「４月からはランドセル」
３月18日に行われた計根別幼稚園の卒園式。
11名の園児が通いなれた幼稚園を後にしました。
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予算の概要をお知らせします

平成25年度

中標津町の平成25年度予算が決まりました。４月から予算に基づき様々な施策が行われてい
きます。
本町における今年度の予算編成は、
第６期中標津町総合発展計画の前期基本計画５箇年（平成23年度〜平成27年度）
の中間年度であることから、前期計画の確実な進捗を目指すとともに、実施計画（３年）は、国や北海道の新たな施
策も視野に入れて議論を行い、選択・集中・検証の徹底と財政基盤を充分に認識したうえで、全ての事業に徹底した
費用対効果を課し、
「常に新しい視点でより効果的・効率的な予算」を目指し取り組みました。
総合発展計画のテーマ「空とみどりの交流拠点・中標津」とサブタイトルである、人と産業が「あつまるまち」、
人と自然が「つながるまち」
、人との絆が「ひろがるまち」を目指し、根室管内４町の中核都市としての役割、機能
を強化し、将来目標人口25,000人をさらに確かなものにしていきます。
歳入については、自主財源の根幹をなす町税において前年対比2.3％増の27億9,876万円と見込み、普通交付税と
臨時財政対策債の合計額は、前年対比1.8％増となる52億7,455万円を見込んでいます。
歳出については、本町の総合発展計画の基本目標である①参画と協働で未来を築くまちづくり、②健やかでやさし
いまちづくり、③力みなぎる産業のまちづくり、④利便性のある調和のとれたまちづくり、⑤安全・安心で快適なま
ちづくり、⑥人が輝き歴史と文化を育むまちづくり、を達成するため、一般会計予算で前年対比5.4％増の133億3,500
万円となりました。また、一般会計に国民健康保険事業など６つの特別会計及び病院・水道の企業会計を加えた全会
計の予算は、前年対比3.7％増の251億8,381万円となりました。

中標津町の予算規模
25年度予算

24年度予算

133億3,500万円

126億5,000万円

6億8,500万円

5.4％

国民健康保険事業特別会計

29億2,195万円

27億6,965万円

1億5,230万円

5.5％

後期高齢者医療特別会計

2億2,427万円

2億 ,335万円

2,092万円

10.3％

別

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

14億3,783万円

12億9,089万円

1億4,694万円

11.4％

会

会

町 営 牧 場 特 別 会 計

6,800万円

6,297万円

503万円

8.0％

下 水 道 事 業 特 別 会 計

11億4,619万円

10億7,475万円

7,144万円

6.6％

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

4億8,725万円

5億7,409万円

△8,684万円

△15.1％

計

62億8,549万円

59億7,570万円

3億 ,979万円

5.2％

＋

196億2,049万円

186億2,570万円

9億9,479万円

5.3％

846万円

△ 0.2％

一

計
般

特
計
合

区

分

会

計

計

増

額

伸 率

病

院

事

業

会

計

48億8,164万円

48億9,010万円

水

道

事

業

会

計

6億8,
6億
8,16
168万
8万円
円

7 5,882万
7億
万円

△ ,714
△7
714万円
万円

△ 0.2％
△1

251億8,38
25
38
81万
1万円

2 2億
24
億7,
7 46
462万
2万円
2万
円

9億 ,91
919万
9万
9万円
万円

3.7％

合

計

＋

＋

△

減
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一般会計予算の内訳 （
町 債
1,833,200千円
13.8％(25.0％)

）内は対前年伸率

その他
999,727千円
7.4％(△2.2％)

歳
町 税
2,798,760千円
21.0%
(2.3％)

繰入金
414,493千円
3.1％(12.0％)

歳入合計
13,335,000
千円

道支出金
789,222千円
5.9％(2.4％)
国庫支出金
1,103,315千円
8.3％(15.6％)

地方交付税
5,129,045千円
38.5％(1.4％)

使用料及び手数料
267,238千円
2.0％(△1.9％)

歳出・目的別
○民

生

○衛

生

○農 林 業
○土

木

○教

育

○公

債

○そ

の

その他184,245千円
1.4％（3.5％）

（主な予算区分の説明）

投資的経費
2,359,985千円
17.7％(21.8％)

人件費
2,039,157千円
15.3％(△0.8％)

歳出合計

物件費
1,761,614千円
13.2％(1.4％)

