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819（バイク）の日
　ライダーの聖地「開陽台」では、バイ
クの日にあわせ「ウェルカムライダー開
陽台」が開催されました。
　天気にも恵まれライダーたちはツーリ
ングやイベントを楽しんでいました。
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税金税金のの納期限内納付納期限内納付ににご協力をご協力を

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、お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、まずはご連絡ください。

　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よいの？
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、納税通知書が届

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。

督促督促
・・

催告催告

財産財産
調査調査

換価換価

滞納処分滞納処分
(差押え等)(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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問い合わせは、住民保険課 保険年金係まで。

ぷらっと茶フェに
お茶を飲みに来ませんか？

　だれでも利用できる無料カフェです。
　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。
　お気軽に遊びに来てください。

ちゃふぇ

詳しくは、中標津町社会福祉協議会（❸７９－１２３１）まで。

国民年金（第１号被保険者）に加入されている方へ

【付加保険料を10年間納めた場合の計算例】
200円×120月（10年）=24,000円（年額）
・�付加保険料は、申し込みのあった月から対象となります。
・�国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納め
ることはできません。

　日本年金機構では、国民年金保険料の納付が遅れている方に対する電話・文書・戸別訪問による納付のご案内
を民間事業者に委託しています。
　北海道内は、「アイヴィジット・東洋紙業共同企業体（代表企業：株式会社アイヴィジット）」が担当しています。

　民間事業者の訪問員は、日本年金機構が発行した顔写真付きの身分証明書を携行しています。
なお、訪問の際、現金や年金手帳、通帳などをお預かりすることはありません。

　〇国民年金保険料は、月額16,540円の定額です（令和２年度）。
　〇�国民年金に加入されている方には、日本年金機構から「国民年金保険料納付書」が送られます。
　〇納付期限は、翌月末日（土曜・日曜・休日の場合は、金融機関の翌営業日）です。

Ｑ１ 国民年金の保険料はいくら？

　〇�納付書で納められる場所は、銀行などの金融機関・郵便局・コンビニエンスストアです。
　〇納付には納め忘れがなく確実な「口座振替」が便利です。
　〇このほか、「クレジットカード」や「電子納付」による納付方法もあります。

Ｑ２ 保険料はどこで納めればいいの？

　〇�定額保険料（月額16,540円）に付加保険料（月額
400円）をプラスすると、「200円×付加保険料納付
月数」で計算した付加年金が老齢基礎年金に上乗せ
されます。

Ｑ３ 将来の年金額を増やしたいときは…

　〇�所得が少なく、納付することが困難なときは、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」をご利用ください。
Ｑ４ 退職したばかりで納付が難しいときは…

国民年金保険料納付のご案内を、民間事業者に委託しています

場　所

日　時

中標津町総合福祉センター
（ぷらっと）内のロビー

毎回、10時～正午まで
月　　日 イベントコーナー

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たのしもう！）

10月７日㈬・22日㈭ 棒あみ物、介護・認知症予防教室

11月４日㈬ 棒あみ物、介護・認知症予防教室、ハーモニ
カコンサート

11月19日㈭・12月２日㈬ 棒あみ物、介護・認知症予防教室、おしるこ
の日（無料）

12月17日㈭ 棒あみ物、介護・認知症予防教室
１月13日㈬・21日㈭ 棒あみ物、介護・認知症予防教室
２月３日㈬・18日㈭ 棒あみ物、介護・認知症予防教室
３月３日㈬・18日㈭ 棒あみ物、介護・認知症予防教室
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問い合わせは、生活課 環境衛生係まで。

犬の飼い方について
　犬の飼い主には飼い犬の登録をすることと狂犬病予防注射を受けさせることが
狂犬病予防法により義務付けられており、違反した方は20万円以下の罰金に処
せられます。犬の登録は生涯に１回、狂犬病予防注射は年に１回受けさせなければなりません。
　犬の登録をしていない方や今年の狂犬病予防注射をまだ受けさせていない方は町内の動物病院で早めに実施して
ください（犬の登録は役場でも行なっています）。犬を登録した際に受け取る犬の鑑札と、注射済票は必ず犬につ
けましょう。
　また、中標津町畜犬取締及び野犬掃とう条例により、飼い犬は鎖等でつなぐことを義務付けられており、違反し
た方には、10万円以下の罰金または科料に処せられます。放し飼いをすることで野良犬との交尾により、さらに
野良犬を増やすことにつながりますので放し飼いは絶対に行わないでください。
　みなさんのご理解とご協力をお願いします。

　広報４月号、７月号の折込チ
ラシにて、燃やせないごみの収
集日の変更をお知らせしていま
したが、変更内容は以下のとお
りとなりますので、お間違えの
ないようにお願いします。

