じょうずにつけたかな？
計根別幼稚園で行われた、老人クラ
ブとの交流お餅つき。
園児たちは、おじいちゃん、おばあ
ちゃんと一緒にもちつきを楽しんでい
ました。

空とみどりの交流拠点
2015

平成27年
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中標津町長

小林

実

町民の皆さま︑明けましておめでとうござ
います︒
皆さまには︑健やかに平成二十七年の新春
をお迎えのこととお慶び申し上げますととも
に︑謹んで新年のごあいさつを申し上げます︒
昨年を顧みますと︑国政では︑消費税率引
上げを平成二十九年四月へ先送りと﹁アベノ
ミクス﹂の前進あるいは中止を問うとして︑
十二月に衆議院の解散総選挙が行われ︑現政
権による政策の継続が信任されました︒
本年においては︑人口急減︑超高齢化社会
を背景とした地方創生への取り組みをはじめ︑

和男

中標津町議会議長

萬

町民の皆さま︑明けましておめでとうござ
います︒
輝かしい平成二十七年の新春を︑町民の皆
さまと共に迎えられますことを︑心よりお慶
び申し上げます︒
また︑町民の皆さまには日頃から町政に対
する暖かいご理解とご協力を賜り︑厚くお礼
申し上げます︒
昨年も︑開かれた議会の一環として︑町民
の皆さまとの対話の機会を求め﹁議会報告会﹂
を開催しました︒会場の皆さまから多くの質
問や意見が寄せられ︑有意義な報告会となり

ました︒その中において︑ある団体から出さ
れた要望事項が︑意見書として管内四町の議
会において議決され︑それぞれ知事あてに提
出することとなりました︒
﹁議会報告会﹂に
おいて出された意見が意見書として採択され︑
関係機関に提出されるのは初めてのことであ
り︑議会としても大変喜ばしいこととなりま
した︒今年も八月には実施したいと考えてい
ますので︑町民の皆さまには参加していただ
きたく︑よろしくお願いします︒
さて︑
昨年八月に︑増田寛也氏が
﹁地方消滅﹂
という衝撃的な本を出版しました︒その中で︑
私たちの故郷︑中標津町は大規模酪農地帯の
中心地として発展し︑大規模商業施設が進出
し︑周辺地域から人口流入が続くなど︑高齢
化率は二〇％程度で人口減少率も低く︑持続
可能性が高い地域とされています︒
しかし︑二〇〜三九歳の若年女性人口は︑

大詰めを迎えるＴＰＰ交渉や消費税率引上げ
先延ばしによる社会保障と税の一体改革スケ
ジュールの見直し︑円安の進行によるガソリ
ンや原材料等の高騰︑地球環境問題など難題
が山積しております︒
一方︑町内では︑四月に全国で初めての牛
乳消費拡大応援条例︵
﹁牛乳で乾杯条例﹂
︶の
施行や中標津中学校野球部の全国大会準優
勝︑八年ぶりとなる中標津高校ラグビー部の
全国大会出場など明るいニュースが多い一年
であったと思います︒さて︑本年は︑町の第
六期総合発展計画前期計画の最終年でもあり︑
各種施策の評価・点検を行い︑後期計画を見
据えた施策の展開を図っていかなければなら
ない年となります︒
継続で整備をしてまいりました計根別小中
一貫校の新校舎をはじめ︑児童センター︑白
樺斎場の供用開始︑継続事業とはなりますが︑

何の対策も講じなければ︑二〇四〇年にはマイ
ナス三六．三％になると推計されています︒
人口減少社会においては︑正規雇用の拡大や
女性労働の多様性︑子ども手当や多様な子育て
支援サービスの拡充など︑女性が産みやすく︑
育てやすい政策が重要となります︒今後の国の
育児対策を先取りするなど︑できることから取
り組むことが求められます︒議会としても︑将
来展望を持ち︑身軽な財政運営の推進や様々な
変化に対応できるよう︑今から心掛けていかな
ければならないと考えています︒
町民の皆さまとの対話を大事にし︑開かれた
議会運営を心掛けて取り組んでまいります︒
本年も変わらぬご支援︑ご協力をお願い申し
上げるとともに︑町民皆さま方の今後ますます
のご健勝とご多幸を祈念し︑年頭のご挨拶とし
ます︒

懸案でありました総合体育館の平成二十八年完
成に向けた整備を進める一方で︑人口急減・超
高齢化に対する地方創生に向けた総合戦略の策
定をはじめ︑観光面や空港利用促進の一環とし
て︑海外や本州方面からのチャーター便の就航
などに積極的に取り組み︑管内の人口減少に歯
止めをかけるダム的機能の役割を果たしていか
なければなりません︒
また︑町の基幹産業であります酪農情勢の変
化を注視しながら︑今一度足元を見つめ直し︑
産業経済を停滞させることなく︑常に町民の皆
さんと同じ目線に立って課題に取り組み︑目標
であります﹁子ども達に胸を張って誇れるふる
さと なかしべつ﹂の実現に向けて︑職員の先
頭に立ち頑張ってまいります︒
本年も町民皆さまのご理解とご協力を賜りま
すようお願いするとともに︑
皆さまのご健勝とご
多幸をご祈念申し上げ︑新年のご挨拶とします︒
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永年にわたり︑町の発展に功績のあった
団体の方々が表彰されました︒
1