13,335,000
千円
補助費等
1,932,432千円
14.5％(5.2％)

繰出金
2,365,079千円
17.7％(2.2％)
公債費
1,479,708千円
11.1％(2.7％)

一般会計から特別会計・企業会計
への繰出金の内訳

（主な予算区分の説明）

○地方交付税：主に国が税金として集めた国税を、自治体間の
豊かさの不均衡を是正するため、地方自治体に
配分する税
○国庫支出金：特定の事業を行う場合に、その経費に充てるた
め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、その経費に充てるた
めに北海道から交付される負担金や補助金など
○繰 入 金：財政調整のための財政調整基金や減債基金から
の取崩金のほか、公共施設の建設借入金償還に
充てるために設置された基金からの取崩金など
○町
債：施設の建設や土木工事など、多額の経費を必要
とするときに、費用の一部を国や金融機関から
借り入れるもの
○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

費：福祉全般にかかる事業、各種医療扶助、保育園
などにかかる経費
費：各種健診やごみ収集、環境対策などにかかる経
費
費：農業や林業の振興、土地改良事業などにかかる
経費
費：道路の整備・除雪、河川の改修、公園の整備な
どにかかる経費
費：町立の小中高等学校の運営・整備、生涯学習、
図書館や総合文化会館の運営などにかかる経費
費：町の借入金に対する償還元金や利子、それにか
かる経費
他：議会費、労働費、商工費、災害復旧費、予備費
の合計額

その他
1,397,025千円
10.5％(5.2％)

3

入

職員費
1,904,982千円
14.3％
（△0.9％）

公債費
1,479,803千円
11.1％(2.7％)

民生費
1,991,347千円
14.9％(△5.7％)

歳出合計
13,335,000
千円

教育費
1,503,369千円
11.3％(33.1％)

消防費
462,886千円
3.5％(4.2％)

歳出・性質別
○人
○物

総務費471,849千円
3.5％(5.2％)

土木費
2,157,950千円
16.2％(8.5％)

衛生費
2,270,922千円
17.0％(5.2％)

農林業費
907,647千円
6.8％(9.6％)

（主な予算区分の説明）

件
件

費：職員の給与や議員の報酬など
費：施設にかかる光熱水費等の施設管理費、一般事
務に必要な消耗品費、備品購入費など
○補 助 費 等：外部団体等に対する補助金や負担金など
○繰 出 金：国の基準に基づき一般会計から特別会計・企業
会計へ支出するもの及び収支不足の補てん分
○投資的経費：道路・河川・公園・学校等の公共施設の新設・
改修工事などにかかる経費
○そ の 他：扶助費、維持補修費、積立金、貸付金、予備費
の合計
繰出先会計名
国民健康保険事業特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険事業特別会計
特別会計
町営牧場特別会計
下水道事業特別会計
簡易水道事業特別会計
企業会計 病 院 事 業 会 計
合
計

繰出金額
217,555千円
70,937千円
249,126千円
24,776千円
400,667千円
43,798千円
1,358,220千円
2,365,079千円

構成比
9.2％
3.0％
10.5％
1.1％
16.9％
1.9％
57.4％
100.0％

町民１人あたりの行政経費 547,481円
平成25年2月28日現在の人口24,357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

教育のために

81,757円

健康を守るために

商工業のために

農林業のために

61,722円

2,966円

ごみの焼却やし尿処
理に

道路・排水・公園整
備などに

26,584円

73,020円

66,651円

37,264円

借入金返済に

60,755円

消防・救急活動に

19,004円
その他の町民サービ
スなどに

117,758円

中標津町の借入金・基金残高の推移
中標津町の借入金は、計画的な償還・借換え、新たな借入金の抑制により残高が減少してきま
したが、平成25年度では道路整備事業、学校建設事業、地方交付税の不足分を市町村が借り入
れる赤字町債などの発行により、平成25年度末残高は281億5,511万円になる見込みです。
また、町の貯金である基金は、公共施設整備などに伴う財源不足や基金の活用目的に応じた取
り崩しなどで、平成25年度末残高は34億3,566万円となる見込みです。
なお、平成24年度と平成25年度は年度末の見込み額です。
年度

