澄みわたる空
４月29日㈫に開陽台展望館がオープン
しました。
この日は雲ひとつない青空で、訪れた多
くの人たちが気持ちよさそうに過ごしてい
ました。

空とみどりの交流拠点
2014
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年度に子育て支援室が設置され︑にこにこ児童館を子育て総合支

○子育て支援体制の充実

１ 子育て家庭を応援・支援する地域づくり

●主な取組

〜中標津町次世代育成支援行動計画〜

中標津町子育て支援事業について
基本理念
﹃地域で育つ 地域で育てる 未来の力
世代を超えてみんなが笑顔で自信をもってくらせる町﹄

平成

年度から︑生

援センターとして集いの広場などの事業を実施するほか︑児童手当︑医療

給付など子どもに係る事業が統括されました︒また︑平成

％に当たる

90

中標津町次世代育成支援行動計画は︑子育て

年度は対象家庭の

件の家庭を

後４ヶ月までの赤ちゃんのいる家庭を訪問するこんにちは赤ちゃん訪問事
業を実施しています︒平成
訪問しました︒
○中標津町保育福祉の充実

中 標 津 町 立 保 育 園 で は︑ 就 学 前

年間は大事な時期でもあるた

年度から︑障がいを持つ児

一時支援事業を実施しました︒

りサポートとして︑障がい児等日中

童・保護者が安心できる一時的預か

平成

○援助を必要とする家庭支援

年度から心理士を配置しています︒

制を図ることを目的として︑平成

センターでは︑きめ細やかな相談体

を行っています︒児童デイサービス

い︑集団生活に適応できるよう支援

め︑障がいのある子どもの受入を行

の

25

家庭の代表者や学識経験者︑教育・保育関係機

年度から

年間に取り組むべき計画と

ん訪問事業の実施や特別保育︑障がい児等日中一時支援事業を実施しました︒
歳から中・高校生を対象にした中標津町児童センターが︑来年

22

191

関の代表者で構成された策定委員会と︑町の関
係担当者で構成された推進協議会︑副町長を委

年度までの

つの組織で検討され︑平成

員長とする役場部長職で構成する検討委員会か
らなる
平成
して策定されました︒
年間は︑子育て支援の広場を児童館

7

また︑次世代のリーダーとなる子どもたちの活動の拠点施設として検討を重
ねてきた︑

月に完成する予定です︒

23

前期の

で開設︑児童館での留守家庭児童の受入枠・時
間の拡大︑児童館まつりや菜園事業など︑児童
館を子育て支援の拠点施設として位置づけ︑地
千人だった児

域力を最大限に活用した地域ぐるみの子育て支援事業を推進してきました︒
年度には 万人を超えました︒

児童のみならず様々な世代から利用され︑計画策定時︑ 万
童館の利用者数は︑平成

4

1

17

8

後期については︑個別の子育て支援体制の整備を目指し︑こんにちは赤ちゃ

25

18

23

5

0

児童館まつりの様子

3

10

3

26

子育てサークルの様子

2

２ 次代を担う子どもの生きる力と豊かな心を育む環境づくり

４ 子どもたちが安心して暮らせるまちづくり

町内会の防犯部による見回りを実施しています︒また︑各関係機関が連携

子どもたちの下校時にあわせ︑青色回転灯を装着した防犯パトロールや︑

児童館は︑仲間づくりや交流の場として

し︑虐待等の早期発見・早期解決のため︑即時のケース会議開催体制が図

○児童の健全育成
児 童 の 健 全 育 成 に 努 め て い ま す︒ 地 域 と

られています︒

平成 年度から﹃子ども・子育て支援新制度﹄が実施されます

多様な保育ニーズに対応するために⁝

のネットワークによる﹁じどうかん祭り﹂
︑
児童館菜園﹁たがやし隊﹂事業︑チャイル
ドアドバイザー事業の推進に取り組みまし

人だった登録数が︑現在では

国は︑子ども・子育て支援法等関連３法に基づく新制度を制定し︑消費税率
年度からの

源として︑平成

引き上げによる増収分を財

ふれあい〜ありのままの自分でいられる場

実施を予定しています︒市町

せた整備を目指し︑平成 年

育など市町村の状況に合わ

クラブや一時預かり︑病児保

27

平成 年度から﹁赤ちゃんボランティア﹂を組織し︑中学３年生全員を

ればなりません︒中標津町に

援計画を策定していかなけ

妊婦検診

回︑超音波検査６回に助成を拡大し︑ほぼ全ての妊婦が健康

子どもの健やかな成長・発達のため︑予防接種の積極的勧奨を実施し︑

○子どもの健やかな成長・発達の支援

