希望がいっぱい
４月７日㈪に行われた、中標津小学校の
入学式からの１枚です。
ぴかぴかのランドセルを背負って登校し
た児童たちは、少し緊張した面持ちでした。

空とみどりの交流拠点
2014

平成26年

５

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
ｊ0153‑73‑3111 ｈ0153‑73‑5333

№617

中標津町ホームページ
ＵＲＬ http://www.nakashibetsu.jp/
メール nakasi-t@aurens.or.jp
携帯サイト http://j.nakashibetsu.jp/

（仮称） 中標津町総合体育館の実施設計ができました
（仮称）中標津町総合体育館建設に向けて、平成
23年度から建設検討委員会、競技団体からなるワー
キンググループ、建設準備委員会で検討するととも
に、町民説明会やパブリックコメントを実施し、広
く町民の皆さまからご意見をいただき、実施設計に
反映しました。
建設場所は、役場庁舎の西側で、町道より若干高
い位置に建設されます。
実施設計の概要をお知らせします。

１階 平面図

２階 平面図

（仮称）中標津町総合体育館の完成イメージ

１階

【ロビー】
来館者の憩いの空間としました。
【メインアリーナ】
全体利用や２分割利用に対応で
きるように２方向からの出入を
可能にしました。
【サブアリーナ】
壁面開口を設け、明るい空間と
しました。２分割可能とし、さ
まざまな利用形態に対応できる
ようにしました。
【多目的室】
２分割可能とし、ダンススタジ
オや会議・ミーティングで利用
可能としました。大会時には大
会事務局として利用できるよう、
会議室・放送室に近い位置にレ
イアウトしました。
【会議室・放送室】
大会時の利用に対応するため、
アリーナに隣接して設けました。
【トレーニング室】
ガラス間仕切等による開放的で
明るい空間としました。

２階

【車椅子席】
両側に８席分程設けました。
【ホワイエ】
通常時はジョギングコース利用
者のウォーミングアップエリア
として、大会時には選手や観客
の溜まりスペースとして利用で
きるように設置しました。
サブアリーナを見学するデッキ
スペースとして利用できるよう
にしました。

工事の進捗状況について
建設予定地の一部が軟弱地盤のため、
土盛りし、圧をかけています。
今後は、盛り土を取り除き奥の山を
削り整地した後、建設に着手する予定
です。

詳しくは、教育委員会 生涯学習課 社会体育係まで。
2

町立中標津病院
整形外科

新しい医師が着任しましたので紹介します。
①出身大学
②卒業年
③専門

医長

産婦人科

つち

や

なお

と

土

屋

尚

人

医長

ひがし

ひろ

き

東

大

樹

①昭和大学
②平成17年
③整形外科
（関節外科・外傷・スポーツ）

①鹿児島大学
②平成20年
③産婦人科

外科

医師

内科

まつ

い

ひろ

き

すぎ

むら

こう じ ろう

松

井

博

紀

杉

村

浩二 郎

①旭川医科大学
②平成23年
③外科

医師

①旭川医科大学
②平成24年
③消化器内科

当院の外来受付時間は、午前８時30分から午前11時まで
です。診療科によっては午後から受付を行っている診療科も
ありますが、内科、外科、整形外科、眼科は午後の受付を行っていません。他の診療科についても、午後に
行っている曜日が違いますので、受診される時は病院へ問い合わせいただくか、ホームページで確認いただ
いて受診されるようお願いします。
また、内科診療は町民の方以外の初診については、地元医療機関の紹介状が必要です。
なお、正面玄関は午前７時30分に開き、自動再来機での受付は、午前７時45分からできます。

受付時間等に関するお知らせ

受付時間等のお問い合わせは、町立中標津病院 ｊ７２‑８２００まで。

５月12日は民生委員児童委員の日です
中標津町の民生委員児童委員は、現在56名で担当地区を受け持ち、住民の方々の生活に関する相談事等の対応を
しています。また、町内会活動にも参加したり、住民の方々と日々関わりを持つよう努めています。
民生委員児童委員は協議会を組織し、日常業務のほかに４つの専門部会（高齢者・児童母子・生活福祉・心身障が
い者）で、それぞれに専門的な活動もしています。
生活の中で困りごとなどがありましたら、ご自分の地区の担当民生委員児童委員にお気軽にお声をおかけください。
地区の担当者がわからない場合は、福祉課社会福祉係までご連絡ください。
なお、民生委員児童委員がお宅を訪問する場合もありますので、よろしくお願いします。