借

入

金

残

高

の

推

移

基金残高の推移

一般会計

特別会計

企業会計

全会計合計

一般会計

16

159億0,261万円

87億7,986万円

72億2,577万円

319億0,824万円

42億6,884万円

17

158億5,841万円

83億3,220万円

71億5,757万円

313億4,818万円

43億2,679万円

18

156億2,115万円

79億2,588万円

68億2,879万円

303億7,582万円

43億3,516万円

19

152億3,453万円

76億0,565万円

65億3,765万円

293億7,783万円

43億3,554万円

20

148億4,058万円

73億8,030万円

64億6,932万円

286億9,020万円

42億0,285万円

21

149億1,679万円

70億5,683万円

62億3,709万円

282億1,071万円

41億1,086万円

22

150億8,263万円

67億4,629万円

61億0,654万円

279億3,546万円

40億8,974万円

23

150億1,816万円

65億9,561万円

59億1,723万円

275億3,100万円

40億1,208万円

24

152億1,339万円

66億1,067万円

57億8,858万円

276億1,264万円

38億2,901万円

25

158億0,237万円

66億0,680万円

57億4,594万円

281億5,511万円

34億3,566万円
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平成25年度予算の主要事業

平成25年度予算の主なものについてお知らせ
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」
・議会広報活動（議会報告会、議会だより発行等）
･･･････････････････････････････････････････････････ 221万円
・自治基本条例の推進（自治推進会議開催、外部評価、アンケート等）
･････････････････････････････････ 116万円
・旧俣落小学校改修経費（実施設計）
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 290万円
・会館建設事業補助･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 800万円
・移住促進事業対策経費（移住体験事業等）
･････････････････････････････････････････････････････････ 332万円
・北方領土返還対策経費（返還啓発、医療支援等）
･････････････････････････････････････････････････1,708万円
・固定資産評価替えに要する経費･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 822万円

２．健やかでやさしいまちづくり

「健康・福祉・医療分野」

・児童手当扶助費･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 4億3,831万円
・児童センター整備事業（実施設計）････････････････････････････････････････････････････････････2,177万円
・高齢者支援事業（老人クラブ運営費補助等）･･････････････････････････････････････････････････････ 849万円
・障がい者グループホーム入居者補足給付費････････････････････････････････････････････････････････ 177万円
・特定不妊治療費助成事業･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 76万円
・町立中標津病院クレジットカード決済サービス導入･････････････････････････････････････････････････ 45万円
・診療情報共有ネットワーク構築事業････････････････････････････････････････････････････････････2,861万円

３．力みなぎる産業のまちづくり

「経済・産業分野」

・基盤整備事業（公社営畜産担い手育成総合整備事業、道営畑地帯総合整備事業等）･･････････････ 2億 ,310万円
・新規就農者育成支援事業･･････････････････････････････････････････････････････････････････････2,806万円
・バイオガス導入推進に要する経費（家畜ふん尿処理施設調査委託）･･････････････････････････････････ 586万円
・町有林間伐促進型CO2排出削減対策経費 ･････････････････････････････････････････････････････････ 159万円
・観光協会事務局従事者緊急雇用創出事業･･････････････････････････････････････････････････････････ 600万円
・多機能交流施設整備構想経費（情報収集、調査・研究）･････････････････････････････････････････････ 20万円
・木材利用推進事業･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 28万円

４．利便性のある調和のとれたまちづくり

「生活基盤分野」

・道路整備事業（改良・舗装）
（市街地及び郊外路線）
･･････････････････････････････････････････ 8億2,550万円
・道路防雪柵設置事業･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････8,030万円
・生活等バス運行経費･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････7,655万円
・中標津町都市計画マスタープラン推進経費････････････････････････････････････････････････････････ 506万円
・公営住宅建設事業（旭第２団地〜２棟22戸） ･･･････････････････････････････････････････････ 3億3,280万円
・都市公園安全・安心対策事業（公園遊具更新３箇所）････････････････････････････････････････････2,403万円
・丸山公園整備事業（体育館建設実施設計等）････････････････････････････････････････････････････5,610万円

５．安全・安心で快適なまちづくり

「生活環境分野」

・防災対策・危機管理対策経費（防災備蓄品整備、防災資機材整備、防災情報システム負担金等）････････ 763万円
・地域防災計画等改訂経費････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 427万円
・ますみ川環境保全事業･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 450万円
・住宅用太陽光発電システム補助事業･･････････････････････････････････････････････････････････････ 300万円
・中標津町ごみ処理基本計画策定経費･･････････････････････････････････････････････････････････････ 290万円
・下水道終末処理場汚泥貯留槽機械・電気設備工事････････････････････････････････････････････ 2億 ,200万円
・白樺斎場建設事業（負担金）･･････････････････････････････････････････････････････････････････5,087万円