問い合わせは、生活課 環境衛生係まで。

燃やせないごみ・粗大ごみの収集日の変更について燃やせないごみ・粗大ごみの収集日の変更について

　中標津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ています。

　エゾシカ…５月～10月中旬　　カラス・キツネ…（通年）
　※ヒグマ…出没情報にあわせてパトロールをして状況に応じて対応しています。

◇時　間　日出～日没まで　　　◇場　所　町内全域（市街地・保護区を除く）

有害鳥獣駆除を行なっています

問い合わせは、農林課 自然環境係まで。

＜町民のみなさんへ＞
　秋の山菜シーズンはヒグマに注意してください。
　10月中旬からは引き続き一般狩猟がはじまります。ハンターに誤認されないように目立つ色の服を
着用し、鈴やラジオを携帯して自身の存在を知らせましょう。
　山菜採りのため、山や林道を歩かれる方も多いと思います。ヒグマは冬眠に向けてドングリ、ヤマブ
ドウ、コクワ等の木の実をたくさん食べます。山菜やキノコを採ることに集中しているといつの間にか
ヒグマが近くに来ているかもしれません。ヒグマの生活圏に入っていることを自覚し、常に周囲に注意
をはらってください。
〇単独で山菜採りに行くのはやめましょう。
〇 ヒグマと遭遇するのを防ぐためにも鈴やラジオを携帯して自身の存在を知らせま

しょう。
〇ヒグマの痕跡を見つけたらすぐに引き返しましょう。
〇ゴミなどを捨てるとヒグマが寄ってくる場合があります。必ず持ち帰りましょう。

６月30日以前 ７月１日以降

不
燃
・

　
粗
大

青色のごみ袋で排出するごみ、
大型のごみ（粗大ごみ）は毎週
収集。

青色のごみ袋で排出するごみ、
大型のごみ（粗大ごみ）は第１・
３・５週目に収集します。

資
源
ご
み

透明または半透明の袋で排出す
るごみ(ペットボトル、ビン等)は
毎週収集。

変更ありません。
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畜産食品加工研修センターからのお知らせ畜産食品加工研修センターからのお知らせ

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。

～ 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
開催しています。
　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？

　◦開　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（https://www.nakashibetsu.jp）でご
確認いただくか、直接センターまでお問い合わせ
ください。

　◦受 付 期 間　参加希望日の前月１日～15日

　◦申 込 方 法　申込書をFAX、郵送、または直接センターへ提出
　　　　　　　　（申込書は町ホームページよりダウンロードしてください）
　　　　　　　　�各回抽選とさせていただいています。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

知書を送付します。

　◦持　ち　物　マスク、昼食（白衣、三角巾は当センターにて貸し出します）

　◦注 意 事 項　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。
　　　　　　　　現在、新型コロナウイルス蔓延防止のため10人を超える団体の受付は行なっていません。

※�現在、新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として１研修あたりの受け入れ人数を５人前後とさせていただい
ています。そのため、参加者が５人より多少前後する場合は金額も増減する可能性があります。

【研修内容】(参加者５人の場合の１人あたりの料金)

【申し込み・受付について】

ソーセージ
（約２㎏）

（10時～14時頃）

ソーセージ
（約２㎏）

ハム
（約1.6㎏）

（10時～15時頃）

ソーセージ
（約２㎏）
ベーコン
（約1.6㎏）

（10時～15時頃）

ゴーダ・マリボー・ス
トロング・カチョカバ
ロのいずれか

（約２㎏）
（10時45分～15時頃）

チェダーチーズ
（約２㎏）

（10時45分～15時頃）

５月

～

10月
3,980円 9,460円 8,860円 3,390円 3,610円

11月

～

４月
4,090円 9,580円 8,980円 3,522円 3,742円
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　３密回避による新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、事業者等が実施する施設や設備の改修等の支援を
目的に創設した「経営持続化応援補助金」について、コロナ収束後に向けた経営の持続化のための体制づくりをさ
らに後押しすることを目的に、補助要件を大幅に拡充し、より使いやすい制度に改正しました。
　４月以降に実施済みの取り組みも対象となりますので、事業者のみなさんはぜひご活用ください（予算には限り
がありますのでご注意ください）。

■拡充内容

■活用事例
　◦小売業：レジカウンターへ飛沫感染防止シート、入口へ自動手指消毒器の設置　など
　◦飲食業：客席間へ間仕切りパネル、トイレへ殺菌エアータオルの設置　など
　◦宿泊業：フロントへ飛沫感染防止シート、客室や廊下へ除菌空気洗浄機の設置　など
　◦理美容業：接客用にフェイスガードやマスクの購入、室内へサーキュレーターの設置　など
　◦介護・福祉事業：防護用衣類（エプロン・防護服）、送迎車両用消毒液噴霧器の購入　など

<給付対象>　次の①②いずれも要件を満たす方
　①子どもが令和２年４月28日から令和３年３月31日までの間に生まれ、中標津町に住民登録をしている
　②�子どもの保護者（母親）が令和２年４月27日（特別定額給付金基準日）時点で中標津町に住民登録があり、

対象の子どもとその保護者（母親）が申請日まで引き続き中標津町に住民登録をしている
<支給金額>
　子ども１人あたり　10万円
<申請方法>
　児童手当認定請求・乳幼児医療費受給者証の交付申請の際にあわせて受付します。

申請・問い合わせは、子育て支援室 子育て支援管理係まで。

中標津町新生児特別定額給付金のお知らせ中標津町新生児特別定額給付金のお知らせ
　中標津町では、新型コロナウイルス感染症により町民生活へもたらす影響が長期化する中、特別定額給付金の基準
日以降に生まれたお子さんの育児に係る生活支援として、新生児特別定額給付金を支給します。