【 こんなときは民生委員児童委員へ 】
住宅生活に関すること

暮らしのこと

○毎日の介護で困っていること
○福祉サービスの利用に関すること
○施設利用に関すること（デイサービス、
ショートステイなど）
○介護保険制度に関すること
○その他

○住まいに関すること
と
○近所付き合いに関すること
○生活費に関すること
（職業や年金など）
○生活福祉資金など各種貸付制度に関す
ること
○生活保護に関すること
○遊び場、通学路などの危険箇所に関す
ること
○その他

育児・教育のこと
家族関係のこと
○結婚、離婚に関すること
○親子関係に関すること
○扶養に関すること
○相続に関すること
○その他

○育児やしつけに関すること
○いじめや不登校に気付いたとき
○学校生活の悩みに関すること
○非行に関すること
○児童虐待に関すること
○その他

その他の困りごと
○心身の疾病や障害に関する相談等

詳しくは、福祉課 社会福祉係まで。
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既存企業を応援します！

中小企業応援事業補助金(新設)について

平成22年度に中小企業振興基本条例を制定し、中小企業の経営基盤強化のため、既存企業に対する支援策として、平成
26年度から新たな補助金を創設しました。下記のとおり、町内の企業または個人事業主を対象に店舗や設備等を改修する
費用の一部を補助します。
■対
⑴
⑶
⑸

象
本町在住で、満20歳以上の方
⑵ 町税等の滞納がない方
町内で同一事業を５年以上営んでいるもの
⑷ 中標津町商工会会員（予定の者含む）
補助対象経費300万円以上
※遊興飲食業等業種の形態によっては、補助の対象とならない場合があります。
■補 助 額
⑴ 都市計画区域内の場合は30万円
⑵ 都市計画区域外の場合は20万円

新規起業を支援します！

空き地空き店舗等活用事業補助金について

中標津町では中心市街地活性化・空き店舗対策のため「空き地空き店舗等活用事業補助金」事業を実施しています。
町が定めた用途地域内で空き地・空き店舗を活用して新規起業する企業・個人に対し、開業資金の一部を補助します。
■対象となる方
⑴ 本町在住で、満20歳以上の方
⑵ 町税等の滞納がない方
⑶ 中標津町商工会の会員となる方
※遊興飲食業等業種の形態によっては、補助の対象とならない場合があります。
■対象となる経費
新規起業に伴う次の経費が対象になります。
⑴ 店舗等改装工事費
⑵ 設備費
⑶ 開業に伴う広告宣伝費
⑷ 備品購入費
⑸ 店舗家賃、建物・駐車場等の土地の賃貸料（最高６ヶ月分）
■補 助 額
⑴ 用途地域の商業地域で起業する方は、対象経費の２分の１以内で、50万円を限度に補助します。
⑵ 用途地域の商業地域以外で起業する方は、対象経費の３分の１以内で、25万円を限度に補助します。
※その他、起業家を支援するための各機関の助成金等についてもお気軽にご相談ください。

保証料を補助します！

中標津町中小企業融資制度について

中標津町では、中小企業の皆さんが資金を円滑に調達できるよう「中標津町中小企業融資制度（マルナカ融資制度）
」を設け、
町内の金融機関を通じて活用いただいています。
また、今年度は、融資利率を据え置いていますので積極的な活用をお願いします。
■貸付条件

融資総額

６億２千万円

資 金 名

融資期間

融資限度額

融資利率

保証料率

短 期 資 金

１年以内

1,000万円以内

2.0％以内

信用保証協会の規
程による９段階の
率による

長 期 資 金

５年以内
７年以内

1,500万円以内

2.3％以内
2.5％以内

保証料の補助について
中標津町では、町独自施策として、融資に伴い、北海道信用保証協会へ支払う保証料
を半額補助しています。また、景気後退の影響による町内経済の悪化に対応するため、
平成21年度から融資を受ける際の初年度に限り保証料の全額補助を行っています。
【保証料補助内容】
・短期資金（融資期間１年以内）…………………→全額補助
・長期資金（融資期間１年を超えて７年以内）…→１年目は全額補助
２年目から７年以内は半額補助

問い合わせは、経済振興課 商工労働係まで。
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〜中標津町国民健康保険にご加入の40歳以上の方へ〜

「特定健康診査受診券」送付のご案内
特定健康診査・人間ドックを受診する際に必要となる受診券を送付します。
A ４サイズでクリーム色の用紙です。健診当日まで無くさないようにご注意ください。