６．人が輝き歴史と文化を育むまちづくり

「教育・文化分野」

・スクールバス等運行経費（14路線） ･･･････････････････････････････････････････････････････ 1億1,524万円
・特別支援教育支援員緊急雇用創出事業････････････････････････････････････････････････････････････ 315万円
・計根別小中学校増改築事業････････････････････････････････････････････････････････････････ 3億6,986万円
・学校給食に要する経費（2,611名分、設備更新等） ･･････････････････････････････････････････ 1億8,286万円
・育英資金貸付金（修学資金、入学一時金（創設）
）･････････････････････････････････････････････････ 656万円
・農業高校園芸実習室整備事業･･････････････････････････････････････････････････････････････････4,402万円
・文化・芸術行事等開催に要する経費･･････････････････････････････････････････････････････････････ 200万円
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道路通行止めのお知らせ
老朽化した道路施設の改修工事に伴い、俵橋地区と計根別地区の一部区間について、下記のとおり通行ができな
くなります。通行される皆さまにはご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

⑴

俵橋地区

至標津町

白樺斎場

【通行止期間】

国道

272

平成25年５月１日から
平成26年２月28日まで
【区
間】
町道俵橋南３号道路の一部区間
約１㎞（道道994号中春別俵橋線交差
点〜標津町境界まで）
【工事の目的】
老朽化した横断管（３ヶ所）の改修と
道路改良のため

⑵

ROUTE

俵橋小学校

道道

994
北海道

至中標津町市街

通行止期間：平成25年５月１日〜平成26年２月28日

計根別地区

【通行止期間】

平成25年５月１日から
平成26年３月20日まで

道道

13

至虹別

北海道

【区
間】
農道計根別別海連絡道路の一部区間
約240ｍ（計根別さけますふ化場付近
〜別海町境界付近まで）
【工事の目的】
老朽化した橋の改修と道路改良のため

至中標津町市街

計根別市街

農業高校

計根別さけます
ふ化場
通行止期間：平成25年５月１日〜平成26年３月20日

問い合わせは、北海道根室振興局 農村振興課 農村整備係

ｊ０１５３−２３−６９０４まで。

『ＡＦくらぶ』会員募集
畜産食品加工研修センターでは、平成25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８日㈪〜４月12日㈮
募集人数 50名程度（定員になりしだい締め切り）
頒布期間 平成25年６月〜平成26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（８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）
、
フライシュケーゼ（２種類）
、ボロニアソーセージ、ベーコン、ハム入ソーセージ、
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、
研修センターまで、
問い合わせください。
（土日除く）

申し込みは、畜産食品加工研修センター

ｊ７８−２２１６まで。
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中標津町特定不妊治療費助成事業が始まります
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の助成を始めます。
【対

象】①〜④全てに該当し、平成25年４月以降に治療を受けられた方が対象となります。
①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
②北海道特定不妊治療費助成交付を受けた方
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町税を完納している方

【助成について】
１回の治療にかかった費用が、北海道特定不妊治療費助成額を超えた場合、
自己負担分を助成の対象とし、５万円が上限となります。
回数は年２回まで（初年度に限り年３回）
、通算５年間での助成回数は10回が上限です。

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。

子育て支援室からのお知らせ
○乳幼児等医療費受給者証について
４月から、次の病院で入院・外来の医療費を支払う際は、「乳幼児等受給者証」を提示すると、中標津町の助成
が受けられるようになります。
①市立釧路総合病院

②釧路赤十字病院

③釧路労災病院

④北海道立子ども総合医療・療育センター

上記以外の道内の入院病棟がある病院で、受給者証の適用を希望する場合は、子育て支援室子育て給付係へご相
談ください。

○児童手当について
次の異動があったときは、15日以内に児童手当（旧こども手当）の手続きが必要です。
・出生

・転入転出

・公務員になったとき、公務員を退職したとき

・児童福祉施設等に入所、退所したとき

・養育する児童が増減したとき

中学生の子どもを養育していて、受給していない方はご連絡ください。
公務員は事業所から支給されます。

○未熟児養育医療について
４月から未熟児養育医療の認定手続きは、中標津保健所から中標津町役場に変更になりました。
・出生体重が2,000ｇ以下など、身体の発達が未熟なまま生まれ、入院を必要とする赤ちゃ
んの医療費を助成する制度です（世帯の所得により助成は異なります）
。
・該当する場合は、指定医療機関の医師から「意見書」が発行されます。