詳しくは、経済振興課 商工労働係まで。

要　　件 拡　充　後 拡　充　前
事業者負担額 ５万円以上 20万円以上

対 象 費 目
新たに消耗品を追加

※�マスクや消毒液等「使い切り品」の購
入費用は３万円以内

施設や設備の修繕・改修等、設備・備品
の更新・新規購入等

※消耗品は対象外

補　 助 　額 事業費に４分の３を乗じた額
※上限10万円、１千円未満切捨て 定額10万円

問い合わせは、子育て支援室 子育て支援事業係まで。

　西児童館は、９月25日㈮をもって閉館とします。
　引越作業と開館準備のため９月26日㈯～30日㈬まで
移転先の西児童館（下記住所）は休館させていただき、
10月１日㈭より移転オープンとなりますので、ご理解
くださいますようお願いします。

◀◀◀ 西児童館移転のお知らせ ▶▶▶

経営持続化応援補助金の補助要件を拡充します！経営持続化応援補助金の補助要件を拡充します！

中標津町西９条北７丁目９番地
（❸72-3039）新住所

中標津警察署●中標津警察署●中標津警察署●

中標津小学校
●

中標津小学校
●

中標津小学校
●

愛光幼稚園●愛光幼稚園●愛光幼稚園● 現西児童会館現西児童会館現西児童会館

　西七条●
簡易郵便局　
　西七条●
簡易郵便局　
　西七条●
簡易郵便局　

●中標津郵便局●中標津郵便局●中標津郵便局

●
末広公園
●

末広公園
●

末広公園
●泉中央団地集会所●泉中央団地集会所●泉中央団地集会所

東泉町内会館●東泉町内会館●東泉町内会館●

新西児童会館
（旧泉保育園）
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問い合わせは、福祉課または保健センター健康推進係  ❸７２－２７３３まで。

　自殺対策基本法では毎年９月10日から９月16日までを「自殺予防週間」として定め、相談事業および啓発活動
を推進することとしています。中標津町でも令和元年度に「中標津町生きるを支える自殺対策行動計画」を策定し、
「誰も自殺に追い込まれることのない中標津町」の実現を目指しています。

●ＳＯＳを出す　　　●逃げ道を知る・教えてもらう　　　●しっかり睡眠をとる
　　　↓
～話してください～

悩みをひとりで抱え込んでいませんか？

※ 新型コロナウイルス等の影響により開催時期・内容は変更に
なる場合があります。

問い合わせは、南知床４町地域雇用創造協議会  ❸７４－８３００まで。

南知床4町地域雇用創造協議会からのお知らせ

　南知床４町地域雇用創造協議会では、地域の雇用に関する以下の取り組みを行います。事業の拡大・雇用の確
保に向け、積極的な参加をお待ちしています！

「ドローン操縦・活用セミナー」開催！「ドローン操縦・活用セミナー」開催！
「南しれとこ就職フェア2020」出展企業の申込締切間近！「南しれとこ就職フェア2020」出展企業の申込締切間近！

ドローン操縦・活用セミナー 南しれとこ就職フェア2020
～合同企業説明会＆マッチング～　求職者・転職希望者・新規創業者へ向け、近年飛躍的に

普及しているドローン技術を実際に体感できるセミナーで
す。
　道東での産業活用事例や法令を学び、空中・水
中ドローンを実際に操縦することができます！

　一般求職者等へ向けた南知床４
町合同企業説明会を開催します。
　事業者のみなさんの雇用確保に
向け、出展企業を募集します。

　どちらも詳細は新聞折込チラシ、ホームペー
ジ、ＳＮＳ等でお知らせします。

日　時：９月24日㈭　10時～13時
　　　　「ドローンの活用事例」
会　場：標津町生涯学習センターあすぱる
　　　　（標津町南１条西５丁目５－３）
日　時：９月24日㈭　14時～17時
　　　　「ドローン操縦訓練（基礎）」
会　場：標津町鳩ケ丘体育館
　　　　（標津町南３条西４丁目１－１）
日　時：９月25日㈮　10時～13時
　　　　「ドローン操縦訓練（応用）」
会　場：標津町鳩ケ丘体育館
　　　　（標津町南３条西４丁目１－１）
講　師：KDS�釧路ドローンスクール　相馬�慶輔�氏

日　時：11月７日㈯　15時～18時
会　場：ウエディングプラザ寿宴
　　　　（東３条北１丁目８番地）

参加者
募集！

出展企業出展企業
申込締切申込締切

９月14日㈪９月14日㈪

対　象：【ドローン操縦・活用セミナー】
　　　　�中標津町、別海町、標津町、羅臼町

の求職者・転職希望者・新規創業希
望者

　　　　【合同企業説明会】
　　　　�中標津町、別海町、標津町、羅臼町

の事業者
参加料・出展料：無料

求職者・転職・新規創業希望者対象

つらいとき、やってみてほしいこと

電　話　番　号 利　用　日　時

こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556
（おこなおう��まもろうよ��こころ）

平　　日　９時～21時　
土日祝日　10時～16時　

よりそいホットライン 0120-279-338 24時間対応

中標津保健所こころの健康相談 0153-72-2168 平日８時45分～17時30分

中標津町保健センター 0153-72-2733 平日８時30分～17時15分

中標津町役場福祉課 0153-73-3111 平日８時30分～17時15分
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みんなでみんなで中中
ま ちま ち