管理に必要な定期健診を受けています︒

14

問い合わせは︑子育て支援室まで︒

画の策定を目指します︒

るい未来の創設に向けた計

世代を担う子どもたちの明

入っています︒中標津町の次

あり方について︑検討段階に

策定委員会で保育枠やその

え︑現在︑町民代表を含めた

対象に学校で﹁ふれあい交流﹂を実施しています︒﹁命の重み﹂を伝える
ました︒

おいてもニーズ調査を踏ま

度に向けて子ども・子育て支

27

この事業は︑赤ちゃんがボランティアを行う事業として全国にも紹介され

○思春期対策・支援の充実

３ 子どもを健やか に 生 み 育 て る 環 境 づ く り

所﹂をコンセプトに︑中・高校生プロジェクトを発足し︑子育て・子育ち

6

村は︑幼稚園・保育園・児童

新 し い 児 童 セ ン タ ー は︑
﹁ 遊 び ・ 交 流・

27

た︒また︑留守家庭対策事業の児童クラブ
は︑登録人数の拡大︑午前 時 か ら 午 後
年度に

時までの預かり時間の延長に取り組み︑平

8

の拠点施設として︑今年度中の建設整備を目指しています︒

成
人に増えています︒

160

○安全な妊娠・出産の支援

17

健康増進に努めています︒

3

17

260

後期高齢者医療制度のお知らせ
〜

保険料率の見直しについて

〜

◆保険料率が変わりました
被保険者の皆さんにお支払いいただく保険料は、２年ごとに定める保険料率をもとに見直しています。
平成26・27年度の新しい保険料率を、次のとおりお知らせします。
区

均

等

分

平成24・25年度

平成26・27年度

割

４７，
７０９円（年額）

５１，４７２円（年額）

（被保険者が等しく負担）

所

得

割

１０．
６１％

（被保険者の所得に応じて負担）

賦課限度額

（３，
７６３円増）

１０．５２％
（０．
０９ポイント減）

５７万円

５５万円

（１年間の保険料の上限額）

（２万円増）

◆保険料の計算方法（平成26年度）
保険料額は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計で計算します。
※年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

均

等

割

【１人当たりの額】
51,472円

＋

所

得

割

【被保険者本人の所得に応じた額】
（平成25年中の所得−33万円)×10.52％

＝

１年間の保険料
（100円未満切り捨て）

平成26年度の保険料額は、７月に個別にお知らせします。

◆保険料の軽減について
次の①〜③に当てはまる被保険者の方は、保険料が軽減されます。

①均等割の軽減（世帯の所得に応じて、４段階の軽減があります。均等割２割・５割軽減の範囲が拡大しました。）
所得が次の金額以下の世帯

軽減割合

平成26年度

前年度比

33万円かつ被保険者全員が所得０円
（年金収入のみの場合、受給額80万円以下）

９割軽減

5,147円

約400円増

33万円

８.５割軽減

7,720円

約600円増

33万円＋(24万５千円×世帯の被保険者数）
［平成25年度までは《世帯主以外》
］

５割軽減

25,736円

約1,900円増

33万円＋(45万円×世帯の被保険者数）
［平成25年度までは《35万円》
］

２割軽減

41,177円

約3,000円増

※軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
※被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。

②所得割の軽減（被保険者個人の所得で判定します。）
所得が次の金額以下の方

軽減割合

所得から33万円を引いた額が58万円以下の方

５割軽減

③被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したときに、被用者保険（主にサラリーマンの方が加入している健康保険）の被扶養者だった方は、
所得割はかからず、均等割が９割軽減になります。
北海道後期高齢者医療広域連合 ｊ０１１−２９０−５６０１
問い合わせ先：
住民保険課後期高齢者医療係 ｊ７３−３１１１

4

〜地域包括支援センターからのお知らせ〜

頭も元気に 『脳の若返り教室』に参加しませんか
介護予防事業２コース目（７月〜９月）は、脳の活性化を目的に『脳の若
返り教室』を行います。
みなさんの参加をお待ちしています。
日