清原

利満︵固定資産評価審査員として永
年にわたる町の税務行政の向
上に貢献︶

輝雄︵明生町内会長・中標津町全町
内会連合会理事として永年に
わたる町の地域住民活動推進
に貢献︶

5

賢一︵林業整備や林業後継者の育成・

︽林業功労者︾

○産業貢献賞

小室

︽住民組織活動功労者︾

○社会貢献賞

上に貢献︶

年にわたる町の税務行政の向

志賀 詔一︵固定資産評価協力員として永

渡邊

︽自治功労者︾

○自治貢献賞

受賞者︵敬称略︶

葉が贈られました︒

彰も行われ︑列席された関係者から祝福の言

また︑同時に中小企業卓越技能者 名の表

名と

4

指導など永年にわたる町の林
業振興に貢献︶

永年にわたる町の建設事業振

弘︵中標津建設業協会会長として

︽建設事業功労者︾

小針

興に貢献︶

中標津町立中標津中学校野球部

○奨励賞

球大会において準優勝という

︵第三十六回全国中学校軟式野

輝かしい成績を残し軟式野球

の振興に寄与︶

○中小企業卓越技能者

博︵㈲坂本建具製作所︶

哲也︵佐々木テント㈲︶

茂︵㈱トーヨーグランドホテル︶

孝二︵㈱寿宴︶

︽技能水準の向上に尽力︾

上田

太田

水本

坂本

3

第 回中標津町表彰式
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11月28日

陽岱鋼選手・佐藤賢治選手が中標津町を訪問
中標津町応援大使として１年間活動してくれました「陽岱鋼選手・佐藤賢治選手」が中標津町を訪れました。
中標津町応援大
町を代表するビュースポット『開陽台』では、知床連山の山並みや地平線まで広がる格子状防風林の雄大な
風景に感動。その後、なかしべつ牛乳を使った乳製品を試食
した二人。陽選手は大好きな「飲むヨーグルト」をおかわり
するなど、中標津の大地の恵みを堪能していました。
また、学校訪問では中標津中学校を訪れ、事前に知らされ
ていなかった生徒は、突然現れた両選手に大興奮。生徒から
の質問やキャッチボール、全校生徒との記念撮影など盛り上
げてくれました。

夕方から総合文化会館で行われたトークイベントには、約
750名が来場。イベント開催前から熱気に包まれた会場は、
入場曲と共に登場した両選手に更にヒートアップ。野球少年
団からの花束と記念品贈呈ののち、
今年施行された「牛乳乾杯条例」を記念して「なかしべつ牛乳（牛乳パック）
」
を持って来場者全員で乾杯を行いました。トークショーでは、陽選手の軽快なトークに応援大使１年生の佐藤
選手の緊張もほぐれ、二人のトークに会場は終始笑いと笑顔で満ち溢れていました。
直筆サイン入りユニフォームとサインボールなどが当たる抽選会では、番号が読まれるたびに会場は歓声と
ため息が。また、最後に陽選手からサプライズとして着ていたスタジアムジャンパーの提供も。
最後に来場者全員で、１年間応援大使を務めていただいた選手へ『ハッピーで〜す！』と感謝の気持ちを伝
え、野球少年団とのハイタッチで見送りました。
これからも陽選手と佐藤選手の活躍を応援しています。がんばれ！陽岱鋼選手!!

佐藤賢治選手!!
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第40回

２月７日㈯〜８日㈰

と き：

ところ：しるべっと広場
【主なイベント】
雪上ドッヂビー、滑り台タイムトライアル、花火大会

など

※詳細は、後日新聞折込みチラシ等でお知らせします。
【なかしべつ祭り実行委員会からのお知らせ】
夏祭り・冬まつりへの模擬店出店については、規則で前回実績者を優先することと定めており、新規につき
ましては出店枠に空きが出た場合のみ受け付けを行います。
今回の冬まつりにおきましては、出店枠に１枠空きがありますので、新規出店を希望される方は、１月14
日㈬までに、上記なかしべつ祭り実行委員会事務局へご連絡ください。
定数を超える応募があった場合は、抽選により出店者を決定します。
なお、出店には一定の要件がありますので、詳しくはお問合せください。

問い合わせは、なかしべつ祭り実行委員会事務局（経済振興課内 ❸73‑3111）まで。

意見募集（パブリックコメント）を実施します
パブリックコメント（意見公募手続）とは、中標津町全体に係る基本的な政策を定めるとき、町民の皆さんにそ
の政策の目的や内容などを広く公表して意見を求め、町は、提出された意見と、意見に対する町の考え方を公表し
ていく手続きです。この度、下記の案件について町民の皆さんのご意見を募集します。
■案

件

名

①中標津町高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画（素案）〜介護保険課
②第４次中標津町母子保健計画（案）〜保健センター健康推進課