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～～自治基本条例～
その20

問い合わせは、企画課 行政改革・協働推進係まで。

　職員の任免及び研修等については、地方公務員法（昭和25年法律
第261号）で具体的に規定されていることから、この条例では、人材
の確保及び育成についての基本的な考え方を明らかにしています。
　職員は、町長の補助機関として、行政運営の最先端において町民と
直接に接して行政執行を行う立場にあり、日常の行政執行における町
民とのコミュニケーションや活動の中から町民が主体の自治を実現さ
せるための課題を発見し、その解決策を検討・立案するとともに、課
題の解決にむけて取り組むことが必要です。
　このため、職員には、行政の職員として求められる基本的な能力は
もとより、町民とともに町民が主体の自治を推進する上で必要となる
能力が求められることを定めています。

中標津町自治基本条例中標津町自治基本条例
『第31条（職員の任免及び育成）』『第31条（職員の任免及び育成）』

　行政手続は、行政運営上の公正性と透明性を、日常の業務執行にお
いて確保することにより、町民の権利利益を保護するという重要な手
続です。
　本町では、既に中標津町行政手続条例（平成９年条例第９号）を定
めて運用しておりますが、今後、この基本条例の趣旨に照らし、不断
に行政手続条例の点検・整備を行うことが必要となります。
　ここでは、行政が行う処分や行政指導などの手続や規則を定める手
続について、その手続が公正であること、また、その決定の過程が町
民にとって透明であることを確保するため、必要な措置を講じなけれ
ばならないことを定めています。
　なお、行政手続に関して「別に条例で定める」としていますが、そ
れは、先に示した「中標津町行政手続条例」等のことを指しています。

『第32条（行政手続）』『第32条（行政手続）』

　行政評価は、行政運営を効果的かつ効率的に行うため「計画→実施
→評価→改善」のサイクルを確立し、評価を通じて予算、事務及び事
業への改善に結びつけていこうとするものです。
　また、評価をするにあたっては、町民の視点を取り入れた評価を行
うこととし、これを分かりやすく町民へ公表することを定めています。
　また、中標津町には、地域における公益性や政策的な観点から出資
や運営費の補助あるいは職員を派遣しているいわゆる出資法人等があ
ります。このうち、法令に定められた一定の基準を満たす法人につい
ては、その出資等の状況について公表するとともに事業の運営等につ
いて町長の監督や調査を受けます。
　これらの出資法人等の中には、既に設立目的を達成したものや、設
立趣旨と実際の活動にかい離が生じているもの、あるいはその事業内
容が種々の社会経済情勢の変化から、既に民間事業者によって提供さ
れているものや提供可能であるものもあると考えられます。
　行政の肥大化を抑え、行政コストの削減等による財政健全化を不断
に推進するため、必要に応じて出資等の見直しを図るとともに、その
結果を町民に対して公表する必要があることを明らかにしています。
　また、行政評価の実施に必要な事項は、別に定めるとしています。

『第33条（行政評価）』『第33条（行政評価）』

解　説

次回は中標津町自治基本条例の第34条（危機管理）について紹介します！

（職員の任免及び育成）
第31条�　行政は、公正かつ適正な手

続により職員を任免します。
２　�行政は、職員の適正な配置を行う

とともに、研修の充実により、必
要な能力の向上を図ります。

（行政手続）
第32条�　行政は、行政手続における

公正の確保と透明性の向上を
図らなければなりません。

２　�前項に規定する手続に関し必要な
事項は、別に条例で定めます。

（行政評価）
第33条�　行政は、事務及び事業につ

いて適切な評価基準に基づく
行政評価を実施し、その結果
を予算、事務及び事業へ反映
させます。

２　�行政評価の実施に当たっては、町
民参加による外部評価を行うとと
もに、行政評価に関する情報を分
かりやすく公表します。

３　�町長は必要に応じて、出資、補助
及び職員の派遣を行っている法人
その他の団体に対する出資内容、
補助内容及び職員の派遣の目的、
効果及び必要性について調査と検
討を行い、その結果を公表します。

４　�前３項に規定する行政評価の実施
に関し必要な事項は、別に定めま
す。

中標津町自治基本条例
第８章　行政運営

条例本文
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　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各種イベントの中止、旅行や外出を
自粛する生活が長期化しています。このことでストレスがたまったり、運動不足
や生活リズムの乱れなどから体調を崩しやすくなり、高血圧などの生活習慣病や
生活機能の低下を招くなど健康への影響が心配されます。