受診券・封筒見本
１，
０００円で
特定健診を受診できます！
＊町で費用を補助しています。

送

付

対

象

者

・平成26年４月１日現在、中標津町国民健康保険加入者で、来年３月31日までに
40歳〜75歳になる方（平成26年３月31日に加入されている方）

送付時期
４月22日
（発送済み）

・平成26年４月１日に中標津町国民健康保険に加入された方
・平成26年６月８日〜６月11日に保健センターで行われる集団健診を、４月18日

５月下旬

までに予約された方（問診票送付時に同封）。
※４月２日以降に国保に加入された方で、特定健康診査を希望される方は、受診券を随時送付しますので保健セ
ンターまでご連絡ください。

注 意 事 項
◎受診券の有効期間は、平成27年３月31日までです。
・昭和14年４月30日以前に生まれた方は受診券送付の対象となりませんが、後期高齢者医療保険によ
る町の健康診査は受診できます。詳しくは４月の広報紙に折り込まれた健診ガイドをご覧ください。
・今年度75歳になる方は、75歳の誕生日の前日までが有効期限となります。
◎国保から脱退された方は使用できません。

なぜ、年に一度の特定健康診査は必要なの？
がん、心臓病、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病は、自覚症状がないまま進行します。その
ため、長期間放置されることが多く、様々な合併症を引きおこすことも少なくありません。
異常を早期発見するためには、年に一度の健診が必要です。

問い合わせは、中標津町保健センター 健康推進係 ｊ７２−２７３３
中標津町役場 住民保険課 国保係 ｊ７３−３１１１
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まで。

抽選で30名様に乳製品（3,000円相当）をプレゼント

町税・国民健康保険税口座振替加入キャンペーン
口座振替制度は、納付のたびに金融機関等に出向く必要がなく、安心で便利な制度です。
キャンペーン期間中に、
町税・国民健康保険税の口座振替の申込みをした方には、
抽選で30名様に、
乳製品（3,000
円相当）を進呈します。
【７月31日㈭までの申込みが対象です
○対象となる税目 ―――――――――――――――――

手続きはお早めに

】

○対象とならない場合 ――――――――――――

町道民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税

キャンペーン期間後に申込みされた場合（期間

○申 込 方 法 ―――――――――――――――――――

内の金融機関取扱印があるものが対象です）

キャンペーン期間中に、次の金融機関窓口で手続きして

申込みのあった町税について、すでに口座振替

ください。

を利用している場合
口座振替利用中の方が期間中に解約し、再度申

《指定金融機関》

込みされた場合

大地みらい信用金庫（本・支店）

町税・国民健康保険税に未納がある方

《収納代理金融機関》各本支店

口座振替が不納となった場合

北海道銀行・北洋銀行・北海道労働金庫・釧路信用組

法人の申込み

合・中標津町農協・計根別農協・ゆうちょ銀行（郵便局）
○手続きに必要なもの ―――――――――――――――
通帳届出印

預貯金通帳

○日中に申込みができない方へ ――――――――
納税課ホームページから口座振替依頼書様式のダ

○抽選・賞品の発送 ――――――――――――――――
12月中旬に抽選、賞品の発送を予定しています。
※同一納税義務者が複数の税目に申込みの場合は、１件
とカウントします。

ウンロードが可能です。郵送で申込みができます。
○口座振替申込みの際の注意点 ――――――――
納期限の10日前までには金融機関で手続きをし
てください。手続きが遅くなりますと、その月の

※共有名義の固定資産税は、納税通知書記載の代表者あ

納期から振替ができない場合があります。

てに送付します。

問い合わせは、納税課 収納係まで。

中標津町特定不妊治療費助成事業のお知らせ
中標津町では、平成25年４月から特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）を受けているご夫婦に、経済的負担の
軽減を図るため、治療にかかる費用の一部を助成しています。
特定不妊治療費助成事業は、北海道において助成がおこなわれており、中標津町では治療にかかる自己負担額から
北海道の助成額を引いた残りについて、５万円を上限として助成することとしています。
【対

【助

象】 ①〜④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方

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方

③

他の市町村で同じ治療に対して助成を受けていない方

④

町税等を完納している方
成】
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

己負担分を助成の対象としています。
（上限５万円）。

詳しくは、中標津町保健センター健康推進課 母子健康係 ｊ７２−２７３３まで。
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国民年金保険料学生納付特例制度

日本国内に住むすべての方は、20歳になったときから国民年金の被保険者となり、保
険料の納付が義務づけられていますが、学生の方については、申請により在学中の保険料
の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

