最後の卒業式
３月末で閉校となった俵橋小学校。
卒業生４人が思い出深い校舎から
巣立っていきました。
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なかしべつの予算

令和２年度

中標津町の令和２年度予算が決まりました。４月から予算に基づきさまざまな施策を実行してい
きます。
中標津町の今年度の予算は、
「令和２年度予算編成方針」や「行財政健全化緊急対策方針」に基づき、事業の優先
度や効果を充分検討した上で予算編成にあたり、一般会計予算は140億８千万円となりました。
しかし、ここ３年間で町債の借入残高が約６億５千万円増えていることや、町の貯金である基金残高が15
億８千万円減っていることなど、これまでの行財政運営を維持していくことが困難な危機的状況です。
そのため、人口減少を見据えた抜本的な施策の見直しや徹底した歳出の削減・効率化、歳入確保などにより、安定
ナン バ ー ワン
的な財政基盤を確立し、利便性が高く住みやすい「住みやすさＮＯ. １のまち」を目標に取り組んでいきます。

中標津町の予算規模
令和２年度予算

令和元年度予算

A

140億8,000万円

144億9,600万円

△4億1,600万円

△ 2.9％

国民健康保険事業特別会計

27億5,681万円

27億2,770万円

2,911万円

1.1％

特

後期高齢者医療特別会計

2億8,439万円

2億6,805万円

1,634万円

6.1％

別

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

15億6,340万円

15億7,194万円

△ 854万円

△ 0.5％

会

会

町 営 牧 場 特 別 会 計

6,375万円

7,804万円

△ 1,429万円

△18.3％

下 水 道 事 業 特 別 会 計

11億5,179万円

10億1,124万円

1億4,055万円

13.9％

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

5億6,413万円

4億4,716万円

1億1,697万円

26.2％

一

計

区

般

分

会

計

計

計
小

計 A ＋ B

減

額

伸

率

B

63億8,427万円

61億

413万円

2億8,014万円

4.6％

C

204億6,427万円

206億

13万円

△1億3,586万円

△ 0.7％

47億6,930万円

5,452万円

1.1％

△ 2,811万円

△ 2.8％

病

院

事

業

会

計

D

48億2,382万円

水

道

事

業

会

計 E

9億7,591万円

計

C＋D＋E

262億6,400万円

合

増

10億

402万円

263億7,345万円

△1億

945万円

△ 0.4％

（617,,955円）
町民１人あたりの行政経費 602,
602,843円（617
令和２年２月29日現在の人口23,356人で、町民１人あたりの行政経費を算出しました。
※（

お年寄り・
子どもなど
の福祉のた
めに

106,098円
(107,543円)

健康を守るために

71,836円
(71,777円)

教育のために

74,064円
(70,719円)

ごみの焼却や
し尿処理に

43,159円
(34,210円)

商工業のために

3,694円
(3,981円)

道路・排水・
公園整備な
どに

60,555円
(79,312円)

農林業のために

26,077円
(36,786円)

借入金返済に

71,396円
(70,277円)

）内は前年度額

消防・救急活動に

19,151円
(19,249円)

その他の町
民サービス
などに

126,813円
(124,101円)
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一般会計予算の内訳（

）
内は対前年度伸率

その他
13億3,660万円
9.7％
（△2.3％）
町 債
15億9,800万円
11.3％
（△6.8％）

歳

歳入合計
140億8,000万円

道支出金
10億1,737万円
7.2％（△8.6％）

地方交付税
48億771万円
34.1％
（2.8％）

国庫支出金
12億7,402万円
9.0％
（△6.4％）
使用料及び手数料
2億9,733万円
2.1％
（3.4％）

主な増減内容

○国庫支出金 対前年度 8,719万円減
・泉保育園建設のための補助の終了などによるもの
○繰入金 対前年度 2億2,486万円減
・町の貯金からの取り崩し抑制によるもの

その他
15億1,357万円
10.7％
（△2.5％）

投資的経費
20億5,573万円
14.6％（△16.8％）

（予算区分の説明）

○町
税：町民のみなさんが納める税
○地方交付税：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
○使用料及び手数料：公共施設などの利用料金や印鑑証明などの証
明書発行に係る手数料など
○国庫支出金：特定の事業を行う場合に、国から交付される
負担金や補助金など
○道 支 出 金：特定の事業を行う場合に、北海道から交付さ
れる負担金や補助金など
○繰 入 金：町の貯金からの取崩金や、公共施設の建設費
借入金の返済に使用するための貯金の取崩金
など
○町
債：道路や学校などの高額な事業を行うために借
り入れるもの（借金）
○そ の 他：地方譲与税、利子割交付金、地方消費税交付金、
分担金及び負担金、財産収入、諸収入など

町 税
32億755万円
22.8%
（△0.02％）

繰入金
5億4,142万円
（△29.3％）
3.8％

入

歳出(性質別)

人件費
20億7,792万円
14.8％
（5.0％）

歳出合計
140億8,000万円

繰出金
24億3,289万円
17.3％（△0.9％）

○人
○物

物件費
20億5,397万円
（△5.4％）
14.6％

補助費等
22億7,841万円
16.2％
（2.7％）

○町債 対前年度 1億1,700万円減
・事業終了や借入抑制によるもの

（予算区分の説明）

件
件

費：職員の給与や議員の報酬など
費：公共施設の電気代や水道代、除排雪経費、学
校給食に要する材料費など
○補 助 費 等：外部団体等に対する補助金や負担金など
○公 債 費：長期に借り入れた町債（借金）の返済金
○繰 出 金：一般会計から特別会計や企業会計に対し、収
支不足補てんや国の基準に基づき支出するも
の
○投資的経費：道路・学校・公園などの整備に要する経費
○そ の 他：扶助費、維持補修費、積立金、貸付金、予備
費の合計

主な増減内容
○補助費等 対前年度 6,012万円増
・幼児教育無償化に伴う経費が１年分になることによるもの
○投資的経費 対前年度 4億1,490万円減
・国、道の補助金による事業の減、町債借入抑制による減