詳しくは、子育て支援室 子育て給付係まで。

まちづくり活動

あなたもシルバー人材センターの会員になって
「生きがい」と「社会的存在」をつくりませんか
中標津町シルバー人材センター

会 員 は 現 在 名 で︑
﹁孫
に小遣いをあげれる︑じい
ちゃん ばあちゃん﹂を合
言葉に︑高齢者の﹁生きが
い﹂と﹁社会的存在﹂を作
ろうとがんばっています︒
入会にあたっては︑男性
歳︑女性 歳以上の方が
会員になることができ︑生
活のゆとりとなっています︒
健康で意欲のある方︑﹁働
く喜び︑学ぶ喜び︑奉仕の
喜び﹂を基本理念に︑長年
培ってきた知識や経験を役
立ててみませんか︒
お問い合わせは︑同セン
タ ー ｊ７ ９ ︱ １ ２ ３ ４ ま
で︒

公益社団法人

60

55
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なかしべつ男女共同参画ネットワーク（仮）
登録団体を募集します
中標津町では、町内を中心にさまざまな分野で町民活動をしている団体の皆さんに、「なかしべつ男女共同参画
ネットワーク（仮）」に登録していただき、相互交流の中で情報の共有や各種研修会を行うなど、男女共同参画の取
り組みを推進していきます。
【対
象】団体（5人以上：会則、会員名簿が整理されていること）
【募集期間】平成25年４月末まで（期間終了後も随時募集します）
【申込方法】企画課窓口（役場２階窓口③番）、企画課ホームページ、計根別支所、文化会館窓口に
申込用紙があります。
記入後に企画課に提出してください（電子メール可）。

男性と女性は、権利も責任も同じです
日本国憲法には、「個人の尊重」と「法の下の平等」がうたわれており、男女平等の実現に向けて色々な取
り組みが行われてきました。また、男女共同参画社会の実現を21世紀の社会を決定する最重要課題と位置付け、
社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくため、男女共同
参画社会基本法が制定されています。

男女共同参画社会とはどんな社会？
「男は仕事、女は家庭」など、固定的な役割分担意識を解消し、働きたい
女性の就職先が増えたり、育児をしたいと思う男性が、育児休暇を取得し
やすい社会になるなど、お互いに選択肢の幅が広がり、個人が持つ能力を
十分発揮できることで、社会全体の活力が高まります。職場に限らず、家
庭や学校、地域社会において一人ひとりがお互いの行動や考え方を尊重し
ていく社会です。

申し込み・問い合わせは、企画課 協働推進係まで。

防災ワンポイント 第４回 雪の事故を防止しましょう
気温が徐々に高くなり雪解けが進むこれからの時期は、融雪事故を防ぐための注意が必要です。
次の点に注意して、家族や職場などでも事故防止の確認をしましょう。
軒下などを歩くときは、屋根からの落雪に注意しましょう。
河川が急に増水する場合があります。河川には近づかないようにしましょう。
斜面の近くにいる場合は、なだれに注意しましょう。
道路が陥没している恐れがあるので、車の運転に注意しましょう。
また、４月になっても吹雪になることがあります。ＦＦ式ストーブやボイラーの吸排気口が雪にふさがれ不完全
燃焼を起こすことがありますので、雪が降った時や、屋根から大量の雪が落ちた場合は吸
排気口を確認し、雪で覆われていれば周り（50㎝ほど）を除雪しましょう。
車が立ち往生した場合も、救助を待つ間にマフラー付近が埋まらないよう定期的に除雪
する必要があります。その時に、風下の窓を少しだけ開けて換気を行い、救助隊が分かり
やすいよう、ハザードランプやライトをつけましょう。除雪が困難で、マフラー部分が埋
まってしまいそうな場合はエンジンを切って救助を待ちましょう。