◆学生納付特例制度
未納のままだと、将来の年金はどうなりますか？
学生納付特例を申請せず、国民年金の保険料を納めないでいると、もしもの病気やケガがもとで障が
いが残ってしまったときに支給される障害基礎年金が受けられないなど、将来の老齢基礎年金が受け
られなくなる場合があります。
学生であれば、どんな学校に在学していても対象になりますか？
次の学校に在学している方が対象です。なお、夜間・定時制課程や通信課程も含まれますので、ほと
んどの学生の方が対象となります。
○大学（大学院） ○短期大学
○高等学校
○高等専門学校
○専修学校
○各種学校（修業年限が１年以上の課程） ○一部の海外大学の日本分校
申請手続きは、どのようにすればよいのですか？

また、手続きに必要なものは何ですか？

手続きは簡単です。
「国民年金保険料学生納付特例申請書」に必要事項を記入し、住民保険課国民年
金係（役場１階窓口②番）に提出してください。申請書は窓口にあります。なお、中標津町以外で住
民登録をしている方は、住民登録をしている住所地の市区町村役場で手続きをしてください。
【手続きに必要なもの】
○学生証のコピーまたは在学証明書
○年金手帳
○印鑑（ご家族など代理の方が申請する場合のみ）
社会人になってから納めようと思いますが、いつまで納められますか？
学生納付特例を受けた期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼっ
て納めること（追納）ができます。追納しなかった場合は、老齢基礎年金の受給
資格期間には算入されますが、年金額の計算には算入されません。将来受け取る
年金額を増額するためにも、社会人になってから追納することをおすすめします。
『所得が少なく、学費もかかるので国民年金の保険料を納めるのは…』という学生の方は、未納のままにせず「国
民年金保険料学生納付特例制度」をご利用ください。

問い合わせは、住民保険課 国民年金係まで。

平成27年春

中標津町児童センターがオープンします！

この施設は、東児童館・東第２児童クラブ、子育て支援センターを統合
した施設で、中高校生も利用できる施設です。
《施設の概要》
基本コンセプト：「学び・交流・ふれあい〜ありのままの自分でいられる場所」
建 設 場 所：東８条南２丁目（旭児童公園隣接地）
構
造：木造（大断面集成材構造） 平屋建
建 築 面 積：1,060.89㎡ 延床面積：999.41㎡
主 要 室：児童クラブ室１、児童クラブ室２、子育てルーム、遊戯室、
音楽活動室、調理室、ホール（図書室）等
備
考：（屋外）駐輪場、駐車場、物置、菜園

児童センター建設に係る説明会
児童センターの概要や工事の予定、道路（東８条通、南２丁目通）
の通行規制等について、説明会を開催します。周辺にお住まいの方な
ど、たくさんの参加をお待ちしています。
日 時 平成26年５月15日㈭ 午後７時から
場 所 東児童館

●●●

児童センターが、皆さまから親
しみを持たれる施設となるよう、
愛称を中標津町の子どもたちから
募集し、決定します。

詳しくは、子育て支援室 子育て支援係まで。
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愛称を募集します！●●●

参加者募集！
中 標 津 町 植 樹 祭

行！

雨天決

中標津町植樹祭は、町民との協働による森林づくりを進める中心的な行事として、中標津町・根釧東部森林管理署
の共催、中標津町緑化管理組合の協賛で下記日程で開催します。
植樹祭の参加には事前申し込みが必要です。皆さんのご参加をお待ちしています。
スコップは用意しますが不足する場合もあるため、可能な方は持参してください。
◆開催日時 ５月25日㈰ 午前10時〜12時
◆開催場所 旧開陽牧場跡地（中標津町字開陽）※昨年と同じ会場です。
◆開催内容 記念標柱設置、植樹（※終了後、飲料を配布します）
◆樹
種 シラカバ（1,000本）
◆申込締切 ５月21日㈬
◆参加人数 町民100名程度（※定員になり次第、締め切ります）
◆そ の 他 天候にあわせた作業しやすい服装、長靴等で参加してください。
中標津町植樹祭の活動費の一部は「第９回ニトリ北海道応援基金」
から助成されています。

赤ちゃん誕生記念植樹

行！

小雨決

中標津町は、毎年町民との協働による森林づくりを進めています。
『赤ちゃん誕生
記念植樹』は、平成20年度の第59回北海道植樹祭において、中標津町運動公園で開
催して以来、今回で７回目の開催となります。
お子さんやお孫さんの誕生を記念して、ぜひ記念植樹をしてみませんか？子供の成
長とともに、樹木も育ち、きっと良い思い出になると思います。