公債費
16億6,751万円
11.8％
（1.1％）

一般会計から特別会計・企業会計への繰出金の内訳
繰

出

先

会

計

企業会計
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増減額

伸

率

1億8,775万円

2億

169万円

△1,394万円

△ 6.9％

介護保険事業特別会計

2億5,867万円

2億6,892万円

△1,025万円

△ 3.8％

下 水 道 事 業 特 別 会 計

3億8,167万円

3億8,088万円

79万円

0.2％

14億2,191万円

14億3,069万円

町 営 牧 場 特 別 会 計

簡易水道事業特別会計
合

令和元年度

国民健康保険事業特別会計

後期高齢者医療特別会計

特別会計

令和２年度

病

院

事

業

計

会

計

8,640万円

1,730万円

7,919万円

24億3,289万円

8,365万円

1,569万円

7,469万円

24億5,621万円

275万円

161万円

450万円

△ 878万円

△2,332万円

3.3％

10.2％
6.0％

△ 0.6％
△ 0.9％

令和２年度予算の主な事業の内容
政策

政策

町の基本指針である「第６期中標津町総合発展計画」では、まちづくりの基本目標を６つの分野に分けています。それぞ
れの分野に基づく主な予算の使い道をお知らせします。

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」

2,024万円

日本語学校誘致・共生社会推進事業（外
国人との共生に向けた各種取り組み）

183万円

容

コミュニティーセンター等整備事業
（解体・改修・移転）

泉保育園・認定こども園に係る運営経
費負担金など

4億6,301万円

容

279万円

内

内

議会報告会の開催、議会だよりの発行、
議会モニター制度など

２．健やかでやさしいまちづくり
「健康・福祉・医療分野」

各種相談・健康検査（妊婦・産婦・乳
幼児等）、新生児聴覚検査・産後ケア
事業など

3,248万円

各種予防接種（ロタウイルスワクチン
定期接種化に伴う公費負担など）

5,754万円

政策

政策

３．力みなぎる産業のまちづくり
「経済・産業分野」

容

知床・地方版図柄入りナンバープレー
ト導入事業（普及・啓発・公用車への
導入など）

28万円

地方雇用活性化推進事業（根室管内４
町連携による雇用創出事業）

370万円

市街地および郊外道路の道路整備（改
良・舗装・補修など）

3億3,912万円

容

301万円

内

内

私有林等整備促進事業（私有林整備に
対する補助、各種植樹事業など）

４．利便性のある調和のとれたまちづくり
「生活基盤分野」

防雪柵設置、除雪トラック２台・グ
レーダー１台の購入など

1億8,979万円

公営住宅建設事業（泉団地外周道路、
2億7,500万円
東中団地建設）
政策

政策

５．安全・安心で快適なまちづくり
「生活環境分野」

1,638万円

上水道浄水施設・簡易水道浄水施設・
下水道終末処理施設整備

8億5,480万円

容

容

災害時に使用する備蓄品・資機材の整
備、防災訓練の実施など

内

53万円

内

NET119緊 急 通 報 シ ス テ ム 構 築 事 業
（チャット機能による119番通報シス
テム）

６．人が輝き歴史と文化を育むまちづくり
「教育・文化分野」

計根別幼稚園運営管理経費（満３歳児
受入・預かり保育時間延長体制整備な
ど）

1,167万円

広陵中学校長寿命化改良事業（実施設
計・外構改修設計・地質調査）

6,884万円

農業高校就学支援等（体育館建設、海
3億7,413万円
外研修事業、通学費補助（全額）など）

一般会計における借入金・基金残高の推移
基金残高

単位：億円

40.0

借入金残高
189.0

36.0
32.0
28.0
24.0

18.5

188.0

15.1

財調・減債※1

20.0

8.0
4.0
0.0

186.0
10.0

16.0
12.0

190.0

187.4
5.3

16.9
18.0

16.6

181.7
Ｈ28

181.6

Ｈ29

Ｈ30

188.1

186.0

町の借入金は、道路整備、公営住宅建設、
学校整備などを実施するために借り入れを行
なっています。
近年、事業増加に伴い借り入れが増えてお
り、借入残高は年々増加の傾向にあります。

185.0

3.0

15.0

13.2
特定目的基金※2
Ｒ1

187.0

借入金残高

Ｒ2

184.0
183.0
182.0
181.0
180.0

基金残高
町の貯金である基金は、公共施設の整備な
どに伴う財源不足や基金の活用目的に応じた
取り崩しを行い、令和２年度の年度末残高は
16億1,902万円となる見込みです。

※１ 財政調整基金・減債基金の略であり、財源不足時や災害等の緊急時、借入金の償還などに用いる基金
※２ 総合体育館建設基金や地域振興基金などの決められた目的のために用いる基金
●令和元年度および令和２年度については、各年度末の見込み額です。
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今年度のふるさと納税の活用事業をお知らせします
ふるさと納税によってみなさんからいただいた寄附をどのように活用していくか、令和２年度の活用事業をお知
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。

■寄附金活用事業（令和２年度事業）
北海道日本ハムファイターズパートナー
協定推進事業 活用額59万円

なかなか健康なかしべつ

「スポーツ・観光・食と
健康」を柱とした、地域活
性化に繋がる取り組みを行
います。具体的な事業は広
報紙等で町民のみなさんに
お知らせしますので、どうぞご参加ください。