■資料を閲覧できるところ

町ホームページ、役場まちづくり情報コーナー、担当課窓口、総合文化会館窓口、
計根別支所窓口

■意 見 の 提 出 方 法

備え付けの様式により、郵送、FAX、Eメール、担当課への持参提出

■閲

①平成27年１月 ８ 日㈭〜平成27年２月 ６ 日㈮

覧

期

間

②平成27年１月15日㈭〜平成27年２月13日㈮

問い合わせは、各担当課にお問い合わせください。

広告
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国民年金保険料の納付が困難な方は
免除・納付猶予の手続きを
年金は老後のためだけのものではありません。国民年金保険料を未納のままにしておくと、もしものときの「障
害年金」や「遺族年金」が受けられない場合があります。経済的に納付が難しい方は「国民年金保険料免除・納付
猶予制度」をご利用ください。

●国民年金保険料免除・納付猶予制度とは？
ご本人・配偶者・世帯主の前年の所得によって、全額免除のほか段階的に一部免除（４分の３免除・半額免除・４
分の１免除）があります。
また、30歳未満の方に限り、世帯主の所得が多くても、ご本人と配偶者の所得が少ない方は、国民年金保険料の
納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。
免除を受けた期間に納める保険料（月額）は、次のようになります。
●全額免除

15,250円

⇒

0円

●４分の３免除

15,250円

⇒

3,810円

●半額免除

15,250円

⇒

7,630円

●４分の１免除

15,250円

⇒

11,440円

※失業、倒産、天災などを理由に申請する方は、前年の所得にかかわらず、特例で全額免除になる場合があります。

●免除を受けた場合、将来の年金額はどうなるの？
免除を受けた期間の老齢基礎年金の額は、国民年金保険料を全額納めた場合と比較する
と、それぞれ次の割合により計算されます。
●全額免除

⇒

８分の４

●４分の３免除

⇒

８分の５

●半額免除

⇒

８分の６

●４分の１免除

⇒

８分の７

※一部免除は、免除を受けた残りの額（４分の１・半額・４分の３）を納付することが前提となります。納めないで
おくと、一部免除は無効となり、未納と同じ扱いになってしまいますので、ご注意ください。

問い合わせは、住民保険課 国民年金係まで。

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年間に支払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用者負担額との合計が基
準額を超えたときは、申請により、その超えた額を高額介護合算療養費として支給します。

◇自己負担基準額表

【今回対象となる計算期間：平成25年８月１日〜翌年平成26年７月31日】

負担割合
３割

１割

区

分

自己負担額の合計の基準額

現 役 並 み 所 得 者

６７万円

一

５６万円

般
区分Ⅱ

３１万円

区分Ⅰ

１９万円

住民税非課税世帯

対象となる方には「お知らせ」を送ります
（平成27年１月末送付予定）

忘れずに申請をしてください

北海道後期高齢者医療広域連合 ❸０１１−２９０−５６０１
問い合わせ先：
住民保険課 後期高齢者医療係 ❸７３−３１１１
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年
平成27
4月から

介護保険制度が変わります。

今後の高齢者人口の推移では、団塊の世代が75歳を迎える2025年をピークに、高齢化が急速に進展し、それ
に伴い介護保険料の基準額が上昇することが見込まれています。
そのため、介護保険制度の持続可能性の確保のため、介護サービスの重点化・効率化と費用負担の公平化を主な
柱として、平成27年４月から介護保険制度の改正が予定されています。

平成27年４月から改正される主な内容
要支援の方の訪問介護と通所介護が変わります。
要支援１・２の方への予防給付のうち、訪問介護と通所介護については、市町村がお
こなう地域支援事業の「新しい総合事業」へ移行します。
既存の要支援１・２の訪問介護と通所介護がなくなるわけではなく、既存の事業所か
らのサービスも「現行の訪問、通所介護サービスに相当するサービス」として残しつつ、それに加えて、ボランティ
アや地域住民などでできることを支援していくといった多種多様な形での支援体制を拡大するものです。平成27年
４月からの改正となりますが、中標津町では平成29年４月からの移行を予定しています。

特別養護老人ホームの新規入所の対象者が変わります。
特別養護老人ホームへの新規入所者が、原則、要介護３以上の方に限定されます。
ただし、要介護１・２の方であっても、やむを得ない事情により特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難で
あると認められる場合には、特例的に入所できます。
また、平成27年４月までに入所されている要介護１・２の方については引き続き入所できます。

低所得者の方の保険料が軽減されます。
住民税非課税世帯が対象となる第１段階から第３段階の介護保険料について、公費を投入することにより負担を軽
減する予定です。

平成27年８月から改正される主な内容
一定以上所得者の自己負担が２割負担に変わります。
介護保険サービスの自己負担は、一律１割負担でしたが、所得が一定以上ある65歳以上の方
については自己負担割合が２割負担になる予定です。
自己負担が２割となるのは、合計所得金額が160万円以上（年金収入等とその他の合計所得金
額の合計が単身で280万円、２人以上世帯で346万円以上）の方となる予定です。
ただし、高額介護サービス費の支給による負担上限額があるため、２割負担対象者のすべてが２倍の負担となるわ
けではありません。