今年は北海道日本ハム
ファイターズ中標津町応援
大使決定を記念して、バッ
トの原料として有名なアオ
ダモを植えます。

◆開催日時 ６月１日㈰ 午前９時〜10時
◆開催場所 中標津町緑ヶ丘森林公園パークゴルフ場横町有地 ※昨年と同じ会場です。
◆開催内容 記念植樹、ネームプレートの設置（※終了後、集合記念撮影を行い、飲料を配布します）
◆樹
種 アオダモ苗木
◆対 象 者 H25.４.２〜H26.４.１出生の方 （昨年参加された方は対象外とさせていただきます）
◆申込締切 ５月30日㈮
◆参加人数 先着15組（※定員になり次第、締め切ります）
◆そ の 他 天候にあわせた作業しやすい服装、長靴等で参加してください。

申し込み・問い合わせは、農林課 林務係まで。

役場の施策と事務事業について点検・討議してみませんか？
町では、町が行っている施策や事務事業に対して、行政内部による点検・確認を行っています。その行政内部の
点検・確認に対する客観性や透明性を確保するため、有識者・町民からなる「中標津町外部評価委員会」を設置し、
有識者や町民の視点からその行政内部の点検・確認について、討議していただくこととしました。
■応募資格
中標津町に在住していて、応募日現在、満20歳以上
■公募委員の人数
若干名
■活動内容
平日に開催する委員会に参加し、町が行った施策や
事務事業に対する行政内部の点検・確認に関して、
毎年評価対象の施策と事務事業を決め、その整合性
や合理性について討議していただき、ご意見をいた
だきます。

■委員の期間
平成26年７月から平成26年12月まで
（平日４回程度、各回２時間程度）
■応募方法
応募申込書を企画課行政改革推進係に持参・郵送・
FAXにより提出してください。
応募申込書は、企画課、計根別支所・総合文化会館
窓口に設置しています。
■応募締切
平成26年５月30日㈮必着
■選考方法
応募申込書により選考し、結果は郵送で通知します。

詳しくは、企画課 行政改革推進係まで。
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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

1

中標津町地域おこし協力隊の田中です。中標津で生活をはじめて３
週間（４月７日現在）
、私が感じたことを率直に述べていきたいと思
います。はじめてこのようなコラムを書くのでちょっと堅い文章に
なってしまうかもしれませんが、徐々に慣れていくと思うので皆さん
温かい目で見守ってください。
今回は初回（まだ中標津に来て日が浅い）ということもあり、私が
生活をし始めて感じたことを中心に書いていきたいと思います。
最初に感じたことは、部屋が暖かいということです。私は関東以北で生活するのは初めての経験になるので、相
当寒いと覚悟の上で中標津に来ました。外の気温は当然寒いのですが、部屋の中はとても暖かく感じました。天気
が良い日には、ストーブをほとんど点けることなく生活ができています。これは本当にありがたい誤算でした。
次に野生のシカを何度も見たことに驚きました。中標津空港から市街地に向けて運転していると、標津川沿いに
シカの群れを発見しました、また役場外の丘でも多い日は約30頭の群れを見ることができました。今まで野生の
動物を生で（しかも街中で）見る機会がなかった私には驚きでした。これから徐々に暖かくなってくると思うので、
多くの動物、魚、植物に出会えることを楽しみにしています。
最後にスーパーにて、商品が箱単位、業務用サイズで販売されていることにも驚きました。商品に関しても中標
津産の牛乳、チーズ、飲むヨーグルトなどが陳列されており、今後実際に食べてみて、その感想をこのコラム内で
紹介していきたいと思っています。
道路に雪もほとんど無くなってきたので（雪道運転初体験なので）今後はどんどん外に出て行って、中標津町の
魅力を私の目線で発信していきたいと思っています。
町民の皆様方おすすめの場所等があれば是非教えてください。
た なか