健康ポイント事業、総
合体育館を活用した運動
教室等を実施します。抽
選で景品が当たりますの
で、ポイントを集めて、
ご応募ください。

日本語学校誘致・共生社会推進事業

広陵中学校長寿命化改良事業

日本語学校の誘致に取
り組みます。また、外国
人留学生や町内在住技能
実習生と町民の交流を通
じ、相互理解を深めると
ともに地域の魅力を世界に発信します。

水捌けの悪い、広陵
中学校グラウンド改修
設計に寄附金を活用し
ます。

活用額133万円

日体大連携協定事業

活用額60万円

日本体育大学のラグビー部、陸上部等を受け入れ、
町民と大学生との交流を通じて、連携協定の推進を
図ります。

埋蔵文化財分布確認調査事業

活用額1,615万円

知床ナンバー導入
事業

畜産食品加工研修
センター事業

知床ナンバーの導入
周知としてカラー図柄
版知床ナンバー公用車
導入やその他周知活動
に取り組みます。

熟成庫冷凍機・冷蔵
庫・ストーブなど、畜
産食品加工研修セン
ターの設備を更新しま
す。

活用額28万円

活用額104万円

活用額91万円

昨年度に引き続き、標津川９遺跡の発掘調査を
札幌学院大学との連携協定事業として実施します。

牛乳消費拡大推進
委員会への負担金

農業高校体育館備
品整備事業

イベント等での牛
乳・乳製品のＰＲや、
牛乳消費拡大応援条例
のＰＲを行
います。

10月 に 農 業 高 校 体
育館が完成する予定の
ため、体育器具を整備
します。

活用額70万円

活用額100万円

活用額82万円

母子保健事業

活用額213万円

特定不妊治療費助成事業、産婦健康診査事業、産
後ケア事業に寄附金を活用し、妊娠前から子育て期
にわたる切れ目のない環境づくりに取り組みます。

■お礼品の取扱事業者募集

町では、ふるさと納税のお礼品の取扱事業者を随時募集しています。関心のある事業者・生産者は、以下までお
問い合わせください。

問い合わせは、企画課 企画調整係まで。
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令和２年度
乳幼児健診
・相談等
４月

５月

保健センター母子保健事業
■会場：保健センター
■３週間程前に対象の方へお知らせ等を送付します。ご都合の悪い場合はご連絡くだ
さい。人数により受付時間が変更となる場合があります。
■（ ）内は対象となる生まれ月です。
■離乳食教室は予約制です。第２子以降で出席希望の方はお問い合わせください。
６月

７月

８月

９月 10月 11月 12月 １月

２月

３月

離 乳 食 教 室 ７日 12日 ９日

２日

４日

１日

２日

４日

８日 10日 ８日

７日

（R2.2）
（R2.3）
（R2.4）
（R2.5）
（R2.6）
（R2.7）
（R2.8）
（R2.9）
（R2.10）
（R2.11）
（R2.12）
(満２～３か月児の第１子) （R2.1）

３～４か月児健診 22日 27日 24日 29日 26日 30日 28日 25日 23日 27日 24日 17日

（R2.1）
（R2.2）
（R2.3）
（R2.4）
（R2.5）
（R2.6）
（R2.7）
（R2.8）
（R2.9）
（R2.10）
（R2.11）
(満３～４か月児)（R1.12）

受付時間
13:00～13:15
12:45～13:30

７～８か月児相談 24日 22日 25日 30日 27日 29日 29日 26日 24日 26日 25日 16日

9:30～10:30

１ 歳 児 相 談 21日 11日 16日 13日 18日 15日 22日 16日 14日 18日 ９日

9:30～10:30

（R1.9）
（R1.10）
（R1.11）
（R1.12）
（R2.1）
（R2.2）
（R2.3）
（R2.4）
（R2.5）
（R2.6）
（R2.7） 13:30～14:30
(満７～８か月児) （R1.8）

９日

（R1.5）
（R1.6）
（R1.7）
（R1.9）
（R1.10）
（R1.11）
（R1.12）
（R2.1）
（R2.2）
（R2.3） 13:30～14:30
（R1.8）
(満11～12か月児)（H31.4）

１歳６か月児健診 15日 20日 17日 ８日 19日 16日 14日 18日 ９日 20日 10日 10日

（H30.10）（H30.11）（H30.12）
（H31.1）
（H31.2）
（H31.3）
（H31.4）
（R1.5）
（R1.6）
（R1.7）
（R1.8）
(満１歳６～７か月児)（H30.9）

12:40～13:20

9:30～10:30
（H30.5）
（H30.6）
（H30.7）
（H30.8）
（H30.9）
（H30.10）（H30.11）（H30.12）
（H31.1）
（H31.2）
（H31.3） 13:30～14:30
(満１歳11か月～満２歳児)（H30.4）

２ 歳 児 相 談 14日 ７日

８日

３日

３日

８日

６日

９日

３日 14日 １日

１日

２歳６か月児歯科健診 16日 14日 11日 22日 20日 17日 15日 12日 10日 21日 18日 11日

（H30.1）
（H30.2）
（H30.3）
（H30.4）
（H30.5）
（H30.6）
（H30.7）
（H30.8）
（H30.9）
(満２歳５～６か月児) （H29.10）（H29.11）（H29.12）

３ 歳 児 健 診 ８日 13日 10日 １日

５日

２日

７日 11日 ２日 13日 ３日

３日

（H29.4）
（H29.5）
（H29.6）
（H29.7）
（H29.8）
（H29.9）
（H29.10）（H29.11）（H29.12）
（H30.1）
（H30.2）
(満３歳～満３歳１か月児)（H29.3）

13:00～13:20
12:40～13:20

新たな事業が始まります！
新生児聴覚検査費助成
お子さんの聴こえに関する異常の早期発見と早期療
育につなげ、ことばの発達への影響を最小限に抑える
ことができるよう、検査の費用を助成します。対象と
なる方へは個別にお知らせします。
■対
象 令和２年４月１日以降に産まれた方
■上 限 額 5,500円まで
■内
容 自動ABRまたはOAE

特定不妊治療費助成
（内容変更）

が
補助額
初回の
した！
ま
え
に増
10万円

初回10万円、２回目・３回目は５万円を上限に助成

母乳育児相談

母乳育児を希望する方や、ミ
（産後ケア事業） ルクの飲ませ方に不安がある方
などを支援するため、お子さんが１歳になるまでの間、
１人１回に限り1,000円で母乳育児相談を受けるこ
とができるようになりました。ご利用に際し、利用券
が必要となりますので、ご希望の方は保健センターへ
申請してください。
■実施機関

・町立中標津病院
・母乳相談室るここ（小川助産所）
・助産院マタニティアイ（釧路町）

妊娠を希望し、不妊治療を行う方を支援するため、
体外受精や顕微授精にかかる費用について、１回の
治療にかかった費用が北海道の助成額を超えた場合、
自己負担分の一部を合計３回まで助成します。

■対
象 以下の全てに該当する方
①北海道特定不妊治療費助成交付を受けた
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
③他の市町村で同じ治療に対して助成を受けていない
④町税等を完納している
詳しくは、町ホームページをご覧ください。

問い合わせは、中標津町保健センター ❸７２－２７３３まで。
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◆ 中標津泉保育園が移転しました ◆
待機児童および保育のニーズに対応するため、中標
津泉保育園の園舎を新築し、移転しました。
定員をこれまでの90人から120人に増員していま
す。