【車で出かけるときは…】
●気象情報・道路情報を確認し、運転が困難なときや天候が悪いときは、なるべく外出を避けましょう。
●車には除雪道具や長靴、防寒具・防寒着などを積んでおきましょう。

詳しくは、総務課 防災係まで。
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平成25年4月からの町立中標津病院外来診療体制について
成25年4月からの町立中標津病院外来診療体制について ●
●平
療

内

科
科

循環器科

診

療

受
付
午
前
８:３０〜１１:００

日

月〜金曜日
※禁煙外来（毎週木曜日）

児

外

科
科

間
午
な

後
し

受付８:３０〜９:３０（要予約）

水・木曜日

予

約

診

療

※出張医師による予約診療です。初診患者様は紹介状が必要です。
月〜金曜日

小

時

・

８:３０〜１１:００

※予防接種（月・水・金曜日）
※乳児１ヶ月健診（火曜日）
月〜金曜日

１２:００〜１４:３０

受付１２:００〜１５:３０
受付１２:３０〜１３:００
８:３０〜１１:００

な

８:３０〜１１:００

１４:００〜１５:３０

産 科（予約診療）
婦人科（一般診療）

月〜金曜日
産婦人科

し

月・水・木:婦人科（一般診療）
火:産後１ヶ月健診
金:検査日

※妊婦健診は月〜金曜日 午前の予約外来のみです。
※妊娠検査をご希望の方は婦人科（一般診療）外来を受診してください。
泌尿器科

月２回

月・火曜日

予

整形外科
皮

膚

眼

科
科

麻

酔

科

精

神

科

診

療

※出張医師による予約診療です。予約以外の患者様は月曜日10名まで受付します。
８:３０〜１１:００
（月・木・金曜日）

月・木・金曜日
耳鼻咽喉科

約

１２:００〜１５:００
（木曜日）

※火曜日は予約外来（一般診療休診）
、月・金曜日の午後及び水曜日は手術日（外来休診）です。
※月曜日は医師１名の診療になることがありますので、患者様の状況により検査のみで終了する
場合があります。
月〜金曜日

８:３０〜１１:００

月・火・木・金曜日

８:３０〜１１:００
（月・火・木・金曜日）

※児童学生外来（月・火曜日）
※水曜日は休診です。

な

し

１２:００〜１５:３０
（月・火曜日）

１５:３０〜１６:３０（要予約）

月〜金曜日

８:３０〜１１:００

な

し

月〜金曜日

８:３０〜１１:００

な

し

※火〜木曜日の受付は９：３０までです。金曜日の外来は再診患者様のみです。
月〜金曜日
※初診外来（火・木曜日）

予

約

診

療

１２:３０〜１４:００

※自動再来受付機は午前７時45分から稼動します。
※出張医師による診療科については天候等により診療開始時間の遅れ、または休診となることがあります。また、医
師の出張等により上記の診療日であっても休診となる場合がありますので、ご了承願います。
※救急外来は24時間診療ですが、救急以外は上記の診療時間内に受診されますようご協力願います。
※当院は全面禁煙（敷地内も含む）ですのでご協力願います。
■この外来診療体制表は、
パソコン・携帯サイト
からでも閲覧できます。

ＰＣ版

問い合わせは、町立中標津病院
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携帯版

KWWSZZZQDNDVKLEHWVXMS 
各課ホームページ→町立中標津病院

KWWSMQDNDVKLEHWVXMS 
町立病院診療情報

医事課 ｊ７２‑８２００まで｡

中標津町では町民のみな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

家賃 10,300円〜20,200円
・宮下高台団地(２階建)西３条南４丁目
３ＬＤＫ（２階）１戸（風呂設備リース）
昭和62年建設
※単身不可
家賃 17,900円〜35,100円
他駐車場使用料、共益費
申込期間 ４月８日㈪〜17日㈬
受付場所 住宅係（役場２階窓口④番）
入居時期 ５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
力団員の制限等）があります。
※４月17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。
詳しくは、都市住宅課 住宅係まで。

用することができます。
詳しくは、生活課 交通町民相談係
まで。

犬猫を捨てないで！
犬猫の出産時期や引越しの時期にな
ると、迷子や捨てられた犬猫が増えま
す。飼い主は責任をもって飼いましょ
う。また、雪解けの季節は放置された
フンが目に付きます。犬は自分で後始
末ができません。フンの後始末は飼い
主の責任であり義務です。散歩のとき
は、必ずビニール袋などを携帯し、責
任をもってフンを持ち帰りましょう。
詳しくは、農林課 自然環境係また
は生活課 環境衛生係まで。