やすのり

中標津町地域おこし協力隊 田中 康訓（役場経済振興課内）
メールアドレス WDQDND#NDL\RXGDLMS

標津岳・武佐岳
6月1日（日）
第51回

6月8日（日）

標津岳（1,061ｍ）山開き

下山時に養老牛温泉無料入浴券（当日の午後３時まで
有効）、牛乳等を配布予定
山頂まで約６㎞ 所要時間／片道約３時間

【入山マップ】

山開きのお知らせ

標津岳第２登山口

第59回

武佐岳（1,005ｍ）山開き

下山時に市街地温泉無料入浴券、牛乳等を配布予定
山頂まで約5.6㎞ 所要時間／片道約２時間30分

【入山マップ】

水洗トイレ

駐車場

養老牛温泉街

約５㎞
標津川

標津岳登山口
至中標津

※下山時間が遅くなると危険が増すので、
午前11時までの入山にご協力ください。

問い合わせは、経済振興課 観光振興係まで。
9

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

力団員の制限等）があります。
※５月16日の時点で町税等（保険料・
使用料・負担金等含）に滞納がある
方は入居できません。
詳しくは、都市住宅課 住宅係まで。

愛犬の狂犬病予防集合注射のお知らせ
平成26年度の犬の登録受付及び狂
犬病予防集合注射の実施日は、５月
18日㈰、５月25日㈰の２回となって
います。日程に都合がつかない場合は、
各動物病院で個別に予防接種を受けて
ください。
実施場所、時間など詳しくは生活課
環境衛生係まで。

水道メーター取替工事に
ついてのお願い
町では現在、町貸付水道メーターを
計量法に基づき、７年毎に取り替えを
実施しています。
今年対象となる方にはご迷惑をお掛
けしますが、受注業者が伺いますので、
ご協力くださいますようお願いします。
なお、工事費等の負担はありません。
詳しくは、上下水道課 水道係まで。

２．単独での入山を避け、２人以上で
声を掛け合い位置を確認しましょ
う。
３．服装は目立つ色にしましょう。
４．携帯電話や非常食、熊除けのため
の鈴やラジオ等を携行しましょう。
５．迷ったときは無理をせず、落ち着
いて行動しましょう。
また、私有地に無断で入り土地所有
者に迷惑がかかったり、農地の取付道
路に車を駐車したため農作業に支障を
きたす例がみられます。マナーを守り、
地域に迷惑をかけない行動を心掛けま
しょう。

６月30日まで
林野火災危険期間です
５月〜６月は林野火災発生の危険性
がきわめて高い期間です。
入林される方は森林所有者の許可を
得て入林することはもちろんですが、
タバコ、マッチなど火の取り扱いには
十分注意願います。
また、期間中の火入れは極力避けて
いただきますようお願いします。
詳しくは、農林課 林務係まで。

家庭菜園の入園者募集
ヒグマによる人身事故を
防止するために
ヒグマは山奥だけに生息しているも
のではありません。近郊の野山に入る
場合であっても、常にヒグマに対する
事故防止の意識を持ってください。
山菜採りや登山などで野山に入る場
合は、不幸な事故を未然に防ぐため、
次のことに注意しましょう。
◆音を出しながら歩く
◆薄暗い・天気の悪いときには行動し
ないようにする
◆フンや足跡、食べた跡を見つけたら
引き返す
ヒグマの出没情報などの問い合わせ
は、農林課 自然環境係まで。

山菜採りを楽しむために
慣れた山でも、山菜採りに無我夢中
になると、
「隠れた危険」を見落とし
てしまいます。
山菜採りを楽しむために、次の点を
心掛けましょう。
１．家族等に行き先と帰宅時間を知ら
せましょう。

家庭菜園の入園者を募集しています。
５月中旬から10月下旬まで使用で
き、中標津町に居住する（住民票があ
る）方ならどなたでも利用することが
できます。
使用料は１区画2,000円です。
詳しくは、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 ６月３日㈫
正午〜午後５時
６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
５月15日㈭〜５月26日㈪
予約申し込みは、釧路年金事務所
ｊ0154‑61‑6000まで。

ストリングチーズを作りませんか
畜産食品加工研修センターでは、下
記研修会の参加者を募集しています。
日
時 ５月30日㈮
中標津町役場 ｊ７３―３１１１

May

5

午前10時45分〜午後３時
（終了時間多少前後有）
※集合時間：午前10時30分
場
所 畜産食品加工研修センター
（計根別、農業高校牧場向かい）
対
象 町内在住（中学生以上）
費
用 お一人 2,006円
（おつりの無いようにお願
いします）
募集人数 先着10名
募集期間 ５月19日㈪〜26日㈪
（定員になり次第締め切り）
持参するもの
昼食（飲み物含む）
、お菓子（自由）
※白衣・作業用長靴・三角巾は用意し
ます。
※作った製品はお持ち帰りができます。
申し込み・問い合わせは、畜産食品
加工研修センター ｊ78‑2216まで。