●生活リズムを整えましょう。
　�　自宅で過ごす時間が長くなるとどうしても生活リズムは不規則になりがちです。朝起きる時間、食事の時間、
就寝時間を規則正しくし、早寝早起きを心がけましょう。また、睡眠をきちんととることで心の健康を保つこと
にもつながります。
●１日３食とるようにしましょう。
　�　面倒だからと食事を抜いたり、お菓子などで済ませていませんか？栄養バランスに気をつけ、１日３食しっか
りとるようにしましょう。
●からだを動かしましょう。
　�　からだを動かすことで生活習慣病予防や体力・筋力の向上だけでなく、気分転換やストレス解消にも効果があ
り、免疫力を高めることにもつながります。まずは、普段の生活の中でからだを動かすことから始めてみましょう。
　①掃除などの家事や庭の手入れ、畑仕事など普段の生活の中で活動量を増やしましょう。
　②自宅でもできる運動を取り入れましょう（ストレッチ、ラジオ体操、階段の昇り降りなど）。
　③人混みを避けながら、ウォーキングなどの自分に合った運動を行いましょう。

中標津町保健センター 健康推進課 健康推進係

外出自粛により心配される健康への影響外出自粛により心配される健康への影響

元気な日常生活を送るポイント元気な日常生活を送るポイント

なかなか健康なかしべつ

コロナに負けない健康づくりのポイント

老人クラブ
加入の加入の
ご案内ご案内

　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

問い合わせは、中標津町保健センター 健康推進課 健康推進係  ❸７２－２７３３まで。

外出自粛外出自粛外出自粛

運動不足運動不足運動不足 ストレスが増えるストレスが増えるストレスが増える生活リズムの乱れ生活リズムの乱れ生活リズムの乱れ

体力や筋力の低下体力や筋力の低下体力や筋力の低下 不　眠不　眠不　眠肥　満肥　満肥　満

生活機能の低下生活機能の低下生活機能の低下 こころの不調こころの不調こころの不調生活習慣病の発症・悪化生活習慣病の発症・悪化生活習慣病の発症・悪化
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詳しくは、総務課 防災係まで。

毎年毎年1010月月44日日はは
防災の日防災の日でですす��中標津町

　1994（平成６）年10月４日22時23分、北海道東方沖地震が発生しました。地震の規模はマグニチュード8.2と、
2011（平成23）年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震が起こるまでは、気象庁がデータを整理している1923
（大正12）年以来、日本周辺で発生した地震としては、最大級の地震でした。
　最大震度は、釧路市と厚岸町で震度６と観測され、中標津町は当初震度４と発表されましたが、地震計が設置されて
いる場所が市街地から離れ、地盤も頑丈であったため被害状況から判断して震度５強～６弱程度の地震だったと推測さ
れています。
　釧路市での被害が注目されていましたが、中標津町・別海町・標津町での被害も甚大で、国道・道道などの道路が多
数寸断され、家屋も多数全半壊している状況でした。
　中標津町では、災害での教訓を風化させないため、北海道東方沖地震が発生した10月４日を「中標津町防災の日」
として定めています。
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防災ワンポイント 第82回 中 標 津 町 防 災 の 日

じゃがいもずきん
「ききぼう」くん

　今後30年以内に発生するといわれている根室沖での巨大地震は、発生確率が80％程度といわ
れており、根室地方では最大震度６強の揺れが起こると予想されています。
　災害時に少しでも冷静に行動するためには、日ごろからの備えが大切です。
　非常持ち出し品の中身をチェックし、すぐに持ち出せるようにしておきましょう。
　災害時にどの避難所へ行くのか、家族で話し合っておきましょう。

お問い合わせ
資料請求先は
中標津町

令和２年度　令和２年度　陸・海・空自衛官募集中陸・海・空自衛官募集中
募集種目 試験会場 受付締切 試験等期日 その他

一般曹候補生（１次） 中標津 ９月11日 ９月18日または19日
一般曹候補生（２次） 釧路 （１次合格者） 10月９日または10日
自衛官候補生（男子） 釧路 ９月11日 ９月24日または25日 年間を通じて行

なっています自衛官候補生（女子） 釧路 ９月11日 ９月26日
航空学生（１次） 釧路 ９月11日 ９月22日
航空学生（２次） 釧路 （１次合格者） 10月９日､ 10日
防衛医科大学（看護） 釧路 10月１日 10月17日
高等工科学校（１次） 中標津 11月１日～１月６日 １月23日
高等工科学校（２次）     釧路 （１次合格者） ２月６日

自衛隊帯広地方協力本部

自衛隊帯広地方協力本部  中標津地域事務所
中標津町東１条南１丁目７－１　❸７２－０１２０

自衛官募集コールセンター�� 0120-063792　年中無休　受付時間12時～20時

ホームページ�http://www.mod.go.jp/pco/obihiro/　メール�hq1-obihiro@pco.mod.go.jp

標津断層帯▼

根室沖の地震▼

●建物被害　全壊　118棟　　半壊　538棟
●人的被害　死者数　３人　　重傷者数　12人　　軽傷者数　105人
●避難者数　5,223人
●断水世帯数（直後）　9,176世帯

…もしも、標津断層帯で地震が発生したら　～想定される被害規模（想定最大）～

▶将来の地震の可能性
　【根室沖の地震（海溝型）】
　・地震の規模　　M7.8～8.5程度
　・地震発生確率　30年以内に、80％程度

　【標津断層帯の地震（内陸型）】
　・地震の規模　M7.7程度以上
　・地震発生確率　不明

Ｍ（マグニチュード）
とは

　マグニチュードとは、
地震が発するエネルギー
の大きさを表した値で、
揺れの大きさを表す震度
とは異なります。

※募集種目により受付開始日、受験資格等が異なります。詳しくは、以下の連絡先までお問い合わせください。
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　　地域おこし協力隊として中標津町に移
住をして９か月が経ち、協力隊としてさま
ざまな経験をさせていただいています。そ
の中でも、馬とのふれあいや牛の放牧、鹿