東日本大震災義援金受付の
延長に
延長について

ごみ収集のお知らせ
４月29日㈪は祝日ですが、ごみの
収集及び最終処分場での受入を行いま
す。また、ゴールデンウィークのごみ
の収集は次のとおりです
日 程
ごみ収集
５月３日㈮
休み

最終処分場
休み

５月４日㈯

休み

午前中のみ

５月６日㈪

休み

午前中のみ

中標津町に届けられた東日本大震
災の義援金は、皆さまのご理解とご
協力により、平成25年１月１日現在、
12,450,216円（114件）が寄せられ
ました。大変ありがとうございました。
この度、義援金の受付が１年間延長
され平成26年３月31日㈪までとなり
ましたのでお知らせします。
詳しくは、福祉課 社会福祉係まで。

詳しくは、生活課 環境衛生係まで。

森林の土地を取得したときは
届出が必
届出
が必要で
要です
す
届出が必要です

無料法律相談のお知らせ
家庭内の不和や不動産の紛争、また、
交通事故による損害賠償問題、遺産相
続などの悩み事がある方に、弁護士が
専門的にアドバイスしてくれます。お
気軽にご利用ください。
申し込みは、実施月の月初めから受
け付け、定員は先着７名です。
実施年月日
担当弁護士
平成25年 ５ 月21日 鍛

冶

孝

亮

平成25年 ７ 月16日 本

井

孝

史

平成25年 ９ 月17日 中

井

拓

人

平成25年11月19日 梅

本

英

広

平成26年 １ 月21日 本

井

孝

史

平成26年 ３ 月18日 蓑

島

弘

幸

場
時

所 中標津町役場
間 10時30分〜15時
詳しくは、生活課 交通町民相談係
まで。

家庭菜園の入園者募集
家庭菜園の入園者を４月５日㈮から
募集します。１区画2,000円の使用料
がかかります。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

森林法改正により、平成24年４月
以降に森林の土地の所有者となった方
は、市町村長への事後届出が義務付け
られています。
届出対象者
個人・法人・面積を問わず、売買や相
続等により森林の土地を新たに取得
した方（国土利用計画法に基づく土
地売買契約の届出をしている方は対
象外）
届出期間
土地の所有した日から90日以内
詳しくは、農林課 林務係または根
室振興局 林務課 造林係 ｊ0153‑24‑
5639まで。

春の全道火災予防運動を実施
４月20日から30日までは春の全道
火災予防運動期間です。
消防署では、火災の発生を防止し、
死傷事故や財産の損失を防ぐことを重
点目標に、住宅用火災警報器の設置調
査や各事業所で組織する自衛消防隊の
訓練指導、また、不特定多数の人に利
用される建物等の立入検査を実施しま
す。
運動初日には、中標津消防団をはじ
め、各婦人防火クラブ、幼年消防クラ

くらしの広場
April

4

ブの協力により大型店舗前で「消防署
だより」を配布し街頭啓発を行います。
火災を出さない街づくりに町民皆さ
んのご協力をお願いします。
詳 し く は、 中 標 津 消 防 署 ｊ72‑
2181まで。

年金相談所の開設について
開設日時
５月14日㈫ 12時〜17時
５月15日㈬ ９時〜15時
開設場所
中標津町役場 会議室
予約受付期間
４月15日㈪〜５月７日㈫まで
予約申し込みは、釧路年金事務所
ｊ0154‑61‑6000まで。

国税専門官採用試験受験者募集
受験資格
⑴昭和58年４月２日〜平成４年４月
１日生まれの方
⑵平成４年４月２日以降生まれの方で
大学を卒業したなど別に定める方
受付期間
４月１日㈪〜４月11日㈭
申込方法
インターネットより申し込み
（KWWSZZZMLQMLVKLNHQJRMS
MXNHQKWPO）
試 験 日
１次試験 ６月９日㈰
２次試験 後日確定
試 験 地
１次試験、２次試験ともに札幌市
問い合わせは、札幌国税局 人事第２
課 ｊ011‑231‑5011または、根室税
務署 総務課 ｊ0153‑23‑3261まで。