【中標津泉保育園】
住

所：西12条北９丁目１番地３（泉児童公園隣り）
設置者：社会福祉法人 中標津有隣福祉会

◆ 児童館整備・移転等について ◆
西児童館は、秋頃に旧泉保育園に移転します。旧泉
保育園は、児童館と地域コミュニティー機能を併用し
た施設になります。なお、平成29年11月から長期間
休館していたわんぱく児童館は、建物の床に沈みが見
られたことにより利用できないことから閉館（解体）
させていただきます。地域のみなさんには大変ご迷惑
をおかけしますが、同じ丸山小学校区にある「なかよ
し児童館」をご利用くださいますようお願いします。
令和２年５月より、保護者ニーズの多かった長期休
業日の昼食時間については、児童クラブ同様、一般来
館児童もお弁当を持参していただければ午前、午後通
して利用できることとな
りました。また、利用の
少ない土曜日は「みらい
る」
「えみふる」に統合
した受け入れを実施しま
す（なかよし・西児童館
は土曜日休館）。

◆ 中標津町子育て支援（預かり保育）事業 ◆

町では、「病児保育事業」
「一時預かり保育事業」
「ファミリー・サポート・センター事業」を実施しています。利用
するためには事前登録（無料）が必要です。登録希望の方は、印鑑をお持ちのうえ、子育て支援室（役場１階窓口④番）
までお越しください。なお、実際に利用する際は、各事業所に事前の予約が必要です。
一 時 預 か り 保 育 事 業
事 業 名
病 児 保 育 事 業
中標津市街地
計根別市街地
病気の治療中または回復期で保
保護者の就労や傷病、育児疲れやリフレッシュのため、一時的にお
事 業 内 容 育園等が利用できないお子さん
子さんを預かる事業
を預かる事業
NPO法人子育てサポートネットる・る・る
中標津町
運
営
者
医療法人社団なかよし
利用可能日
月～金曜日（祝日、年末年始12/31～1/5を除く）
最大利用時間
午前８時～午後６時
午前９時～午後５時
生後６ヶ月～３歳に達する年度の末日
対象年齢等
生後６ヶ月～小学３年生
生後６ヶ月～小学就学前
登録受付場所
子育て支援室
（役場１階窓口④番）
計根別こども館『えみふる』
計根別南２条東３丁目１
予 約 受 付・
東13条北６丁目
東14条北１丁目
計根別こども館『えみふる』
内
預 か り 場 所 『中標津こどもクリニック』
内
子育てサポートネット『る・る・る』内
電 話 番 号
０８０-５５９９-８３１１
７２－３２５９
７８-２２５５
５時間未満 １，
５００円
【３歳未満】４時間未満１，６００円、４時間以上３，０００円
１回あたりの
５時間以上 ３，
０００円
【３歳以上】４時間未満１，２００円、４時間以上２，２００円
利用者負担額 ※町民税非課税世帯や生活保護
※年齢は、年度初日時点の年齢で区分します。
世帯には減免措置があります。

問い合わせは、子育て支援室まで。

ファミリー・サポート・センター事業提供会員募集のお知らせ
ファミリー・サポート・センター事業は、子育ての手助けをしてほしい人（依頼会員）と子育ての手伝いができる人
（提供会員）とで会員組織をつくり地域での子育てをみんなでサポートする仕組みです。
子育ての手伝い（子どもの預かりや送迎）ができる提供会員を募集しています。自宅での預かりが不安な方は、
「る・
る・る」の施設内で預かることも可能です。少しの
令和２年度提供会員講習会
時間でも預かりや送迎ができる方、自分の子どもと
■日
時 5月18日㈪、19日㈫、25日㈪、26日㈫
一緒に自宅預かりができる方、ファミリー・サポー
午前９時30分～午後４時
トに興味をお持ちの方は、気軽にご相談ください。
※看護師、保育士、教員資格をお持ちの方は、
18・19日のみの受講でも可
■提供会員の要件 
■場
所 NPO法人子育てサポートネットる･る･る
・20歳以上で心身ともに健康な方
■申込締切 ５月11日㈪
・提供会員講習会を受講した方

問い合わせは、
（受託事業者）NPO法人子育てサポートネットる･る･る
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❸72-3259まで。

中標津町一般廃棄物最終処分場開場時間変更のお知らせ
４月１日より、一般廃棄物最終処分場の開場時間を以下のとおり変更しましたのでお間違えのないようにご利用を
お願いします。

開場時間

３月31日まで

４月１日から

午前９時～午後５時

午前10時～正午
午後 １ 時～午後 ５ 時
※正 午から午後１時までごみ
の受付はできません。

問い合わせは、生活課 環境衛生係まで。

■■■

有害鳥獣駆除が始まります

■■■

町では農業被害防止・個体数調整のため、銃器による有害鳥獣駆除を実施します。
○エゾシカ：５月11日～９月30日
○カラス・キツネ：４月～３月（通年）
○ヒ グ マ：４月１日～30日（捕獲技術者育成のため国有林内で実施）

＜町民のみなさんへ＞
山菜採りや魚釣りのため、山や林道を歩かれる方も多いと思います。
目立つ色の服を着用し、ハンターに誤認されることを防ぐとともに、ヒグマと遭遇する危険性を減らすた
め鈴やラジオを携帯して自身の存在を知らせましょう。
また、草地や国有林に立ち入る際は、地権者の了承を得て情報を入手しましょう。

問い合わせは、農林課 自然環境係まで。

人生100年時代の高齢化社会をどう生きるか
みんなで考えてみませんか
今から40年前、シルバー人材センター創立の提唱者、元東大学長の大河内一男先生が

き じゅ

いわ

た

さん が

「喜寿（77歳）祝うに足らず。傘賀（80歳）いまだ青春。
」と言われ、さらに「働くこと
と提唱されたのです。
そして40年たった今、人生100
さん が

いわ

年時代と言われ、傘 賀（80歳）祝
た

べい じゅ

うに足 らず、米 寿（88歳）いまだ
青春と書き換えられる時代になり
ました。この高齢化社会をどう生き
るか、みんなで考えてみませんか。

高齢者が元気で働く
風景は街を
明るくします︒
高齢者にとって健康で
働けるのは最大の
幸せです︒
友だちができ︑
毎日が楽しく
過ごし︑しかも
高齢者にしては
結構な収入
ですから
家族の存在感を
確保します︒
去年も七十歳前後の
方々が入会
しました︒
あなたも
入会しませんか︒