特設人権相談所の開設について
６月１日は「人権擁護委員の日」で
す。根室人権擁護委員協議会では、６
月１日㈰に人権擁護委員が相談をお受
けする
「特設人権相談所」
を開設します。
相談内容の秘密は堅く守られ、相談
は無料で予約も必要ありません。
家庭内の問題や、隣近所のもめごと、
職場内でのセクシャル・ハラスメント
など、どんなことでもかまいませんの
で、一人で悩まず、まずは相談してみ
ませんか。
日
時 ６月１日㈰
午後１時〜午後３時
場
所 総合文化会館１階展示室
詳しくは、釧路地方法務局 根室支
局 ｊ0153‑23‑4874まで。

休日公証相談所を開設します
日

時 ５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・財産分与など
相 談 料 無料
申込方法 相談を希望される方は、５
月23日 ㈮ ま で、 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 ｊ0154‑25‑1365まで。
計根別支所 ｊ７８―２２１１
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Information
健

康

保健センターからのお知らせ

来年小学１年生になるお子さんは
麻しん風しんの予防接種を受けましょう
平成27年度就学予定児の麻しん風
しん混合ワクチン第２期を行っていま
す。無料で受けられるのは、３月末ま
でとなります。
対
象 平成20年４月２日〜平成
21年４月１日生まれの方
実施期間 平成27年３月31日まで
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
問い合わせは、中標津町保健セン
ター ｊ72‑2733まで。

口腔衛生週間事業
「歯の健康フェア〜図画・ポスター展」
平成26年度 歯・口の健康に関する
図画・ポスターコンクールで入選した
町内小学生の作品約70点を展示しま
すので、ぜひご覧ください。
期
間 ６月４日㈬〜11日㈬
※11日は午後４時まで
場
所 しるべっと町民ホール
主
催 中標津町、中標津町教育委
員会、釧路歯科医師会
問い合わせは、中標津町保健セン
ター ｊ72‑2733まで。

アルコール依存症で
悩んでいる方・家族の方へ
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、聴いたりするこ
とによって「依存症」を自覚し、断酒
継続をするための例会を開催していま
す。
関心のある方、
参加してみませんか。
日
時 ６月30日㈪
午前10時〜午前11時30分
対
象 断酒継続を希望する本人・
家族
場
所 中標津町保健センター
問い合わせは、中標津町保健セン
ター ｊ72‑2733まで。

骨粗鬆症検診のお知らせ(６月分)
実施期間
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６月３日㈫〜６月27日㈮
毎週火〜金曜日
（午前11時から）

中標津町役場 ｊ７３―３１１１

きまりを守り明るいまちにしましょう（町民憲章より）

対
内

象 20歳以上の女性
容 問診、骨密度測定（腰椎・
大腿（太もも）骨）
、診察
料
金 20〜69歳：2,500円
70歳以上：1,200円
中標津町国民健康保険加入
者・生活保護の方：無料
定
員 １日２名
実施場所 町立中標津病院 整形外科
申込締切 ５月20日㈫
申し込みは、中標津町保健センター
ｊ72‑2733まで。

税

金

５月は固定資産税
（第１期）
と
軽
自動車税
自動
車税の納
の納期で
期です
す
軽自動車税の納期です
【納期限は６月２日】
固定資産税（都市計画税）と軽自動
車税の納税通知書は、毎年５月上旬に
普通郵便により送付していますが、何
らかの事情により届いていない場合も
ありますので、お気づきの方は下記担
当までご連絡ください。
固定資産税：税務課資産税係
軽自動車税：税務課住民税係
今月の指定口座からの振替は６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。なお、軽自動車税を口座振
替によって納められる方は、振替後納
税証明書を送付します。
＜休日・夜間相談窓口＞
夜間相談日
５月16日㈮

午後６時〜午後８時

休日相談日
５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。

６月２日は自動車税の納期限です
自動車税の納期限は６月２日㈪です。
忘れずに納めましょう。
また、納めた時の「納税証明書」は
車検時に必要になります。車検証と一
緒に大切に保管しましょう。
道税の納税に関するご相談は、根室
振興局税務課納税係
ｊ0153‑24‑5466（納税係直通）まで。
計根別支所 ｊ７８―２２１１