時

７月〜９月の毎月第２・４月曜日（祝日の場合は水曜日）

２コース目の日程

午後１時30分〜午後２時30分
場

所

参加対象
定

【７月】14日㈪、28日㈪

中標津町総合福祉センター（プラット） 三世代交流室
町内在住のおおむね65歳以上の方で、１コース（６回）

【８月】11日㈪、25日㈪

参加できる方

【９月】８日㈪、22日㈪

員

20名

参 加 料

無料

そ の 他

筆記用具をお持ちください。軽体操なども行いますので、動きやすい服装でお越しください。

注意事項

より多くの方に参加していただきたいと考えていますので、申し込みが多くなった場合には初めて
の参加の方を優先させていただきます。

申込方法

６月20日㈮

午後５時までに、電話で氏名・年齢・電話番号をお知らせください。

定員になり次第締め切らせていただきます。

お問い合わせ・申し込みは、中標津町地域包括支援センター（介護保険課 介護支援係）まで

高齢者生活実態調査（介護保険のアンケート調査）にご協力をお願いします
この調査は、介護保険の認定を受けていない65歳以上の方か、要支援・要介護の認定を受けている方の中から一
定の人数を抽出し、介護保険と高齢者保健福祉に関する考えや生活の状況等をうかがわせていただくために、実施し
ます。
この調査でうかがった結果は、中標津町で高齢者の方々が安心して暮らしていけるような環
境を整えるために役立たせていただきます。
また、平成27年度からの第６期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定を検討する際の重要
な資料とさせていただくとともに、介護予防事業実施のための基礎資料とさせていただきます。
調査票がお手元に届いた方につきましては、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願い
します。

調査票記入後は、６月18日㈬までに同封の返信用封筒に入れて投函してください。
問い合わせは、介護保険課まで

第46回中標津町社会福祉大会
会 ふれあいまつり2014を開催します
福祉関係団体やボランティア活動を知り、共に寄り添
いあって暮らすことの大切さを考える機会のひとつとし
て、
「ふれあいまつり2014」を開催します。
会場では、式典・表彰式に始まり、ボランティア団体
による活動発表、販売コーナー、フードコーナー、相談

日

時

６月28日㈯

場

所

中標津町総合文化会館しるべっと

主

催 （福)中標津町社会福祉協議会

後

援

コーナー等を設置していますので、ぜひお越しください。

詳しくは、中標津町社会福祉協議会
5

午前11時開会

中標津町
北海道社会福祉協議会根室地区事務所

ｊ７９−１２３１まで

！

まちづくり
出前講座
町民の皆さんに町政に対する理解や関心を深めていただき、町民と行政の協働によるまちづくりを推進するために、
「まちづくり出前講座」を実施しています。
担当職員がお茶の間や学校など皆さんの元へ出向いて、講座メニューをわかりやすくお話しします。
メニューの他にも、皆さんが知りたい・聞きたい内容がありましたらご相談ください。
№
講座メニュー
１ 情報公開制度について
２ 防災対策について
３ 選挙の仕組み
４ 第６期中標津町総合発展計画について
５ なかしべつの行政改革
自治基本条例について
６
（協働のまちづくり）
７ 北方領土返還要求運動について
８ なかしべつの「家計簿」
９ 町税について
もう一度確認しよう！
ゴミの分け方･出し方･減らし方
エネルギー問題について考える
11
【新規メニュー】
10

12
13
14
15

国民健康保険制度について
後期高齢者医療制度について
知っていますか？国民年金
障がい者・高齢者支援制度

16 要援護者安否確認ネットワーク事業

講座の内容
情報公開制度の利用方法について
防災意識や知識の向上、自主防災活動、防災訓練支援、防災情報配信と取
得方法などについて
公職選挙法に基づく各種選挙制度の概要について
平成23年度から平成32年度まで10年間のまちづくり計画全般の概要に
ついて
行政改革（経営戦略プラン）について

総

務

課

選挙管理委員会
（総 務 課）

企

画

課

財

政

課

税
納

務
税

課
課

生

活

課

自治基本条例（協働推進事業）の概要と今後の取組みについて
北方領土問題の概要や返還要求運動の取組みについて
まちの財政状況（予算・決算、財政指標など）について
※12月〜３月は受付できません
・土地と家屋に課税される固定資産税について
※11月〜５月は受付できません
・給料や年金などの収入に課税される住民税など、まちに納める税金につ
いて
※12月〜６月は受付できません
無料で出せる資源ごみを有料の袋に入れていませんか？
ごみの分け方・出し方・減らし方について
再生可能エネルギー、省エネ対策、町の補助金制度について
国民健康保険制度の概要について
後期高齢者医療制度の概要について
現在の国民年金制度の概要について
障がい者・高齢者支援制度について
大地震などの際の高齢者・障がい者の安否確認とお願いについて

17 介護保険について

介護保険制度・介護予防などについて

18 子育て支援事業について

子育て支援の概要・中標津町子育て支援虐待防止ネットワークについて

19
20
21
22
23
24

見直そう！生活習慣病 〜基本編〜
見直そう！生活習慣病 〜食生活編〜
がんの予防とがん検診
知っておきたい女性のがん
お口の健康について
心の健康
基幹産業の「酪農」をもっと身近に
25
〜美味しい牛乳が届くまで〜
26 なかしべつの農業概要
27 中標津空港利用促進について
雪国に住む私達の悩み「除雪」について
28
【新規メニュー】