は生きることです。
生きることは働くことです。これぞ高齢化社会に生きる真実の姿です。」

シルバーでは今年も新しい仲間の入会をお待ちしています
まちを創る主人公・主体者は、わたくしたち高齢者です。あなたも会員になって、「生きがい」
と「社会的存在」を示しませんか。シルバー人材センターは根室地方でたった一つの公益法人で、
国および地方公共団体より補助金を交付されている公共性の極めて高い団体です。
報酬は仕事の内容によりますが、880円～1,000円で、働く時間は１日、４時間～６時間程度です。
公益社団法人

中標津町シルバー人材センター

中標津町大通北１丁目

❸79-1234
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公式戦観戦
者
北海道日本ハムファイターズ 募集のお
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。
球団のご厚意でもあり、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、以下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

４月26日㈰

午後２時

東北楽天ゴールデンイーグルス

50人

Ｃ指定席

②

５月31日㈰

午後２時

中日ドラゴンズ

50人

Ｃ指定席

③

８月23日㈰

午後２時

東北楽天ゴールデンイーグルス

50人

Ｃ指定席

④

９月21日㈪

午後１時

埼玉西武ライオンズ

50人

Ｃ指定席

２．申込資格
中標津町民の方
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）。
※お電話での受付はしませんのでご注意ください。
※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（http://www.nakashibetsu.jp/）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 中標津町役場 企画課
メールアドレス：nakasi-t@aurens.or.jp ❹７３－５３３３
５．申込締切日
◦①、②の観戦試合日については
◦③、④の観戦試合日については

４月16日㈭
７月31日㈮

６．結果通知
 ①、②については４月20日頃、③、④については８月10日頃に直接チケット
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。
◦主催者側の判断により観戦中止となる場合がありますので、ご了承ください。

問い合わせは、企画課まで。
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思いやりとふれあいのまちづくりを応援します！
！
平成24年に制定された中標津町自治基本条例では、
「情報共有・町民参加・協働」という自治の基本原則が決め
られており、中標津町の自治はこれに基づいてすすめられます。原則の３つ目にある「協働」とは、町民・議会・
行政が対等な立場で理解しあい、ともに汗をかき、住みよいまちづくりを目指すことです。個性的で魅力的なまち
づくりを行うために、町民が参画し、さらには主体となる協働のまちづくりが求められます。
このようなことから、以下の制度により思いやりとふれあいのまちづくりを応援します。

フロンティア事業推進補助金
（町）
町では、地域のために活動していただけるリーダーの育成や、
住民参加のまちづくりの推進を図ることを目的として、フロン
ティア基金を活用し、各分野における人材の育成および町民が
新たに取り組む事業など、自主的な活動に要する経費の一部を
補助します。
申請を希望される場合は、５月８日㈮までにご相談ください。
■対象事業：①人材育成事業
②交流推進事業
③コミュニティー推進事業
④地域、産業おこし事業など
※一事業につき一度限りの補助となります
■補 助 率：事業費の２分の１以内（補助金：５～10万円）

地域づくり総合交付金
「地域づくり推進事業」
（北海道）
北海道根室振興局では、地域の特色を活かした
さまざまなまちづくり活動や産業の振興・環境の
保全などの取り組みに要する経費の一部に対し、
交付金を交付します。
昨年度は、町にご相談いただいた団体のうち１
団体に対して交付されています。
■補 助 率：事業費の２分の１以内
（補助金：10～300万円）

詳しくは、経済振興課 地域振興係まで。

地域まちづくり事業補助金
地域まちづくり事業補助金は、都市計画マスタープランにおける地域別の街づくり構想などの実現に向けて、地域自
ら取り組むまちづくり事業に対し、予算の範囲内で支援します。地域まちづくり活動にご活用ください。
■対 象 者：都市計画マスタープランに沿った、営利を目的としない団体・町内会など
■対象事業：都市計画マスタープランの地域別まちづくり構想の方針に基づくもの
①町民が身近な地域のまちづくりに自発的に関わるための事業
②地域の特性を踏まえた都市づくりやまちづくりを進めるための事業など
【代表的な例】 憩いの場づくり事業、花と緑のまちづくり事業、景観づくり事業、自然環境保全事業、自然ふれあい推
進事業、コミュニティ・交流活動推進事業など。内容等を事前に審査し決定します。
■補 助 率：事業費の10分の６以内
■予 算 額：補助金総額30万円

詳しくは、都市住宅課 街づくり推進係まで。

社会貢献活動原材料支給制度
町では、企業や町内会・町民活動団体との協働を推進するため、企業などが行う環
境整備などの社会貢献活動に必要な原材料の一部を予算の範囲内で支援します。
今年度中に社会貢献活動を計画している企業・町内会・町民活動団体は４月24日
㈮までに手続きが必要となります。

詳しくは、企画課 行政改革・協働推進係まで。

…… 中標津町河川水質調査結果について ……
町では、毎年、環境保全に資することを目的に河川水質調査を行い、清浄な水
質を維持しています。調査箇所は、中標津町を流下する標津川と当幌川の上流部
と下流部の４箇所で、令和元年度の水質調査結果を町ホームページに掲載してい
ますので、ご覧ください。

問い合わせは、生活課 環境衛生係まで。
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「こんにちは。地域包括支援センターです」
地域包括支援センターは、
高齢者のみなさんが住み慣れた地域で安心した生活を続けられるように総合的な相談・
支援を行う機関です。中標津町は役場介護保険課介護支援係が地域包括支援センターとなっています。
主な仕事は…
●介護予防を応援します！
介護予防教室を企画したり、
要支援１・２の方の介護予防ケ
アプランの作成を行います。

●高齢者の権利を守ります！
高齢者虐待の早期発見・把握に努めます。また、
消費者被害の防止、成年後見制度の利用など、財産
管理について相談・支援を行います。

●さまざまな問題に対応します！
高齢者に関するさまざまな相談を受け、必要な
サービスにつなげます。

●地域の繋がりを強めます！
地域のケアマネジャーへの支援、医療・保健・介
護・福祉などのさまざまな機関との連携を進めます。

困ったときは、地域包括支援センターにご相談ください。主任ケアマネジャー・保健師・社会福祉士などが中心
となり連携を取りながら相談に応じます。

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
「つまずいたり、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
〈場