高額介護サービスの限度額の一部が変わります。
介護保険では、１ヶ月ごとの自己負担が限度額を超えた場合には、申請により超えた額を高額介護サービス費とし
て払い戻されます。
その限度額のうち、医療保険の現役並み所得に相当する方については、月額37,200円か
ら44,400円に引き上げられる予定です。

低所得者の施設利用に係る食費・居住費の軽減についての支給基準が変わります。
低所得者（住民税非課税世帯）の方の介護保険施設に係る費用の食費と居住費につい
ては、申請により負担が軽減されていましたが、住民税非課税世帯でも一定以上の預貯
金などの資産がある場合には負担軽減の対象とならなくなる予定です。
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防災ワンポイント 第21回
じゃがいもずきん
「ききぼう」くん

暴風雪に備えて②

暴風雪に備えて、天気予報を見聞きするときには、天気がどのように変化していくか確認する
ことも必要です。風の強さや流れ、どうしてそのような予報になるのか、天気図の動きから危険
を読み解きます。また、過去の事例をもとに、どのようなときに特に強い暴風雪となるのかがわ
かります。今回は中標津町で被害が大きかった暴風雪時の天気図から、どうして風が強くなるの
か確認します。

●中標津町で被害が大きい暴風雪の特徴は？
下記のような「西高東低」の気圧配置（西側に高気圧、東側に低気圧）で、網走沖や根室沖の低気圧が発達して
北西方向から強い風が吹くときに被害が大きくなる特徴があります。

昭和８年１月18日18時の
天気図（標津村分村前）
養老牛・開陽で児童６人、
武佐で大人１人が亡くなる
猛吹雪

平成25年３月２日21時の
天気図
町内で５人（道内９名）が
亡くなる猛吹雪
出展：近代デジタルライブラリーＨＰ掲載 天気図 昭和８年１月 至３月、釧路地方気象台HP掲載

気象速報

２つの天気図を見比べると良く似た気圧配置です。等圧線と呼ばれる、同
高気圧は中心から時計回りの風、
じ気圧同士を結ぶ線の間隔が北海道付近で狭くなっています。風は等圧線
低気圧は中心へ反時計回りの風
に沿って吹き、線の間隔が狭いと強くなる性質があります。また、右の図
のように、低気圧は中心に向かって反時計回りに風が流れます。そのため、
上の２つの図では、発達した低気圧によって等圧線が込み合っており、中
標津町では強い風が北西方向から吹くことになります。
さらに町の北側は山があるため、北西方向からの風は山から吹き降ろすこ
とでさらに強くなります。普段は沿岸部に比べ風が穏やかな町ですが、こ
のような天気図の時には「山おろし」によって特に強い暴風雪となります。
この天気図以外のパターンでも暴風雪にはなりますが、過去の事例で特に被害が大きい暴風雪災害の天気図の多
くが上記２つの天気図に類似します。そのため北海道付近や北海道の南岸を低気圧が通過し、網走沖や根室沖で発
達する上記の天気図のような気圧配置が予想される場合、猛吹雪の恐れがあるため外出を控えるといった危険を回
避する対応が必要です。

○暴風雪の危険を回避するポイント
・悪天候が予想される場合は不要な外出は避け、職場等でも早めの帰宅を促しましょう。
・注意報や警報は天候が悪化する数時間前に発表されることがあるため、発表時点で異変がなくてもこれか
ら悪化することを考え対応しましょう。

○もしも暴風雪に遭遇してしまったら…
・外出先で出歩くことが困難になった場合は、無理に帰宅しようとせず、安全な場所にとどまりましょう。
風で飛ばされてくるものに注意し、体温の低下を防ぎましょう。
・車を運転しているときは安全な場所へ避難することが基本ですが、車が立ち往生し、周囲に避難できる建
物が確認できない場合は、車内で助けを待ちます。停車中の車両は吹き溜まりが発生しやすいことに注意
し、車が雪で覆われると、一酸化炭素中毒になる危険があるためエンジンは止めましょう。
・家の中に入るときも暖房などの給排気口が雪にふさがれ不完全燃焼による一酸化炭素中毒を起こすことが
あります。給排気口が雪で覆われていれば周りを除雪しましょう。
今回の天気図に関するポイントは、
（独）防災科学技術研究所 雪氷防災研究センター
中村 一樹研究員（気象予報士）に確認いただき作成しています。

新庄雪氷環境実験所

詳しくは、総務課 防災係まで。
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な か し べ つ １ 年 生

地域おこし協力隊が行く

其の

8

あけましておめでとうございます。
本年も、協力隊の活動、当連載への応援
をよろしくお願いします。
お正月ということで、お正月料理について
関東と道東を比較してみました。