生活習慣、メタボリックシンドロームの予防について
生活習慣病予防の食生活について
がんの予防、各がん検診の内容について
乳がん、子宮がんについて
虫歯予防、歯周病予防について
心の健康に関すること。ストレス、うつ病について
乳牛や牛乳について、パネルを用いて質問を受けながらお話しします
※原則、小・中学生を対象とします
統計数字などを用いたまちの農業の概要について
中標津空港の概要と利用促進の取組みについて
除雪出動基準・除雪体制とお願いについて
※12月〜４月は受付できません

29 都市計画・景観のまちづくり

都市計画マスタープラン及び中標津町景観条例の概要について

30 まちの水道

水道のしくみについて（水道水ができるまで、水道施設など）

31 下水道のちから

下水道の歴史・役割・しくみについて
経済的な理由により就学や進学が困難な方への就学援助制度・育英資金制
度について

32 就学･進学が困難な方への助成制度について

担当課

住民保険課

福

祉

課

介護保険課
子育て支援室

健康推進課
(保健センター）

農

林

課

経済振興課
建設管理課
都市住宅課
上下水道課
学校教育課･管理課

33 学芸員のなかしべつ学講座

歴史・自然を中心に、まちの魅力を紹介する学芸員の学習講座

生涯学習課

※ 耳寄り！なかしべつ

メニューにはない、皆さんが知りたい・聞きたいこと

各担当課

☆特別講座☆
講座メニュー
花づくり
（ガーデニングの楽しみ方）

講 座 の 内 容
酪農学園大学教授を講師に迎え開催します。
開催予定日：８月28日㈭ 場所：しるべっと
※開催日が近くなりましたら、改めてお知らせします。

担 当 課
農

林

課

注）担当課の業務状況によっては、ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。

問い合わせは、企画課 企画調整係まで。
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企画課からのお知らせ

ふるさと中標津への応援 ありがとうございます
「中標津町を応援したい！」
、
「中標津町に貢献したい！」
、そんな思いを形にするため、
「ふるさと」や「応援した
いまち」へ寄附をした場合、現在お住まいの市町村の個人住民税や所得税から税額を一定限度まで控除する「ふる
さと納税制度」（寄附金）を利用することができます。これまで皆さんからいただいたお志（寄附金）の状況と平
成25年度の実績をお知らせします。
今後とも、より良いまちづくりに向け取り組んでいきますので、ご支援、ご協力をよろしくお願いします。
【平成20〜24年度寄附者人数等】
寄附者人数 41名
寄附金額 2,780,000円
【平成25年度寄附者人数等】
寄附者人数 13名
【総

計】
寄附者人数

54名

寄附金額 1,065,000円

寄附金額 3,845,000円

【寄附金に関する用途・目的等事業種別の内訳】
１．景観の保全・整備に関する事業
２．教育の充実に関する事業
３．町長におまかせ！（※用途指定なし）

615,000円
300,000円
2,930,000円

【寄附金活用状況】
皆さんからいただいた寄附金を、今年度から指定のあった用途の事業メニューに活用していきます。
今年度は『町長におまかせ！』として、町の自然や歴史、産業、イベントなど四季折々の魅力を一
つにまとめた「総合パンフレット」を作成する経費のほか、総合文化会館開館20周年記念事業の「松
竹大歌舞伎 中標津公演」を開催する経費に活用します。
活用した事業の概要・成果などは随時公表します。

●主要施策概要書
（予算説明書）
を作成しました
平成26年度主要施策概要（予算説明書）
「よくわかることしの中標
津（まち）づくり」ができました。
これは、町民の皆さんに町の予算内容を知っていただくために作成
したものです。
町内会に加入されている方につきましては、今年も町内会経由で配
布されますが、役場・計根別支所・総合文化会館・町立中標津病院に
も置いていますので、ご自由にお持ちください。

問い合わせは、企画課 企画調整係まで。

参加者

北海道日本ハムファイターズ観戦バスツアー
ー

募集

北海道日本ハムファイターズは、道内市町村のＰＲ活動・地域活性化を応援する活動として
域活性化を応援する活動として
「179市町村応援大使」プロジェクトを行っており、陽岱鋼選手、佐藤賢治選手が中標津町の
応援大使に任命されています。
今回、プロジェクト企画として、８月２日㈯に札幌ドームで、８月５日㈫に帯広の森野球場
でそれぞれ開催されるファイターズ戦に、無料招待することとなりました。
申込方法・日程等詳しくは、折込チラシまたは町ホームページをご覧ください。
夏休みの思い出づくりに、みんなでファイターズを応援しよう！
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【臨時福祉給付金】及び【子育て世帯臨時特例給付金】のお知らせ
平成26年４月１日から消費税率が８％に引き上げられたことによる国の施策として、所得の低い方や子育
て世帯の負担軽減を目的に実施されます。町では現在、７月上旬からの申請受付に向けて準備を進めています。
詳細については、広報７月号に折込予定のチラシでお知らせします。