間〉 午後１時30分～午後２時30分
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
日

程

内

① ５月11日㈪
② ５月25日㈪
③

６月８日㈪

〈定
員〉 30人（先着順）
〈参 加 費〉 無 料
〈申込方法〉 ４ 月30日㈭までに電話にてお申し込
みください。
〈そ の 他〉 動きやすい服装で、汗拭きタオルや飲
料水・筆記用具などをお持ちください。

容

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

講

師

地域包括支援センター

④ ６月22日㈪

食生活について

保健センター

⑤ ７月13日㈪

軽体操

らくらく体操指導員

⑥ ７月20日㈪

口腔ケアについて

保健センター

保健師

管理栄養士
新田 美枝子 氏

歯科衛生士

申し込み・問い合わせは、地域包括支援センター（介護保険課 介護支援係）まで。

『ＡＦくらぶ』会員募集のご案内
畜産食品加工研修センターでは、令和２年度『ＡＦくらぶ』会員の募集をします。
『ＡＦくらぶ』とは、研修センターの製品（地元の牛乳で作った乳製品、道東産の肉で作った
肉製品）をご愛顧いただく会で、店頭販売していない製品を数多く販売しています。
募集期間 ４月３日㈮～17日㈮まで
募集人数 50人程度
頒布期間 令和２年６月～令和３年３月（毎月またはお好きな月を選んで購入できます）
主な製品内容

チーズ（６種類）
、ウィンナーソーセージ（８種類）、ビーフジャーキー（２種類）、ボロニアソー
セージ、ベーコン、ハム入ソーセージ、フランクフルト、ロースハム、ローストビーフ、スモー
クビーフ、ヨーグルト ※上記の製品をセットにし、月替えで頒布します。
案内書を希望する方は、以下までお問い合わせください（土日祝日除く）。

申し込みは、畜産食品加工研修センター
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❸７８－２２１６まで。

防災ワンポイント

じゃがいもずきん
「ききぼう」くん

第78回

あなたの家は、
大丈夫？

地震対策
『家具の固定』

新年度がスタートしました。就職や転勤、引っ越しなど新居での新たな生活が始まった人は
もちろん、今までと同じ家や部屋でも、好みの家具やずっと欲しかった電化製品を購入し設置
したりなど、
家の中の雰囲気を変え心機一転する良い時期になりました。ですが、ちょっと待っ
て！あなたの家は、大丈夫ですか？
雨や雪などの気象の場合なら、天気予報などで事前にこれから発生する災害に備えることは
できます。しかし、地震の場合、今の科学では100％、地震の発生年月日を予測することは不
可能です。いつ起こるか分からない地震に備えて、まずは、一番簡単な地震対策『家具の固定』
からはじめ、家の中に、どんなに大きい地震が起きても慌てることなく、安心して避難できる
安全なスペースを確保しておきましょう！

地震に備え、
『家具の配置』や『家具の固定』を見直しましょう!!

部屋のスペースに余裕がある場合は、大きな地震が起きても
何も倒れてこない、何も落ちてこない安全な空間（スペース）を作ることをオススメします。

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 51

其の

地域おこし協力隊として中標津町に移住
して３ヶ月が過ぎました。
仕事・私生活ともにたくさんの方々に助
けていただき、人の温かさを感じながら楽
しい日々を過ごしています。
２月14日～16日にかけて協力隊の活動
として、道東の冬の魅力を海外へ発信する
ため、３人の台湾有名インフルエンサー
（Ｓ
ＮＳなどを通じて多くの人に影響力を与え
る行動力のある人物）にお越しいただきま
した。
標津町ではスノーシュートレッキング
と鮭の山漬を使ったお茶漬け作り、羅臼

町ではクルーズ船から野鳥観察や昆布ヒレ狩り、別海町では氷平
線ミニウォークなどを体験してもらい、後日各自のInstagramや
Facebookにこの地域の魅力を配信してもらいました。
中標津町では、冬の農地を利用したスノーラフティングを体験し
「スリル満点で目的地へ着くまでの道のりも雪原が広がり魅力的」
と感動していました。そのほか、地元の生乳を使用したバター作り
なども体験しました。
また、観光に対しての意見交換会も開催し、中には厳しいご意見
もありましたが、これまでに100回以上来日経験があり北海道にも
何度も来ている参加者からは、
「道東に来て現地の人と一緒に色々
な体験をすることで増々北海道が好きになった」
、
「ここに来れば旅
行者がイメージする〝北海道〟が体感できる」など、この地域で受
けた感動を伺いました。
私は現在、協力隊として観光のお仕事をさせていただきながら冬
の観光の伝え方・あり方を考えていますが、今回同行した中で印象に残った言葉がありました。開陽台にて「どん
なに寒くたってこんな景色があるなら全然平気。目的があれば、天候や気温は気にしない」と。
これからは、どのような観光地にしようではなく
どのように見せるかが重要であり、普段何気なく通っ
さいとう
み き
ていた道や近所のお店が人気観光地になり得ると感
中標津町地域おこし協力隊 斉藤 美葵
じました。小さなことにでも気づけるよう常にアン
メールアドレス saito@kaiyoudai.jp
テナを張りながら、この町の良いところ ・温かな人
間性を伝えていければと考えています。

しの

くら

知っ得
ガイド

新型コロナウイルスに便乗した
不審なメールにご注意ください
新型コロナウイルスの流行拡大に伴い「マスクを無料で送付する、手続きはこちらとＵ
ＲＬが添付されたメール」や、「マスクの注文を受けるのでクレジットカード情報を入力
するよう促す内容のメール」が突然届いたと全国の消費生活センターに相談が寄せられて
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」

◦心当たりがなく、送信元の確認ができない不審なメールはうのみにせず、URLを開かない、返信しない、個人情
報を入力しないよう注意しましょう。
不正なサイトに誘導される、個人情報を搾取されるなどの可能性があります。
◦今後もコロナウイルスに関する虚偽の情報や勧誘などが増加すると思われますので、慎重に対応するようお願い
します。