★おせち料理を食べるタイミング
大晦日におせち料理を召し上がった町民の皆さんが多いのでしょうか？それを聞いて驚きました！今までおせち料
理を食べるのは、年明け１月１日だと思っていたからです。本州のほとんどの家庭では、１月１日からおせち料理を
食べます。おせちはもともと「御節供」と書き、「おせちく」と言っていました。昔の日本では、月と日付が奇数で揃
う日（1/1、3/3、5/5、7/7、9/9）を節日と呼んでいて、その日に振る舞うごちそうのことを「おせちく」と呼
んでいたのが「おせち」に省略されたと言われています。近年では、見た目が豪華であるうえに、長持ちするのが特
徴で、正月の３日間くらいは主婦の家事が軽減されるように食べるとも言われています。
私のおせち料理の定番といえば…数の子、栗きんとん、それから黒豆です。みなさんのお好きなおせちの具材は何
ですか!?
★お雑煮
お雑煮といえば、日本全国それぞれの地域で異なる味付けのイメージがありますよね。北海道では角餅を焼き、"しょ
うゆ"で味つけする家庭が多いとのことですが、私の家庭は両親が関西人なので関西風
です。白みそ仕立てに、焼かずに煮た丸餅。具材は、里芋、大根、人参などで、まった
りした甘いお汁だと記憶しています。
『ぜひ我が家のお雑煮を見て！』という方がいらっしゃいましたら、お写真お待ちし
ています。
★飯ずし
中標津に来るまで目にしたことも聞いたこともなかった「飯ずし」に興味があります！
私が調べたところ、ご飯と魚（ハタハタ、鮭、にしん、ホッケ）、野菜（キャベツ、大
根、人参）、麹を混ぜて、重石をのせて漬け込み、乳酸発酵させて作る主に北国ならで
はの郷土料理みたいですね。見た目が
謎なので…まだ挑戦できずにいますが、
た なか やすのり
中標津にいる間に作れるようになって、
中標津町地域おこし協力隊 田中 康訓（役場経済振興課内）
実家の家族や地元の友人たちに食べて
メールアドレス WDQDND#NDL\RXGDLMS
もらいたいと思っています。

所得税及び復興特別所得税の確定申告が始まります
平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受け付けは、平成27年２月16日㈪から
同年３月16日㈪までです（土・日曜は除く）
。
確定申告書は「前年の申告書控」や「確定申告の手引き」などを参考に、ご自分で作成し、お早めに提出してく
ださい。
なお、確定申告書は国税庁ホームページ【KWWSZZZQWDJRMS】の「確定申告書等作成コーナー」で作成し
印刷して提出することができます。あわせて、便利なｅ−Ｔａｘを是非ご利用ください。
※申告書の作成に当たっては、
「復興特別所得税額」欄の記載漏れのないようご注意ください。
※還付申告は２月16日以前でも提出できます。
【 注意 】 例年、中標津町役場を会場として実施されていた、根室税務署による署外での申告等の受付・相談につ
いては、本年より実施されませんのでご注意ください。

詳しくは、国税庁のホームページをご覧いただくか、根室税務署 ❸0153-23-3261まで。

年末調整等関係書類の提出を忘れずに
平成26年分の給与所得に係る給与支払報告書等の関係書類の提出期限は、２月２日㈪です。
提出先：「給与支払報告書」及び「同総括表」→「従業員がお住まいの市役所・町役場」へ
「法定調書」及び「その合計表」――→「税務署」へ
※給与支払報告書等の提出については、
ｅＬＴＡＸ（電子申告）の積極的なご利用をお願いします。
ｅＬＴＡＸについての詳しい情報は、
【KWWSZZZHOWD[MS】をご覧ください。

問い合わせは、税務課 住民税係まで。

東日本大震災義援金の受け付けについて
東日本大震災義援金につきましては、皆さんのご理解とご協力により中標津町において、平成26年11月19日現
在 12,938,743円（126件）が寄せられています。大変ありがとうございます。このたび、義援金の受付が平成
27年３月31日㈫で終了します。終了まで引き続き皆さんのご理解とご協力をお願いします。

詳しくは、福祉課 社会福祉係まで。
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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、電子メールにて情報発信を
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。 NLNLERX#QDNDVKLEHWVXMS

中標津消防団出初式
中標津消
中標
津消防団
津消
防団出初
防団
出初式
出初
式
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
防団の出初式を行います。当日は午前
８時30分に屋外サイレンを吹鳴しま
す。
日
時
１月８日㈭
午前10時30分〜11時55分
場
所
中標津町総合文化会館
前広場〜通常点検・機械器具点検
コミュニティホール〜表彰式
問い合わせは、中標津消防署 消防
団係 ❸72‑2181まで。

年金相談所開設のお知らせ
年金相談
年金
相談所開
相談
所開設の
所開
設のお知
設の
お知らせ
お知
らせ
開設日時
２月３日㈫ 正午〜午後５時
２月４日㈬ 午前９時〜午後３時
開設場所
中標津町役場会議室
予約受付期間
１月15日㈭〜28日㈬
予約申し込みは、釧路年金事務所
❸0154‑61‑6000まで。

鳥インフルエンザについて
鳥インフ
鳥イ
ンフルエ
ンフ
ルエンザ
ルエ
ンザにつ
ンザ
について
につ
いて
渡り鳥の飛来シーズンに入り、11
月29日現在、11月だけで野鳥の糞便
から高病原性鳥インフルエンザが４件
検出されています。
家きん（鶏等）を飼養されている方
は、今一度、消毒設備や野生動物の進
入防止対策等を確認し、飼養衛生管理
の徹底をお願いします。
なお、異常家きんや死んだ野鳥を発
見した場合は、鳥インフルエンザに限
らずさまざまな動物由来の感染症予防
のため、その鳥や糞に触れないよう注
意し、速やかな通報をお願いします。
問い合わせは、農林課 畜産係まで。