基本 平成26年１月１日現在で中標津町に住民記録がある方
条件
《対 象 者》 臨時福祉給付金････････････････平成26年度分の住民税が非課税の方
ただし、課税されている方に生活の面倒を見てもらっている
場合や生活保護を受給している方は対象になりません。
子育て世帯臨時特例給付金･･････平成26年１月分の児童手当・特例給付を受給し、平成25年
の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方。
《支給金額》 臨時福祉給付金････････････････一人につき10,000円
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者、児
童扶養手当、特別障害者手当等を受給されている方について
は5,000円が加算されます。
子育て世帯臨時特例給付金･･････対象児童一人につき10,000円
※
「臨時福祉給付金」
「子育て世帯臨時特例給付金」
の両方を受取ることはできません。
臨時福祉給付金…………………福祉課社会福祉係
問い合わせ先：
子育て世帯臨時特例給付金……子育て支援室子育て給付係

意見募集（パブリックコメント）を実施します
意見募集制度（パブリックコメント）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、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、次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
中標津町特別工業地区建築条例の改正（案）について
中標津町特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例（案）の制定について
■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、都市住宅課窓口、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、都市住宅課への持参提出
■閲
覧
期
間
６月５日㈭から７月４日㈮まで

問い合わせは、都市住宅課 街づくり推進係まで

「ごみの焼却（野焼き）は犯罪です 」
野外でのごみの焼却（野焼き）は、その量に関係なく、５年以下の懲役もしく
は１千万円以下の罰金（法人については１億円以下）またはこの両方が課せられ
る犯罪です。「少しくらいなら…」
「面倒くさいから…」などと安易な気持ちで取っ
た行動が、重大な結果を招くことになりかねません。罪の重さを自覚し、私たち
が住む豊かな自然や地域をみんなで守りましょう。

各家庭で使用している「ごみ箱」について
住民の皆さんが、町のごみ収集に出すために各家庭等で設置しているごみ箱は、風雪雨にさらされているため、
徐々に傷んで、気がつかないうちに壊れている場合もあります。
ごみ箱を置かれている皆さんには、点検やお手入れをお願いします。
また、町では壊れそうなごみ箱や、道路用地内に設置されているごみ箱の移設について、設置している方にお知
らせすることもありますので、ご理解ご協力をお願いします。

問い合わせは、生活課 環境衛生係まで。
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防災ワンポイント 第15回 家具の固定と耐震化
じゃがいもずきん
「ききぼう」くん

地震が発生したときに身の安全を確保するためには、姿勢を低くし頭
を守るといった基本的な行動のほかに、あらかじめ家具を固定し、怪我
をしないよう備えることが必要です。
また、古い家屋は耐震性が不足している可能性があるため、耐震改修
により被害を減らしましょう。
ダイニングテーブルも粘着マットな
どで固定しないと動いてしまいます。

●家具の固定

地震による怪我の多くは、地震の揺れにより家具が倒れる、落ちるといったことが原因です。これらはあらかじ
め対策を行うことで軽減できる被害です。
「怪我をしてしまう ・避難路が塞がれてしまう」と、すぐに避難ができず、火災が発生した場合に、逃げ遅れる
原因となります。また、夜に地震が起き、メガネや懐中電灯などが家具の下敷きになると、暗闇の中すぐに行動で
きない事態が考えられますので、必ず家具の固定を行いましょう。
地震で家具はどうなる？
「うごく」

「とぶ」

「たおれる」

どんな家具が対象？

どんな対策が必要？

テーブル・テレビ台など

耐震粘着マットなどで固定する。

コピー機・ピアノなど
食器棚・キャビネット類・
書庫など

キャスターロックやベルトなどで固定する。
引き戸や引き出しに飛び出し防止のラッチを付ける。
中には飛び出し防止の滑り止め防止布を敷く。

PC類・レンジ・テレビなど

耐震粘着マットやベルトなどで固定する。

タンス･食器棚・冷蔵庫など

Ｌ字金具での壁固定。柱など丈夫な部分に固定する。

キャビネットなど

平金具で連結する。
天井にチェーンなどで固定する。強い力がかかるの
で固定する場所の強度が重要。
飛散防止フィルムを貼る。

「おちる」

照明・額など

「われる」

ガラス戸棚・ガラス窓など

賃貸住宅などで家具の固定が難しい場合は、家具を壁側に傾けるストッパーや突っ張り棒タイプのグッズを組み
合わせた固定を行いましょう（単独では効果が低くなります）
。寝室や避難路となる箇所の家具の配置を見直す他、
重心を下げるために重たいものは下に収納しましょう。