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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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

年金相談所開設のお知らせ
開設日時
５月12日㈫ 午後１時～午後５時
５月13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0154-61-60
01まで。
※電話をかけると自動音声が流れます。
最初の案内で「１」を、次の案内で
「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

４月29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。

開陽台展望館オープンの
お知らせ
「開陽台展望館」
は以下のとおりオー
プンします。
日
時 ４月29日㈬ 午前９時
詳しくは、経済振興課 観光振興係
まで。

北海道中標津農業高等学校
創立70周年記念事業について
昭和25年に開校した北海道中標津
農業高等学校も、今年創立70周年を
迎えることとなりました。つきまして
は、以下の日程で記念事業を実施いた
します。
＜記念式典＞
日
時 12月12日㈯
午前10時～午前11時30分
場
所 本校新体育館
（落成式含む）
＜記念祝賀会＞
日
時 12月12日㈯
午後１時～午後３時
場
所 ウェディングプラザ寿宴
問い合わせは、中標津農業高校 事
務局  ❸78-2053まで。

知床ナンバーの交付について
12月広報紙にて知床ナンバーの導
入決定をお知らせしましたが、国土交
通省よりナンバーの交付開始日の連絡
がありましたので、お知らせします。
交付開始日 ５月11日㈪
※交付開始日以降に登録された車両
は「知床」ナンバーになります。

事前申込開始日 ４月13日㈪
※ご自身でウェブサイト
（http://www.graphic-number.jp）
からお申込みいただくか、ディー
ラー・整備工場などにご相談くだ
さい。
知床ナンバー協議会では、交付式典
の実施などを計画しています。知床ナ
ンバー導入に関する情報は、随時広報
紙などでお知らせします。
詳しくは、町ホームページまたは経
済振興課 地域振興係まで。

令和２年度 心身障がい者
一般巡回相談について

April

4

津町交通安全協会）の会員で５年、
10年、15年、20年、30年以上事故
を起こさず、行政処分の前歴がなく
過去３年以内の交通法令違反を犯し
たことのない者
申込受付
５月１日㈮～５月15日㈮
提出書類
①表彰申込書
（交通安全協会事務局にて配布）
②本年５月１日以降に発行された無
事故・無違反証明書（本紙）
詳しくは、生活課 交通町民相談係
（中標津町交通安全協会事務局）まで。

令和２年度「協会けんぽの健診」

北海道立心身障害者総合相談所の一
のご案内
般巡回相談が、以下の日程にかけて中
標津町にて行われます。
全国健康保険協会（協会けんぽ）北
身体障がい・知的障がい・補装具に
海道支部では、年度内に１回、加入者
関するご相談、または判定を希望され
のみなさんの健診費用の一部を補助し
る方は、期日までに事前申し込みが必
ています。
要となります。
35歳 ～74歳 の 被 保 険 者（ ご 本 人 ）
巡回日時
には、がん検診を含めた充実した健
６月23日㈫ 午前９時～午後５時
診項目の「生活習慣病予防健診」を、
６月24日㈬ 午前９時～午後５時
40歳～74歳の被扶養者（ご家族）には、
会
場
メタボリックシンドロームに着目した
中標津町総合文化会館
「特定健康診査」を用意しています。
２階第１研修室 ほか
生活習慣病の予防と早期発見・早期
対
象
治療のためにも、年に１度は健診を受
・1 8歳以上の知的障害をお持ちで、 けましょう。
新たに療育手帳の取得を希望され
問い合わせは、全国健康保険協会北
たり、すでに取得されている療育
海道支部  ❸011-726-0352まで。
手帳の再判定を希望される方。
・1 8歳以上の身体障がいをお持ち
転出届、転入届はお済みですか？
で、電動車いす等の補装具の交付
を希望される方。
進学や就職などで引っ越しされた方
申込期限
は、原則、現在住んでいる寮・アパー
５月１日㈮
ト等が住所地になります。上下水道や
申し込み ・問い合わせは、福祉課
ゴミ処理、道路・公園の整備などの役
福祉支援係まで。
割は、住んでいる市区町村が担ってい
ます。住民票は、こうした行政サービ
スや選挙人名簿への登録などにつなが
春の全道火災予防運動
る大切な情報ですので、忘れずに手続
きをしましょう。
中標津消防署では、空気が乾燥し風
問い合わせは、住民保険課 戸籍住
の強い日が多く、火災が発生しやすい
民係まで。
時季を迎えることから、火災予防思想
の一層の普及を図り、火災の発生を防
止するとともに、火災による死者の発
広報中標津の発行日について
生や財産の損失を防ぐことを重点目標
に春の全道火災予防運動を実施します。
広報中標津は毎月５日発行でみなさ
期間中は、防火ポスターの掲示や消
んにお届けしていましたが、令和２年
防車両による広報、各種メディアなど
４月号より毎月６日発行へ変更となり
で「火の用心」の呼び掛けを実施しま
ます。
すので、町民みなさんのご理解とご協
中標津市街地で新聞を購読されてい
力をお願いします。
る世帯へは朝刊折込となり、計根別市
実施期間
街地は引き続き夕刊折込となります。
４月20日㈪～30日㈭までの11日間
新聞未購読世帯へは、発行日以降数
詳しくは、中標津消防署 予防課 予
日かけて配達されます。
防係  ❸72-2181まで。
また、郡部地区におかれましては各
地区会長さんのご協力により順次配達
となります。

優良運転表彰者募集のお知らせ

申込資格
 中標津地方交通安全協会（中標
中標津町役場

７３―３１１１

計根別支所

７８―２２１１
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Information
健

康

アルコール依存症で
お悩みの方へ

アルコール依存症は「依存症」とい
う病気です。奥根室断酒会では互いの
酒害体験を話したり、聴いたりするた
めの例会を開催しています。関心のあ
る方は参加してみませんか。
日
時 ４月20日㈪
午前10時～午前11時30分
※変更となる場合があります。
場
所 中標津町保健センター
対
象 断酒継続を希望する本人ま
たは家族
問い合わせは、中標津町保健セン
ター  ❸72-2733まで。