捨て犬
捨て
犬・迷い
迷い犬に
迷い犬について
犬につい
犬に
ついて
つい
て
最近、町内で飼い犬や飼い猫の放し
飼いや、野良犬・野良猫の苦情が寄せ
られています。
以下、飼主へのお願いです。
①放し飼いは厳禁。
②増える前に、避妊・去勢。
③首輪には鑑札（犬のみ）と連絡先。
④捨てる前に相談。
⑤いなくなったら、すぐ連絡。
（役場・保健所・警察）
詳しくは、農林課 自然環境係まで。

住民基本台帳法第11条３項に
住民基本
住民
基本台帳
基本
台帳法第
台帳
法第11
法第
11条３
11
条３項に
条３
項に
基づく公表について
平成25年度における住民基本台帳
の一部の写しの閲覧状況について、次
のとおり公表します。
①旅行・観光消費動向調査
申 請 者 国土交通省
閲 覧 日 平成25年５月15日
範
囲 無作為抽出
②網走湖環境整備事業

January

1

申 請 者 国土交通省
閲 覧 日 平成25年５月28日
範
囲 20歳以上
③道民意識調査
申 請 者 北海道
閲 覧 日 平成25年８月29日
範
囲 南町 20歳以上
④全国たばこ喫煙者率調査
申 請 者 日本たばこ産業株式会社
閲 覧 日 平成25年12月４日
範
囲 町内市街地
詳しくは、住民保険課 戸籍住民係
まで。

などで活き活きとしたからだと心につ
いて学ぶ「温泉健康アカデミー」を北
海道の委託事業として開催します。
対
象 60歳以上
日
程 １月13日から
２月10日までの５回
場
所 養老牛温泉 ホテル養老牛
料
金 ５回で10,000円
（入浴・昼食付）
申し込みは、ホテル養老牛 ❸78‑
2224まで。

平成27年度入校生の追加募集
平成27
平成
27年度
27
年度入校
年度
入校生の
入校
生の追加
生の
追加募集
追加
募集

北海道が河川を管理するうえで必要
と判断する区域において、沿川の自治
会や河川愛護団体などの皆さんによる
草刈りや伐採作業を行っていただき、
実施した面積に応じた費用を支払う制
度です。
申し込み ・問合せは、釧路総合振
興 局 釧 路 建 設 管 理 部 ❸0154‑23‑
9184まで。

国立北海道障害者職業能力開発校で
は、求職中の障がい者の入校生（訓練
期間は１年または２年間）を追加募集
しています。
応募方法など詳しくは、下記または
最寄りの公共職業安定所まで。
国立北海道障害者職業能力開発校
砂川市焼山60番地 ❸0125‑52‑2774

戦没者遺児による
戦没者遺
戦没
者遺児に
者遺
児による
児に
よる
慰霊友好親善事業
一般財団法人日本遺族会では「戦没
者遺児による慰霊友好親善事業」の参
加者を募集しています。
先の大戦で父等を亡くした戦没者の
遺児を対象として、戦没した旧戦域を
訪れ慰霊追悼を行うとともに、地元住
民と友好親善を図ることを目的として
います。
参 加 費 90,000円
申し込み 北海道遺族会事務局
問い合わせは、
（一財）日本遺族会
事務局 ❸03‑3261‑5521まで。

NHK
NH
K「スト
「
「ストップ!暴風雪被害セミナー
ストップ
スト
ップ!暴
ップ
!暴風雪
!暴
風雪被害
風雪
被害セ
被害
セミナ
ミナー
ー
i 中標津」
in中標津」
暴風雪被害から身を守るための知識
を伝えるセミナーを、中標津しらかば
学園公開講座として開催します。当日
は、ＮＨＫで放送された暴風雪に備え
る１分シリーズの上映や講師による講
演を通して、暴風雪被害に備える情報
を分かりやすく伝えます。参加ご希望
の方は当日直接会場にお越しください。
日
時 １月14日㈬
午前10時〜正午
場
所 総合文化会館
コミュニティホール
講
師 根本 昌宏
（日本赤十字北海道看護大
学 准教授）
内
容 番組視聴、講演、パネル展 等
主
催 NHK釧路放送局・北見放送局
共
催 中標津町教育委員会・
（一財）
中標津町文化スポー
ツ振興財団
後
援 中標津町
詳しくは、NHK釧路放送局（平日
午 前10時 〜 午 後 ６ 時 ） ❸0154‑41‑
9192まで。

温泉健康アカデミー開催
温泉健康
温泉
健康アカ
健康
アカデミ
アカ
デミー開
ー開催
開催

市民団体協働の川づくり事業
市民団体
市民
団体協働
団体
協働の川
協働
の川づく
の川
づくり事
づく
り事業
り事
業

働いている調理師の皆さんへ
働いてい
働い
ている調
てい
る調理師
る調
理師の皆
理師
の皆さん
の皆
さんへ
さん
へ
調理師法では、調理業務に従事して
いる調理師の方は、２年ごとに12月
31日現在の調理従事場所等を、翌年
１月15日までに届け出なければなら
ないと定めており、今年度は届出が必
要な年です。
詳しくは、㈳北海道全調理師会中標
津支部（大和グループ事務本部）❸
72‑6458または中標津保健所 ❸72‑
2168まで。