●住宅の耐震化
町では住宅の倒壊等による被害を軽減することを目的に、
「耐震改修工事」費用の一部を補助する制度を設けて
います。補助金の上限は30万円です。
★次の要件を全て満たす方が対象です。
１．耐震改修工事を行おうとする者が自ら居住の用に供している町内にある既存住宅。
２．昭和56年５月31日以前に着工された戸建て、長屋、併用住宅（居住の用に供する部分の床面積が延べ床面
積の1/2以上のもの）
。
３．耐震診断の結果、現行の耐震関係規定と同程度の性能を満たさないと判断されたもの（耐震診断の結果、耐
震性能評点1.0に満たないと診断された住宅）
。
４．既存住宅のいずれかの外壁の中心線から隣地境界又は道路境界までの水平距離が７ｍ以内であること。
５．建築基準法のその他関係法令に明らかな法令違反がないこと。
６．過去に町のこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者であること。
７．町の税や公共料金等に滞納がないこと。

【中標津町地域防災計画を改訂しました】
東日本大震災以降、災害に関する法律が見直され、国の防災基本計画、北海道の地域防災計画が見直さ
れました。これらを踏まえ、町でも地域防災計画の見直しを行い、より効果的な防災・減災対策を推進す
るために全面改訂を行いました。
新しい「中標津町地域防災計画」は町ホームページに掲載しています。

詳しくは、総務課 防災係まで。

自転車の安全利用をお願いします
自転車で歩行者をはねて、死亡させたり重症を負わせたりした場合、数千万円の
賠償金が生じる判決が相次いでいます。
これは、自転車の運転者がどんな人でも変わりません。
もしものために、
「ＴＳマーク付帯保険」に加入しましょう。これは、自転車安
全整備士の点検・整備を受けた自転車への保険で、補償額は最高2,000万円で１年
間有効です。費用は1,500円程度ですが、自転車整備の内容によって変わります。
詳しくは最寄りの自転車販売店にご相談ください。
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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

ら、次のとおり協定内容と平成25年
度の実施内容を公表します。
公表期間 ６月５日㈭〜30日㈪
（土・日曜日は除く）
公表時間 午前８時30分〜午後５時15分
公表場所 農林課窓口
問い合わせは、農林課 農務係まで。

町営住宅入居者募集
募集団地
・計根別団地（２階建）計根別
２ＬＤＫ（１階） ２戸
平成６年建設
家賃 16,200円〜34,100円
他駐車場使用料、共益費
・西町団地（３階建）西町３丁目
中堅所得者向け特定公共賃貸住宅
３ＬＤＫ（２〜３階） ２戸
平成16年建設
※年齢制限なし・単身可
家賃 51,900円〜102,400円
他駐車場使用料、共益費
受付期間 ６月６日㈮〜20日㈮
受付場所 住宅係（役場２階窓口④番）
入居時期 ７月上旬見込
※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。
※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。
詳しくは、都市住宅課 住宅係まで。

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
３ＬＤＫ（２・３階） 各１戸
平成５年建設 ※世帯向け一般住宅
家賃 20,200円〜40,000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 10倍
・さかえ団地（４階建）大通北４丁目
２ＤＫ（４階）１戸
平成22年建設 ※単身向け住宅
家賃 16,700円〜32,900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 21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 ６月５日㈭〜14日㈯
（日曜日は除く）
入居申込受付 ６月９日㈪〜14日㈯
（日曜日は除く）
抽 選 日 ６月30日㈪（予定）

抽選会場 中標津経済センター
入居時期 ７月下旬（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
ｊ72‑5515まで。

June
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扱者：午前９時30分〜午後12時
30分
・給油取扱所の危険物取扱者：午後
１時30分〜午後４時30分
場
所 中標津消防署 講堂
申込締切 ７月18日㈮
受講申請書は、消防本部または消防
署にあります。
詳しくは、消防本部 ｊ72‑9114ま
たは、消防署 予防係 ｊ72‑2181まで。

農業委員会委員選挙について
農業を営む人が、自分たちの代表を
選ぶ農業委員会委員選挙に立候補を予
定している方への届出説明会を次のと
おり開催します。
立候補届出説明会
６月17日㈫ 午後１時
役場３階 301号会議室
告示日 ７月１日㈫
投票日 ７月６日㈰
告示日に立候補の届け出をする際、
書類などに不備があると受理されませ
んので、立候補を予定されている方は
できるだけ説明会に出席願います（会
場の都合により１人の立候補予定者に
つき２名以内の出席とさせていただき
ます。
）
。
詳しくは、選挙管理委員会まで。