中標津町食生活改善協議会
～準会員として活動しませんか～

中標津町食生活改善協議会は、食生
活改善推進員として「私達の健康は私
達の手で」をスローガンに自分や家族、
地域の人たちの健康を考えた食生活を
おくることができるよう活動していま
す。
名
称 中標津町食生活改善協議会
活動内容 月１回の例会、学習会、教
室の開催
対
象 中標津町に住民票がある方
会
費 年会費2,000円
調理実習費300円／回
活動場所 中標津町保健センター
興味がある方は、食生活改善協議会
事務局（中標津町保健センター健康指
導係  ❸72-2733）まで。

こども相談のお知らせ
保健センターでは、就学前までのお
子さんの発達に関して、専門職による
個別相談の日を設けています。
「転びやすい」
、
「言葉が遅い気がす
る」、「発音が気になる」
、
「どもりがあ
る」、「おちつきがない」などご家庭や
集団の中で困っていることに対して、
アドバイスが受けられます。
日
時 月２回（予約制）
場
所 中標津町保健センター
児童デイサービスセンター
対
象 就学前までのお子さん
担
当 児童デイサービスセンター
作業療法士・言語聴覚士・
臨床心理士
詳しくは、中標津町保健センター  
❸72-2733まで。

税

令 和 元 年 度 分 の 町 道 民 税(普 通 徴
中標津町役場

収)・固定資産税・軽自動車税・国民
健康保険税の全ての納期が経過しまし
た。
もう一度お手元の納付書を確認のう
え、納付し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
ていない場合は、納期内に納付されて
いる方との公平を保つため、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になります。
病気やけが、失業・多額の負債の支
払いなどにより納付の難しい方は必ず
ご相談ください。
＜夜間相談窓口＞

●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
※中学３年生までの年齢の児童を養育
していて、受給していない方はお問
い合わせください。
※公務員の方は所属庁から支給されま
す。
詳しくは、子育て支援室 子育て支
援管理係まで。

夜間相談日

出生・転入・転出などの異動があっ
たときは、乳幼児等医療費受給者証の
手続きが必要です。
また、小学１～６年生のお子さんが
入院した場合、医療費の助成が受けら
れます。その場合は、受給者証の申請
手続きが必要です。ただし、保護者の
所得制限があります。
詳しくは、子育て支援室 子育て支
援管理係まで。

４月16日㈭

７３―３１１１

午後６時～午後８時

平日の昼間に時間がとれない方は、
夜間に納税相談窓口を開設しますので
ご利用ください。
なお、当日窓口では町税と国民健康
保険税のみ納めることができます。

令和２年度固定資産の価格等を
固定資産課税台帳に登録しました

固定資産課税台帳の閲覧と価格等縦
覧簿の縦覧を次のとおり行います。
日
時 ４月１日㈬～６月１日㈪
午前８時30分～午後５時15分
（土・日曜日、祝日を除く）
場
所 税務課
必要なもの 運転免許証等本人確認でき
る書類、代理人または法人
の場合は委任状
※納税通知書の発送は、５月１日㈮を
予定しています。
詳しくは、税務課 資産税係まで。

町税等がスマートフォンで
納付できます

町では、町道民税（普通徴収）・固
定資産税・軽自動車税・国民健康保険
税・町営住宅使用料・駐車場使用料の
スマートフォン決済アプリでの収納
サービスを開始しました。
スマートフォン決済アプリを利用し
て、納付書に印字されているコンビニ
収納用バーコードを読み取ることで、
町税等を納付することができます。
利用可能なスマートフォン決済アプリ
・PayPay 請求書支払い
・LINE Pay 請求書支払い
スマートフォン収納については町
ホームページでもご案内しています。
詳しくは、納税課 収納係まで。

金

令和元年度分の町税等の
納め忘れはありませんか

15

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）

一

般

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。
計根別支所

７８―２２１１

乳幼児等医療費受給者証
について

水道の手続きはお済みですか
新しく当町にお住まいになった方や、
町内で引っ越しをされた方は、水道の
使用開始・終了の届出が必要です。電
話での届出もできますので、忘れずに
手続きをお願いします。
これから転居される方は、転居日が
決まっていれば事前の手続きが可能で
す。また、引っ越しの際は、必ず室内
の元栓を閉めてから退去してください。
最近、役場から委託されたかのよう
に、ご家庭に水質調査や浄水器等の販
売をしている業者が出回っています。
上下水道課では、このような検査・販
売は実施していませんので不審・不要
と感じたときは、はっきりと断りま
しょう。
手続きや問い合わせは、上下水道課
業務係まで。

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？作物の育て方や害
獣被害防止柵の設置などお困りの方は
お気軽にご相談ください。
使用資格 中標津町に居住している方
申込受付 随時受付中
使 用 料 １区画2,000円
（72平方メートル）
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願
います。
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。
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３月末で閉校となった俵橋小学校で最後の卒業式が
行われました。
新型コロナウイルス感染防止のため予定していた次第を一部短縮し
たものの、保護者、在校生に見守られながら卒業生４人に卒業証書が
授与されました。
最後はみなさん笑顔をみせていました。

３月

19
俵橋小学校卒業式

日

かん そ

下水汚泥たい肥「環
「 環 甦 」の配布について
春用たい肥として町民のみなさんに下水汚泥たい肥「環甦」の配布を行いま
すので、希望される方は、たい肥を入れる袋（肥料袋等）をお持ちのうえお越
しください（家庭の花壇、葉物野菜等の補助肥料に適していると思われます）。
なお、数量を制限していますのでご了承ください。
■配布日時

４月15日㈬～24日㈮（土日を含む）
午前10時から午後３時まで

■配布場所

中標津下水終末処理場
中標津町東35条北６丁目１番地

問い合わせは、上下水道課 下水道係まで。

町内会に加入しましょう
中標津町全町内会連合会は、安心・安全な住みよいまちづくりを目指しみなさんの協力
のもと「防災・福祉・環境」に取り組み、助け合い、支え合うことを目的に活動をしてい
ます。

令和２年

4

問い合わせは、中標津町全町内会連合会事務局（役場生活課内）まで。
２月29日現在住民登録人口
町の人口
男
女
世 帯 数

VOL.688
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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。

23,356（－23）
11,482（－14）
11,874（－ 9）
11,276（－12）
（

誕生 9人

死亡 17人

転入 55人

）内は前月比

転出 70人