緊急通報
緊急
緊急通報は110番、
通報は1
通報
は110
は1
10番
10
番、
番、
相談電話は
「＃9110」
に！
110番は事件・事故などが発生した
場合に警察へ緊急通報するための電話
です。事件・事故の内容について必要
な事項を、慌てず落ち着いて正しく伝
えてください。また、その場所の住所
や付近の目標となる建物などを正しく
伝えてください。
急を要しない相談や照会などは、警
察相談電話「＃9110」または最寄り
の警察署、交番・駐在所へ問い合わせ
てください。
110番の正しい利用をお願いします。
詳 し く は、 中 標 津 警 察 署 ❸72‑
0110まで。

「休日公証相談」
「休日公
「休
日公証相
日公
証相談」
証相
談」を実
を実施し
を実施します
施します
施し
ます
日

時 １月25日㈰
午前10時〜午後４時
場
所 釧路公証人役場
釧路市末広町７丁目２番地
金森ビル１階
相談内容 遺言、相続、任意後見、尊
厳死宣言、お金の貸し借り、
賃貸借、離婚に伴う養育費・
慰謝料・財産分与 等
相 談 料 無料
相談を希望される方は、１月23日
㈮までに、電話予約をお願いします。
申し込み・問い合わせは、釧路公証
人役場 ❸0154‑25‑1365まで。

温泉を活用して、運動、食事、お話
中標津町役場
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Information
健

康

保健センターからのお知らせ

乳がん検診のお知らせ(２月分)
２月23日㈪ 午後から
40歳以上の女性
（検診の間隔は２年に１回）
内
容 問診、視診・触診、
マンモグラフィ撮影（別日程）
料
金 2,900円
（70歳以上は1,400円）
定
員 25名
場
所 町立中標津病院
申込締切 １月19日㈪
申し込みは、中標津町保健センター
❸72‑2733まで。

教養を高めよりよい文化を育てましょう（町民憲章より）
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、差押等
の滞納処分を行います。定められた納
期限までに納めていただくようお願い
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＞

実施期間
対
象

骨粗鬆症検診のお知らせ(２月分)
実施期間

２月３日〜27日の毎週火
〜金曜日（午前11時から）
対
象 20歳以上の女性
内
容 問診、骨密度測定（腰椎、大
腿（太もも）
骨）
、診察
料
金 2,500円
（70歳以上は1,200円）
中標津町国民健康保険加入
者・生活保護世帯の方は無料
定
員 １日２名
場
所 町立中標津病院 整形外科
申込締切 １月20日㈫
申し込みは、中標津町保健センター
❸72‑2733まで。

無料クーポン券（受診券）で受ける
がん検診・肝炎ウイルス検診
平成26年５月末頃に対象者の方へ
無料クーポン券（受診券）を郵送しま
したが、使用期限が２月末日と迫って
いますので、受診されていない方はぜ
ひ受診しましょう。
検診実施場所等詳しくは、中標津町
保健センター ❸72‑2733まで。

税

金

１月は国民健康保険税（第７期）
の納期です
【納期限は２月２日】
今月納期分の指定口座からの振替日
は２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）
○ 固定資産税（全て）
○ 国民健康保険税（第１〜６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

11

中標津町役場
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夜間相談日
１月16日㈮

午後６時〜午後８時

休日相談日
１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
保険税以外は納めることができません。

償却資産
（固定資産税）の
申告は２月２日までに
平成27年１月１日現在で償却資産
を所有している会社や個人の方は、資
産の名称や取得価額等を２月２日まで
に申告してください。
※償却資産とは、土地家屋と同じく固
定資産税の対象となる事業用資産で
会社や個人が事業のために所有する
機械・器具・備品等をいいます。
（自動車や軽自動車等は除きます）
詳しくは、税務課 資産税係まで。

一

般

町営住宅入居者募集
町営住宅
町営
住宅入居
住宅
入居者募
入居
者募集
者募
集
募集団地
・あずまグリーン団地（４階建）
東17条南３丁目
２ＬＤＫ（４階）１戸（給湯設備リース）
平成３年建設
家賃 18,800円〜37,000円
他共益費
・西町団地（３階建）
西町３丁目65番地
２ＬＤＫ（１階）１戸
平成15年建設
家賃 20,900円〜41,200円
他駐車場使用料、共益費
・西町団地（３階建）
西町３丁目65番地
２ＬＤＫ（２階）１戸
平成15年建設
家賃 20,900円〜41,200円
他駐車場使用料、共益費
・旭第２団地（２階建）
東９条南４丁目
３ＬＤＫ（２階）１戸（オール電化）
平成26年建設 ※単身不可
家賃 29,500円〜57,900円
他駐車場使用料、共益費
受付期間 １月８日㈭〜16日㈮
受付場所 住宅係（役場２階窓口④番）
入居時期 平成27年２月下旬見込
選考方法 運営委員会の意見を聞いて、
困窮度の高い方から入居を
決定します。
計根別支所
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※入居者資格には条件（所得制限・暴
力団員の制限等）があります。
※１月16日の時点で町税等（保険料・
使用料・負担金等含む）に滞納があ
る方は入居できません。
町では現在、町営住宅「旭第２
団地」の建て替えを進めています。
新しく建設される町営住宅につい
ては、建替予定の現町営住宅入居
者が優先入居することになります。
入居者が決まっていない住戸につ
いて、一般募集となります。
詳しくは、都市住宅課 住宅係まで。