の解体作業、プライベートで家庭菜園を始めたことなどがきっかけで「食」に対する考え方が変わりました。今ま
で当たり前のように口にしていたものに対して心から感謝するようになり、同時に命の大切さを改めて実感しまし
た。この貴重な経験を活かし、これから更に中標津町の魅力を発信していきます。
　コロナウイルスの影響により多くのイベントが中止となり残念に思っていますが、なかしべつ観光協会ではこの
ような時だからこそできる事業を実施していきたいと考えています。その中の１つとして、８月からレンタサイク
ルを開始しました。レンタルをしているのはファットバイクというタイヤの太いタイプで、マウンテンバイクのタ
イヤ幅がおよそ５㎝なのに対し、ファットバイクは平均10㎝あ
ります。ファットバイクの発祥地はアメリカのミネソタ州で、冬
は氷と雪に包まれた生活を送る地域です。そんな地域で生まれた
ファットバイクは砂利道や不整地、雪の上でも走ることが可能で
す。
　自転車は老若男女問わず楽しめ、気軽に体を動かせるという魅
力があります。自転車で町内を走ることで車では気づかないお店
を見つけたり、自分のペースで景色を楽しめるなど新しい視点で
町内を散策できます。私自身も初めてファットバイクで林道を
走った時、見たことのない林の中の景色に感動しました。また、
普段自転車では通らない凹凸のある道もスリル満点でとても楽し
いです。町外から観光に来られた方はもちろんですが、町内のみ
なさんにもぜひファットバイクの楽しさを感じていただきたいと
思っています。

地域おこし協力隊が行く� 其の
54

相談は、中標津町消費生活センター（役場生活課内）まで。

小売り電力の電話勧誘小売り電力の電話勧誘
　平成28年に小売り電力が自由化され、sv新規参入した事業者が電気の供給をできるよ
うになりました。そのため電話での勧誘も多く、事業者の「安くなる」という言葉を信用
し契約内容がわからないまま契約をしたら実際は安くならなかった、現在の契約先から新
しい料金プランの案内だと思っていたら別の事業者名で契約書が届いたなどのトラブルに
ならないよう注意が必要です。

◦�電気の検針票は契約情報（契約者名、住所、契約番号など）が記載されています。お客様番号や供給地点特定番号
などは聞かれてもむやみに答えないようにしましょう。
◦�電話勧誘してきた事業者が契約先とは限りません。契約の際は電話をしてきた事業者名と連絡先はもちろんですが、
契約先となる事業者名や連絡できる電話番号も確認し、契約内容（料金、解約の条件等）もしっかりと確認するよ
うにしましょう。
◦�契約が不要の場合は必要がないとはっきり断りましょう。

「ひとりで悩まずにまずは相談を�」みなさんへのアドバイス

知っ得
くらしの

ガイド

中標津町地域おこし協力隊��田
た
中
なか
　美

み
希
き

メールアドレス　tanaka@kaiyoudai.jp

＜レンタル＞
￥1,800（税別）／４時間　　￥2,500（税別）／８時間
（�レンタル料に含まれるもの：ファットバイク、ヘル
メット、ドリンクボトル、スマートフォン入れ）
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北海道立北の森づくり専門学院学生募集
　本年４月、旭川市に開校した「北海道立北の森づくり専門学院（略称：北森カレッジ）」
は、林業・木材産業の幅広い知識と確かな技術を２年間で身に付けられる専門学校で、
北海道の森林づくりへの意欲に溢れた方を募集しています。
　また、当学院は「学院説明会」および「オープンキャンパス」を開催しますので、興
味がある方は、ぜひお申し込みください。

問い合わせは、北海道立北の森づくり専門学院  ❸0166-75-6162まで。

■出願資格
　�　道内の林業・木材産業関係企業等への就職を希望し、高等学校卒業または同等以上の学力を有し、
入学時に40歳以下の方

■出願期間
　【推薦入試】 10月１日㈭～15日㈭　　　　　 【一般入試】 10月12日㈪～29日㈭
■試験日程等
　【推薦入試】 10月26日㈪ 　　　　　　　　　【一般入試】 11月16月㈪
　　試験会場：旭川・札幌・帯広・東京　　　　 試験会場：旭川・札幌・帯広・東京・福岡
　　試験方法：面接　　　　　　　　　　　　　 試験方法：小論文・面接

ニュースニニュースニューニューススススニュニュュュ ススニニニ ースースニュニュースニニュ ニュースニニュースニューニューススススニュニュュュ スースーニニニ ースースニュニュースニニュニュースニュースニュース de ニュースニュースニュース

　
千
島
歯
舞
諸
島
居
住

者
連
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の
元
副
理
事
長

で
顧
問
の
萬
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氏
に
、

旭
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章
を
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す

る
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達
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が
行
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ま