「危険物取扱者保安講習」
のご案内
消防法第13条の23の規定による危
険物の取扱作業に従事する危険物取扱
者の保安に関する講習が実施されます。
受講対象者
①危険物取扱者のうち、現在危険物の
取扱作業に従事している方（前回講
習を受けた日以後における最初の４
月１日から３年以内に受講）
②危険物の取扱作業に従事していな
かったが、その後従事することに
なった方(従事することになった日
から１年以内に受講）
③②に該当し、過去２年以内に免状の
交付又は講習を受けている方(免状
交付日又は講習日以後における最初
の４月１日から３年以内に受講）
※保安講習受講義務のある方が受講し
なかった場合、消防法第13条の２
の規定により免状の返納を命ぜられ
ることがありますので、必ず受講し
てください。
※危険物の取扱作業に従事していない
方は受講する義務はありません。
日
時 ７月31日㈭
・給油取扱所以外の施設の危険物取
中標津町役場 ｊ７３―３１１１

「防火管理者資格取得講習会」
のご案内
消防法施行令第３条第１項に基づく
防火管理者資格講習が実施されます。
日
程 ７月24日㈭〜25日㈮
場
所 中標津消防署 講堂
申込期間 ６月23日㈪〜７月４日㈮
申し込み ・問い合わせは、（一社）
北海道消防設備協会
〒060‑0004
札幌市中央区北４条西５丁目１−４
（三井生命札幌共同ビル ３階）
ｊ011‑205‑5951
※受講申込用紙は、消防本部または消
防署にもあります。
（（一社）北海道消防設備協会ホーム
ページ
KWWSZZZKRNNDLGRVHWVXELN\RNDL
RUMSからもダウンロードできます。）

年金相談所開設のお知らせ
開設日時
７月８日㈫ 正午〜午後５時
７月９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
６月13日㈮〜30日㈪
予約申し込みは、釧路年金事務所
ｊ0154‑61‑6000まで。

無料法律相談のお知らせ
日

時 ７月15日㈫
午前10時30分〜午後３時
場
所 中標津町役場
担当弁護士 本井 孝史
申込受付 ７月１日㈫ から先着順に
受付。定員になり次第締め
切り。
定
員 ７名
詳しくは、生活課 交通町民相談係
まで。

計根別支所 ｊ７８―２２１１
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保健センターからのお知らせ

「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、医療機関で実施してい
ます。
対
象 中標津町国民健康保険加入
の40〜74歳の方
※昭和50年３月31日以前に生まれた
方で健診日に75歳未満の方
医療機関・予約方法
・石田病院 ｊ72‑9112
石田病院へご予約ください。
・富沢内科医院
予約は不要です。食事をとらずに、
診療時間内に受診してください。
・町立中標津病院
保健センターへご予約ください。
・釧路がん検診センター
がん検診と一緒に受診してください。
釧路がん検診センターへご予約くだ
さい。 ｊ (0154)37‑3370
料
金 1,000円
実施期間 平成27年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。
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(７月分)
７月１日〜31日
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 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 ６月20日㈮
申し込みは、中標津町保健センター
ｊ72‑2733まで。

自然を愛し美しいまちにしましょう（町民憲章より）

６月は町道民税（第１期）の納期です
【納期限は６月30日】
【納期限
【納
期限は６
は６月3
月30日
0日】
】
町道民税（普通徴収）の納税通知書
は、６月中旬から随時普通郵便により
送付します。もし、届いていないとい
う方がいましたら税務課住民税係まで
ご連絡ください。
今月納期分の指定口座からの振替日
は６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。
固定資産税第１期及び軽自動車税
の納期がすでに経過しています。
納期限を過ぎた税は「滞納」となり
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
急に納めましょう。
【口座振替加入キャンペーン実施中】
口座振替新規申込者（７月末までの
申し込み）に抽選で30名様に3,000
円相当の乳製品詰め合わせをプレゼン
トします。ぜひこの機会に安心で便利
な口座振替を利用してみませんか？
詳しくは納税課 収納係まで。
＜休日・夜間相談窓口＞
夜間相談日
６月16日㈪ 午後６時〜午後８時
休日相談日
６月29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。

実施期間

税
11

金

中標津町役場 ｊ７３―３１１１
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ごみの排出時間について
ごみの収集は午前８時30分から始
まります。収集日に関係なくごみを出
してしまうと、収集待ちのごみが溜
まってしまい景観上よくないばかりか、
ごみの紛失にもつながってしまいます。
ごみは収集日の朝、午前８時30分ま
でに出してください。
詳しくは、生活課 環境衛生係まで。