個人住民税が引き上げられます
東日本大震災復興基金法第２条に定
める基本理念に基づき実施する施策の
うち、地方公共団体が実施する防災・
減災のための施策に要する費用の財源
を確保するため、個人住民税の均等
割額が全国的に、年間1,000円引き上
げられます。
（道民税500円、町民税
500円）実施期間は平成26年度から
平成35年度までの10年間です。
詳しくは、税務課 住民税係まで。
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町営住宅入居者募集
募集団地
・東中団地（平屋建）東17条北８丁目
３ＬＤＫ １戸（浴室有・風呂設備無）
昭和56年建設 ※単身不可
家賃 12,600円〜17,600円
・宮下高台団地（２階建）
西３条南４丁目
２ＬＤＫ( １階) １戸（風呂設備リース）
昭和62年建設
家賃 13,900円〜27,300円
他駐車場使用料、共益費
・あずまグリーン団地（４階建）
東18条南４丁目
３ＬＤＫ（４階）１戸（給湯設備リース）
平成４年建設 ※単身不可
家賃20,500円〜40,300円他共益費
・あずまグリーン団地（４階建）
東18条南３丁目
１ＬＤＫ（１階）１戸（給湯設備リース）
平成１年建設
家賃13,500円〜26,600円他共益費
・西町団地(３階建） 西町３丁目65番地
２ＬＤＫ（３階）１戸
平成16年建設
家賃 21,000円〜41,300円
他駐車場使用料、共益費
・計根別団地（２階建）計根別
３ＬＤＫ（１階）１戸
平成６年建設
※単身不可
家賃 19,500円〜38,300円
他駐車場使用料、共益費
申込期間 ５月７日㈬〜16日㈮
受付場所 住宅係
（役場２階窓口④番）
入居時期 ６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。
※入居者資格には条件（所得制限・暴
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入学式

町内の各
小学校で入
学式が行わ
れ︑入学を
心待ちにし
ていた新一
年生 名の
学校生活が
スタートし
ました︒
中標津小学校の入学式では 名の
新一年生が元気よく登校し︑一人ひ
とり名前を呼ばれると﹁ハイ﹂と元
気よく返事をしていました︒
また︑北海道日本ハムファイター
ズの中標津町応援大使である陽岱鋼
選手・佐藤賢治選手から祝電も届い
ていました︒
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防災ワンポイント 第14回 中標津町の情報配信
じゃがいもずきん
「ききぼう」くん

災害に備えて、日ごろから情報入手手段を複数確保する必要があります。
中標津町での情報配信の1つとして、中標津町緊急情報メール（通称：キキボウ）による情報配
信を行っています。
生活に著しく影響があること、
地震、天候などの自然災害に関すること、
その他、緊急的に周知が必要なこと、といった緊急性のある情報を配信しています。
登録制ですので情報配信を希望する方は、下記のアドレスまで空メール（件名や本文に何も書か
ないメール）を送信してください。

メール送信先：NLNLERX#QDNDVKLEHWVXMS
︻注 意 点︼

○このアドレスは配信時にも使用されます。
●登録・配信は無料です。ただし、パケット料などの通信費用は登録者負担です。
●迷惑メール設定などで受信制限をされている方は「QDNDVKLEHWVXMS」からのメールが受信できるよう、
ドメイン設定をしてください。
●「@」の直前に「．（ドット）」があるメールアドレスや「．（ドット）」が連続しているメールアドレス
は登録できません。
●登録完了後に完了通知を送信しています。受信が拒否されますと、次回から送信されません。

※エリアメール（緊急速報メール）による情報伝達も行っています。ただし、配信可能な情報は避難に関する
情報等に限られておりますので、キキボウへも登録し、情報を入手しましょう。

登録方法がわからない方は、総務課 防災係にご相談ください。

無線ブロードバンドサービスのご案内
町では、郊外地域で快適にインターネットを利用していただくため、無線ブロードバンドサービスを提供して
います。ＡＤＳＬと同じくらいの速度でインターネットに接続できますので、ぜひご利用ください。
【サービス内容】
◆メールアドレス ５個
◆ホームページ容量 20MB
◆定額制常時接続

初期費用
利用料金

●初期登録手数料 無料
●初期取付工事料 19,440円〜
《アンテナ購入の場合》※別途アンテナ代：77,760円
●月払いプラン 3,456円／月 ●年払いプラン 37,028円／年
《アンテナレンタルの場合》※利用条件：１年以上
●月払いプラン 5,076円／月 ●年払いプラン 55,542円／年

※申し込み・問い合わせは、㈱オーレンス(
平成26年

0120‑800‑892 または ｊ79-5100）まで。
３月31日現在住民登録人口
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町の人口
男
女
世 帯 数

VOL.617
※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。

23,924（−350）
11,689（−178）
12,235（−172）
10,827（−122）
（

誕生 14人

死亡 19人

転入 187人

）内は前月比

転出 532人