し
た
。

　
萬
屋
氏
は
千
島
連
盟

副
理
事
長
を
務
め
、
後

継
者
の
育
成
や
元
島
民

の
生
活
の
援
護
、
北
方

領
土
問
題
の
啓
発
に
力

を
入
れ
て
活
動
し
て
こ

ら
れ
、
今
回
の
受
章
と

な
り
ま
し
た
。

　釧根電気工事業協同組合中標津支部により、地域貢献活動として、なかよし児童館の館内照明
のＬＥＤ化および計根別児童館へ防犯灯を設置していただきました。
　電気機材は４月に同組合が創立70周年を記念して町に寄付いただいた30万円を使い購入しま
した。
　尾藤支部長は「住民の方々に喜んでもらえたら」とお話しされました。

ウ
ェ
ル
カ
ム
ラ
イ
ダ
ー
開
陽
台

19
日

　開陽台に来たライダーには、オリジ
ナルライダーフラッグがプレゼントさ
れました。
　また、グッズ販売も行われ、Ｔシャ
ツやステッカー、さらにはバイクの日
限定バージョンのシレトコドーナツも
販売されました。

８月

旭
日
双
光
章
伝
達
式

地
域
貢
献
活
動

1
日

7・8
日

８月

７月
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中標津町役場  ７３―３１１１　　計根別支所  ７８―２２１１

　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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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　９月２日㈬～16日㈬
　　　　　　　（日曜日・祝日は除く）
入居申込受付　９月９日㈬～16日㈬
　　　　　　　（日曜日・祝日は除く）
抽 選 日　９月25日㈮（予定）
抽選会場　中標津経済センター
入居時期　10月下旬～ (予定)
　※上記は変更の可能性があります。
　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。

家畜商講習会の開催について
　令和２年度の家畜商講習会が次のと
おり開催されます。
開催日時および場所
　【第１回目】
　　令和２年12月24日㈭～25日㈮
　　両日とも９時～17時20分まで
　　�札幌市（北海道庁別館地下１階�

大会議室）
　【第２回目】
　　令和３年１月25日㈪～26日㈫
　　両日とも９時～17時20分まで
　　�札幌市（北海道第２水産ビル８階

８BC会議室）
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3,560円分）
貼付
　※�様式は農林課�畜産係にあります。
申込期日　11月２日㈪
　申し込み・問い合わせは、農林課��
畜産係まで。

北海道障害者職業能力開発校
令和２年度建築デザイン科10月生募集
　北海道障害者職業能力開発校では、
令和２年度建築デザイン科10月生を
募集します。
対 象 者
　障がいをお持ちの求職者
訓 練 期 間
　10月16日㈮～２月23日㈫（６か月
間）
願書受付期間
　８月17日㈪～９月11日㈮まで
選 考 試 験 日　９月24日㈭
試 験 内 容　数学、国語、面接
�問い合わせは、最寄りのハローワー
クまたは北海道障害者職業能力開発校
❸0125-52-2774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。
■提供会員の要件
　・20歳以上で心身ともに健康な方
　・提供会員講習会を受講した方
■令和２年度提供会員講習会
日　　時　10月12日㈪、13日㈫、
　　　　　19日㈪、11月９日㈪
場　　所　�ＮＰＯ法人子育てサポート

ネットる・る・る
申込締切　10月２日㈮
　問い合わせは、（受託事業者）ＮＰ
Ｏ法人子育てサポートネットる・る・
る��❸72-3259まで。

NET119緊急通報システムの
運用開始について

　根室北部消防事務組合では、聴覚ま
たは音声・言語機能などに障害があり、
音声による119番通報が困難な方を対
象に、８月１日から「NET119緊急
通報システム」の運用を開始しました。
お手持ちのスマートフォン等を活用す
ることにより、簡単な操作で音声を用
いることなく119番通報することがで
きます。
　詳しくは、町ホームページをご覧く
ださい。
　問い合わせは、中標津消防署�通信
施設係��❸72-2181まで。

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
　Ｂ棟２階、Ｃ棟1階・３階
　３ＬＤＫ（世帯向け）　計３戸
　平成５・６年建設
　家賃　20,000円～41,300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�1.5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

ごみ収集のお知らせ
　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

９月21日㈪ 休　み 午前中のみ

９月22日㈫ 休　み 休　み

　詳しくは、生活課�環境衛生係まで。

町有バスからのお知らせ
　10月１日㈭から市街地と武佐・開
陽を結ぶ、武佐線が以下のとおり減便
となりますので、ご理解のほどお願い
します。
便　　数　６便　→　５便
減便路線　武佐線６便
　　　　　（16時43分交通センター発）
　問い合わせは、生活課�交通町民相
談係まで。

年金相談所開設のお知らせ
開設日時
　10月６日㈫　13時～17時
　10月７日㈬　９時～14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または❸0154-61-
6001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。

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　10月20日㈫
　　　　　10時30分～午後３時
場　　所　中標津町役場
相 談 員　保坂�いづみ　弁護士
定　　員　７人
申込受付　�10月１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。

9September
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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）
　　　　　膣エコー検査は有料
　申し込みは、中標津町保健センター
❸72-2733まで。