特定疾患等患者
通院交通費補助について
特定疾患等で町外の医療機関に通院
が必要な方の交通費の一部を補助して
います。
計根別支所 ｊ７８―２２１１

対 象 者
北海道知事から医療受給者証または
小児慢性特定疾患医療受給者証をもっ
ている方（特定疾患治療研究事業、先
天性血液凝固因子障害治療研究事業ま
たは小児慢性特定疾患の治療研究対象
疾患に罹患）と医師が必要と認めた介
助者１人。ただし、介助者分について
は公共交通機関を利用した場合のみ対
象（領収書が必要）
※次の方は対象となりません。
・公共交通機関運賃のかからない乳
幼児分
・前年の所得が一定の基準額を超え
る方
・生活保護法による医療扶助の移送
費等または他の法令等による通院
交通費相当分の全額給付を受けて
いる方
補助対象期間
平成26年１月１日から平成26年６
月30日までの通院分
申請受付期限
８月29日㈮まで
詳しくは、福祉課 福祉支援係まで。

児童手当（旧子ども手当）
現況届の提出を
児童手当（旧子ども手当）を６月以
降も受給するためには、６月１日現在
の現況届の提出が義務付けられていま
す。対象者へは現況届の用紙を送付し
ますので、必ず６月30日㈪までに提
出してください。
※今年５月以降に児童手当を申請した
方（出生・転入等）は、今年度は現
況届を提出する必要はありません。
※１月１日以降転入し、所得課税証明
の提出が必要な方に案内を送付しま
した。必ず提出してください。
詳しくは、子育て支援室 子育て給
付係まで。

集落協定を公表します
中標津町では平成22年度より中山
間地域等直接支払制度を実施していま
す。
この制度は、農業生産が厳しい地域
への対策として、耕作放棄を防止し、
水源の涵養（かんよう）や景観の維持
など農業の持つ多面的な機能を維持す
るため、耕作面積に応じて交付金を支
払う制度です。
この制度の具体的な事業内容は集落
で策定する協定に記載されていますの
で、本制度の透明性を確保する観点か
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ニ
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ュ
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な か し べ つ １ 年 生

４月

15〜24

18

日

交通ルールを学ぶ

日
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ュ
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中 標 津 町 自 動 車 学 校 で は︑
毎年新入生を対象にした交通
安全教室を実施しています︒
４月の期間中には町内６校
の児童生徒が︑交通ルールや
マナー等を学びました︒
教習コースでは︑実際に横
断歩道を渡るなど︑真剣に学
んでいました︒
︵写真は 日に行われた︑
丸山小学校交通安全教室︶

29
開陽台展望館オープン

日︑

29

前半は︑比較的暖かい日が

続いた大型連休中の４月

開陽台展望館が今季の営業を

快晴ではありましたが風が

開始しました︒

強い中︑大勢の観光客が訪れ︑

雄大な景色を満喫していまし

た︒

開陽台展望館は︑ 月下旬

までの営業を予定しています︒

10

４月
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其の
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地域おこし協力隊が行く

先日、中標津町畜産食品加工研修センターでチーズ作りを体験して
きました。
中標津町に来る前は冷凍食品メーカーに勤務していたのですが、乳
製品工場に入ること自体が初体験でしたので、今回はその様子をお伝
えしたいと思います。
当日はゴーダチーズの製造日でした。午前９時から午後２時半（昼
休憩１時間含む）まで実際に製造、機具の洗浄等を体験させてもらい
ました。大量生産する大手メーカーとは違って、終始自分たちの手で作っていることを感じることができる製造現
場でした。
自分が住んでいる町でこのような体験ができることは素晴らしいことだと感じ、もっとアピールするべきだと思
いました。研修センターに行ったことがある方は、もっと町外の方々にアピールして、まだ行ったことがないとい
う方は是非一度体験してみてください。ものづくり体験は楽しいだけではなく、この地域の持つ豊かな食材につい
て再認識できると思いますよ。
実際の製造日にも関わらず、快く私たちを受け入れてくださった研修センターの方々には大変感謝しています。
町民の皆さんもお時間があれば是非研修センターに行ってみてはいかがですか？（要事前予約）

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

平成26年

４月30日現在住民登録人口
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町の人口
男
女
世 帯 数

VOL.618
※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。

（

65歳以上の人口
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。

24,122（＋198）
11,797（＋108）
12,325（＋ 90）
10,959（＋132）

誕生 15人

5,178人（高齢化率21.5％

死亡 17人

転入 366人

）内は前月比

介護保険課調）

転出 166人