道営住宅入居者募集
道営住宅
道営
住宅入居
住宅
入居者募
入居
者募集
者募
集
募集団地
・泉中央団地(３階建)西８条北６丁目
Ａ棟３階 ３ＬＤＫ １戸
平成５年建設 ※世帯向け一般住宅
Ｃ棟１階 ３ＬＤＫ １戸
平成６年建設 ※世帯向け一般住宅
家賃 20,500円〜40,500円
他駐車場使用料、共益費、
給湯設備使用料
参考：前回応募倍率 7.5倍
※家賃は収入によって変動します。
※入居資格には条件（所得制限・暴力
団員の制限等）があります。
募集案内配布 １月８日㈭〜17日㈯
（日曜日は除く）
入居申込受付 １月13日㈫〜19日㈪
（日曜日は除く）
抽 選 日 １月27日㈫（予定）
抽選会場 中標津経済センター
入居時期 ２月中旬〜下旬（予定）
※上記は変更の可能性があります。
※４月から指定管理者制度により、管
理は下記事業者が行っていますので、
お間違えのないようにお願いします。
申し込み・問合せは、道営住宅（中
標津町）指定管理者 ㈲アクロス
❸72‑5515まで。

ごみ収集のお知らせ
ごみ収集
ごみ
収集のお
収集
のお知ら
のお
知らせ
知ら
せ
１月12日㈪は祝日のため、ごみ収
集は休みとなりますが、一般廃棄物最
終処分場は午前中のみ受け入れします。
詳しくは、生活課 環境衛生係まで。

学
学齢児童生徒就学通知書
齢児童生
齢児
童生徒就
童生
徒就学通
徒就
学通知書
学通
知書
（入学通知書）の送付のお知らせ
今年４月に小・中学校へ新入学する
児童生徒の保護者に就学通知書を送付
します。
小 学 校 平 成20年 ４ 月 ２ 日 〜 平
成21年 ４ 月 １ 日 生 ま れ
のお子さんを持つ保護者
中 学 校 平 成14年 ４ 月 ２ 日 〜 平
成15年 ４ 月 １ 日 生 ま れ
のお子さんを持つ保護者
発送予定日 １月15日㈭
住所変更などにより通知書が届かな
かった場合や、特別な事情により指定
校の変更を求める場合は、教育委員会
学校教育課 学務係まで。

ニュース
ニュー
ニ
ニュ
ュ
ュース
ース
ス

de

ニュース
ニュー
ニ
ニュ
ュ
ュース
ース
ース

中学生が日常の体験などから日頃考えていることなどを発表する「少年の主張中標津町大会」
が中標津中学校を会場に開催されました。
町内３中学校から選ばれた９人の生徒たちは、学校での出来事やごみなどの社会問題、日頃か
ら感じていることなどを多くの聴衆の前で堂々と発表していました。

12月

1
少年の主張
中標津町大会

日

照明、冷蔵庫、テレビなどを中心
に、普段からお使いの電気製品の節
電にご協力ください。

平成27年

29

31 21 31

11月30日現在住民登録人口
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日

ご家庭における節電のお願い

節電に協力いただきたい電気製品

12

5

北海道電力では︑この冬においては︑電力
需給対策に最大限取り組むことにより︑電力
を安定供給するうえで最低限必要な供給予備
率は確保できる見通しですが︑冬の北海道に
おいては︑万が一の電力需要のひっ迫が生命︑
安全を脅かす可能性があることから︑引き続
き無理のない範囲でこれまで取り組んでいる
節電にご協力くださいますようお願いします︒

21

■ご家庭で節電をお願いしたい期間・時間帯
・ 月１日㈫〜３月 日㈫
平日 ８時〜 時
※ 月 日㈪から 日㈬及び
１月２日㈮を除く

・特にご家庭においては︑電気の使用が増え
る夕方以降︵ 時〜 時︶の時間帯の節電
にご協力をお願いします︒
・冬季の北海道は夜間も電力需要が高い水準
にあるため︑右記以外の時間帯についても︑
可能な範囲での節電をお願いします︒
16

12

12月

景観フォーラム

中標津町総合文化会館コミュニティホールで地域の営みと景観について考える「なかしべつ景
観フォーラム」が開催されました。
「まちづくりとしての文化的景観〜人と仕組みが維持する景観、その先駆的事例〜」と題し、
京都大学教授の神吉紀世子氏による基調講演のあと、神吉氏と３名のパネリストによるパネル
ディスカッションが行われました。

町の人口
男
女
世 帯 数

（毎月５日発行）

※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。
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誕生 9人

死亡 14人

転入 47人

6）
3）
9）
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）内は前月比

転出 48人