ロタウイルスワクチンが
定期接種(無償)となります

実 施 日　10月１日㈭～
対　　象　�令和２年８月１日以降に生

まれた方
　　　　　※�ただし、10月１日以前

に接種した場合は有償に
なりますのでご注意くだ
さい。

実施場所　�町立中標津病院・こどもク
リニック

　　　　　※�必ず事前にお問い合わせ
ください。

　問い合わせは、中標津町保健セン
ター　❸72-2733まで。

９月は国民健康保険税(第４期)、
固定資産税(第３期)の納期です
【納期限は９月30日】

　今月納期分の指定口座からの振替日
は９月30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。
　　　～納税は口座振替で！～　　　
　町道民税・固定資産税・軽自動車税・
国民健康保険税の納税には、簡単便利
な口座振替（自動払込）をご利用くだ
さい。お手続きは町内の各金融機関で
行なっています。詳しくは納税課収納
係まで。

～納期が既に経過しています～
○　町道民税（第１・２期）
○　固定資産税（第１・２期）
○　国民健康保険税（第1・2・3期）
○　軽自動車税

　納期限を過ぎた税は『滞納』となり
ます。納期を過ぎると納期内に納めた
方との公平のため、未納者に対しては
納付の催告（催促）文書を送付し、職
場調査・預貯金調査等を行います。

　なお、納期限の翌日から納める日ま
での期間に応じ延滞金が掛かります。
　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
納めてください。

＜休日・夜間相談窓口＞

夜�間�相�談�日
９月16日㈬　18時～20時

休�日�相�談�日
９月27日㈰　９時～17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。

道税についてのお知らせ
　新型コロナウイルス感染症の影響に
より道税の納税や申告等が困難な場合
は、申請により納税の猶予や申告期限
等の延長が認められる場合があります。
　詳しくは、道税ホームページ、根
室振興局税務課課税係��❸0153-24-
5479（課税に関すること）または納
税係��❸0153-24-5466（納税に関す
ること）まで。

児童手当等について
　児童手当の受給に必要な手続きは次
のとおりです。
●出生：�15日以内に「認定請求」また

は「額改定（増額）」の手続き
●転入：�前住所転出予定日から15日

以内に「認定請求」の手続き
●転出：�転出する前に「消滅届」の手

続き
※�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、または児童の
みが転入および転出する際は、手続
きが必要な場合があります。
※�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。
※�公務員の方は勤務先所属庁から手当
が支給されます。
　詳しくは、子育て支援室�子育て支
援管理係まで。

乳がん検診のお知らせ
(10月分)

実施期間　10月１日㈭～30日㈮
受付時間　①午後２時�②午後２時30分
　　　　　③午後３時
対　　象　40歳以上の女性
　　　　　（検診の間隔は２年に１回）
内　　容　�マンモグラフィ撮影
料　　金　�2,400円
　　　　　（70歳以上�1,600円）
実施場所　町立中標津病院
申込締切　９月23日㈬
　申し込みは、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
(10月分)

実施期間　10月１日㈭～30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　�2,700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　９月23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
（10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
　　　　　　10月１日㈭～30日㈮
　　　　　　毎週月～金曜日
　　　　　　（申込締切９月23日）
　　　　　古野医院
　　　　　　�水曜日・祝日以外の診療

日
受付時間　町立中標津病院
　　　　　　８時30分～11時
　　　　　古野医院
　　　　　　10時～13時
　　　　　　15時～17時

税　　金税　　金税　　金

一　　般一　　般一　　般

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）

健　　康健　　康健　　康



※�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６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２年令和２年国勢調査国勢調査を実施しますを実施します

●�国勢調査は、2020年（令和２年）10月１日現在、日本に住んでいるすべての
人および世帯が対象です。

●�国勢調査では、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、調査書類の配布
や調査票の受け取りを、できる限り、みなさんと調査員が対面しない非接触の
方法で行うようにします。みなさんのご理解とご協力をよろしくお願いします。

●�９月中旬から、調査員がみなさんのお宅を訪問し、調査書類を郵便受けに入れ
るなどしてお配りします。

●�回答は、できる限りインターネットでお願いします。
　調査票（紙）で回答する場合は、郵送で提出をお願いします。

●�調査票（紙）は１枚ずつ配布しますが、１枚につき４名までしか書けません（イ
ンターネットでの回答は人数に制限がありません）。追加の調査票（紙）が必
要な場合は、総務課情報化推進・広報調査係までご連絡ください。

国勢調査については、「国勢調査2020総合サイト」をご覧ください。
https://www.kokusei2020.go.jp/

詳しくは、総務課 情報化推進・広報調査係まで。

総務省・北海道・中標津町

誕生 10人　 死亡 25人　 転入 52人　 転出 61人

乳用牛飼養戸数 291戸　乳用牛飼養頭数 42,411頭
※各農協８月１日現在データ

7月31日現在住民登録人口
町の人口 23,201（－24）
　 男 11,433（－ 4）
　 女 11,768（－20）
世 帯 数 11,306（＋14）

（　　）内は前月比

令和２年9
VOL.693

インターネット回答期間 調査票（紙）での回答期間

9 14 10 7 10 1 10 7㊊ ㊌ ㊌㊍


