要領を参照してく
ださい。
応募締切 ４月30日㈭
選
考 選
 考委員会を設置し、提出
された小論文等により総合
的に委員を選考します。
報 酬 等 １
 日につき5,000円の報酬
と旅費を支給します
問い合わせは、北海道後期高齢者医
療広域連合 ❸011-290-5601まで。

北海道外国人相談センター
移動相談会
北海道外国人相談センターでは、中
標津町とその近くにお住まいの外国人
のために、移動相談会を開催します。
在留（ビザ）
、仕事、税金、年金、子
ども、学校、災害、住まい、結婚・離
婚、家庭での問題など、さまざまなこ
とについて、無料で相談できます。
日
時 ３月８日㈰
午前11時～午後３時30分
場
所 中標津経済センター
２階多目的ホール
問い合わせは、北海道外国人相談セ
ンター ❸011-200-9595まで。

北海道警察官採用試験の
お知らせ
受付期間 ３月１日㈰～４月８日㈬
試 験 日 ５月16日㈯
採用予定人員
○男性Ａ区分 120人程度
○女性Ａ区分
40人程度
○男性Ｂ区分
35人程度
○女性Ｂ区分
15人程度
募集区分
○男性・女性Ａ区分
・学校教育法による大学（短期大学
を除く）等を卒業した方（令和３
年３月末日までに卒業見込みの方
を含む）
○男性・女性Ｂ区分
・Ａ区分以外の方（学校教育法によ
る高等学校に在学中の者を除く）
募集年齢
Ａ・Ｂ区分とも昭和63年４月２日
から平成15年４月１日までに生まれ
た方
願書配布先
中標津警察署 警務課
願書受付先
中標津警察署
中標津町役場
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くらしの広場
March
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問い合わせは、中標津警察署 警務
課 ❸72-0110まで。

海上保安官・海上保安学校学生
募集のお知らせ
海上保安庁では、海上保安官および
令和２年10月期採用の学生を募集し
ます。海上保安官は採用後、海上大学
校において２年間の研修を実施します。
海上保安学校学生は、同校において船
艇乗組員として１年間の教育を受けま
す。
待
遇
海上保安学校は、入学金、授業料が
一切不要で、学生は海上保安官と同様
に、入学と同時に国家公務員としての
身分を与えられ、毎月の給与やボーナ
スが支給されます。
受験資格
〇海上保安官
 平成２年４月２日以降生まれの者
で、大学（短期大学を除く）を卒業
した者および令和３年３月までに卒
業する見込みの者など
〇海上保安学校学生
 令和２年４月１日において、高等
学校または中等教育学校を卒業した
日の翌日から起算して13年を経過
していない者および令和２年９月ま
でに卒業見込みの者など
そ の 他
 試験日程、申込方法、試験内容等
は、人事院ホームページ国家公務員
試験情報ＮＡＶＩをご覧ください。
問い合わせは、根室海上保安部 管
理課 ❸0153-24-4183まで。

登記事項証明書は
かんたん証明書請求がお得です
不動産および会社・法人の登記事項
証明書の交付請求については、迅速か
つ簡単に請求できるよう、インター
ネットを利用した「かんたん証明書請
求」が便利です。
「かんたん証明書請求」を利用した
場合には、窓口や郵便での請求と比較
して手数料が安くなり、法務局の窓口
または郵送での受取の選択が可能とな
るなど、利用される方々に配慮したも
のとなっています。
問い合わせは、釧路地方法務局 中
標津出張所 ❸73-1212まで。

計根別支所
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「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。今年度まだ受診されていな
い方は忘れずに受診しましょう。
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
方で検診日に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。食事をとら
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。
詳しくは、中標津町保健センター
❸72-2733まで。

小学校入学予定児の麻しん風しん
混合ワクチン第２期予防接種のご案内
令和２年度入学予定児の麻しん風し
ん混合ワクチン第２期の予防接種につ
いて、無料で受けられる期間が３月末
までとなっています。母子手帳を確認
し、まだ受けていない方は忘れずに接
種しましょう。
実施場所 町立中標津病院小児科外来
中標津こどもクリニック
古野医院
対
象 平 成25年４月２日～平成
26年４月１日生まれの方
問い合わせは、中標津町保健セン
ター ❸72-2733まで。

高齢者肺炎球菌予防接種の
お知らせ
平成31年４月２日から令和２年４
月１日の期間で65歳・70歳・75歳・
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中標津町役場
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からだをきたえしあわせな家庭にしましょう（町民憲章より）
80歳・85歳・90歳・95歳・100歳 以
上 に な る 方 は 定 期 予 防 接 種 と し て、
2,000円の個人負担で接種できます。
実施場所 町立中標津病院
石田病院
富沢内科医院
中標津こどもクリニック
古野医院
※過去に接種をしたことのある方は
対象外です。
実施期間 ３月31日㈫まで
問い合わせは、中標津町保健セン
ター ❸72-2733まで。

税

金

３月は国民健康保険税(第10期）
の納期です【納期限は３月31日】
今月納期分の指定口座からの振替日
は３月31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）
○ 固定資産税（全て）
○ 国民健康保険税（第１～９期）
○ 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
３月16日㈪

午後６時～午後８時

休日相談日
３月29日㈰

一

児童手当について
次の異動があった場合は、15日以
内に児童手当の手続きが必要です。
●出生・転入・転出したとき
●公務員になったとき・退職したとき
●児童が児童福祉施設等に入退所した
とき
●養育する児童が増減したとき
※手続きに必要なもの
・印鑑
・受給者名義の口座がわかるもの
・健康保険証またはその写し
（出生のときは扶養者の健康保険証）
・個人番号カードまたは個人番号通
知カード（通知カードの場合、運
転免許証等本人確認ができるもの
の提示が必要）
※手続きが遅れた場合、受給できるは
ずの手当が受けられなくなることが
ありますのでご注意ください。
※受給者（父等）のみ、また児童のみ
が転入・転出するときに手続きが必
要な場合があります。
※中学３年生までの児童を養育してい
て受給していない方はお問い合わせ
ください。
※公務員の方は勤務先所属庁から支給
されます。
詳しくは、子育て支援室 子育て給
付係まで。

年金相談所開設のお知らせ
開設日時
４月７日㈫ 午後１時～午後５時
４月８日㈬ 午前９時～午後２時
開設場所
中標津町役場 １階102号会議室
予約申し込みは、釧路年金事務所
❸0154-61-6000または❸0154-616001まで。
※電話をかけると自動音声が流れます。
最初の音声案内で「１」を、次の音
声案内で「２」を押してください。
お客様相談室につながります。

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。

般

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

３月20日㈮

ごみ収集
休

み

最終処分場
休

み

詳しくは、生活課 環境衛生係まで。
計根別支所
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北海道社会貢献賞伝達式

２月１日㈯からエムウェーブ（長
野市オリンピック記念アリーナ）で
開催された「第40回全国中学校ス
ケート競技大会」に出場した６人の
選手が、出場報告と抱負を語ってく
れました。
結果は、広陵中学校３年生が３位、
２年生が７位に入賞するなど、輝か
しい成績を残しました。

令和２年

3

27
日

１月

31
日

北方四島交流功労者
感謝状授与

北方四島交流功労者へ町長より感謝状が授与されました。
今回、感謝状を授与された熊谷氏は、北方四島交流事業においてホームビジット受入家庭とし
て、長年にわたり北方四島在住ロシア人との交流にご尽力いただきました。
熊谷氏は、ご自身で勉強し習得されたロシア語を用いて、親戚宅でのロシア人ファミリー受入
を手伝ったことをきっかけに、これまでホームビジットの受入６回のほか、北方四島への訪問事
業に参加し北方四島在住ロシア人との親交を深めていらっしゃいます。

１月

全国中学校
スケート大会出場挨拶

今年度で結団16年目を迎えた「緑
１月
の少年団 なかしべつ冒険クラブ」
に対し、北海道知事から北海道社会
貢献賞（森を守り緑に親しむ功労者）
日
が送られました。
なかしべつ冒険クラブは、緑の募金活動
や林業体験など森や緑に通じた活動をはじ
め、キャンプや登山など自然を対象とした
野外活動を行なっている団体で、少年団が
受賞するのは道内初となります。
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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。
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100%植物油型インキ「ナチュラリス100」を使用しています。

23,379（－13）
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11,883（－15）
11,288（－ 3）
（

誕生 12人

死亡 19人

転入 45人

）内は前月比

転出 51人

乳用牛飼養戸数 292戸 乳用牛飼養頭数 41,646頭
※各農協２月１日現在データ