北海道警察官採用試験受験者募集
受付期間 ４月１日㈪〜４月17日㈬
※電子申請による場合は、４
月12日㈮の17時30分まで
試 験 日 ５月12日㈰
募集区分【※( )は採用予定人数】
・男性Ａ区分(160名)､女性Ａ区分(55名)
大学（短期大学を除く）を卒業また
は卒業見込みの方
・男性Ｂ区分(55名)､女性Ｂ区分(10名)
Ａ区分以外の方（高校在学中の方を
除く）
募集年齢 Ａ・ Ｂ 区 分 と も 昭 和56年
４月２日から平成８年４月
１日までに生まれた方
問い合わせは、中標津警察署
ｊ72‑0110まで。
広報中標津５月号の発行予定日は、
５月７日㈫です。
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Information
健

康

保健センターからのお知らせ

パパママ教室のお知らせ
保健センターの保健師や、町立中標
津病院の産婦人科医などが講師となり、
初めて親となる方を対象に、パパママ
教室を開催しています。出産予定日が
近い方同士を対象としており、教室を
通して交流する機会にもなっています。
対
象 平成25年８月〜平成26年
７月出産予定の方
プログラム
１課「妊娠中の生活・妊婦体操」
13時30分〜15時
２課「妊娠中の食事・歯の健康」
13時15分〜15時40分
３課「産後の生活・お風呂実習・妊
婦体験」 19時〜21時
４課「分娩について」
19時〜20時30分
日 程（予定）
出産予定月 １課 ２課 ３課 ４課
８〜９月 ５/７ ５/21 ５/31 ６/７
10〜11月 ７/３ ７/10 ７/26 ８/２
25年12月〜
26年１月 ９/４ ９/13 10/４ 10/11
26年2〜3月 11/５ 11/20 11/29 12/６
〃 ４〜５月 １/15 １/22 １/31 ２/７
〃 ６〜７月 ２/25 ３/４ ３/14 ３/28
場
所 中標津町保健センター
持 ち 物 母子健康手帳
※全て予約制で、日程が近くなったら
対象者の方に郵送でご案内します。
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(５月分)
実施期間

５月７日〜31日
毎週火〜金曜日（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 2,200円
（70歳以上は1,100円）
国民健康保険加入者・生活
保護の方は無料
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 ４月22日㈪
申し込みは、中標津町保健センター
ｊ72‑2733まで。
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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）

がん検診推進事業対象年齢のお知らせ
特定の年齢に達した方に対して子宮
頸がん、乳がん検診及び大腸がん検診
の無料クーポン券等を送付します。対
象になる方は生年月日が次の方です。
子宮頸がん検診
平成４年４月２日〜平成５年４月１日
昭和62年４月２日〜昭和63年４月１日
昭和57年４月２日〜昭和58年４月１日
昭和52年４月２日〜昭和53年４月１日
昭和47年４月２日〜昭和48年４月１日
乳がん検診・大腸がん検診
昭和47年４月２日〜昭和48年４月１日
昭和42年４月２日〜昭和43年４月１日
昭和37年４月２日〜昭和38年４月１日
昭和32年４月２日〜昭和33年４月１日
昭和27年４月２日〜昭和28年４月１日
問い合わせは、中標津町保健セン
ター ｊ72‑2733まで。

税

金

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・国民健康保険税以外
は納めることができません。

平成25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
固定
資産課税
課税台帳
台帳に登
に登録し
録しまし
ました
た
【課税台帳の閲覧及び価格等の縦覧】
日
時 ４月１日〜５月31日
８時30分〜17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・法人の場
合は委任状
※納税通知書の発送は、５月２日㈭を
予定しています。
詳しくは、税務課 資産税係まで。

平成25年度固定資産税に係る
宅地評価額を下落修正しました
宅地評価
宅地
評価額を
額を下落
下落修正
修正しま
しました
した

固定資産税にかかる土地の価格は、
地方税法の規定により３年に一度見直
町税・国民健康保険税の納付には
しをしています。最近では平成24年
口座振替
口座
振替をご
をご利用
利用くだ
ください
さい
口座振替をご利用ください
度に見直しを行ったところですが、昨
今の地価公示価格や北海道地価調査価
町道民税(普通徴収)、固定資産税、
格の動向を踏まえ、平成25年度の宅
軽自動車税、国民健康保険税の納付に
は、口座振替（自動払込）が便利です。 地評価に係る路線価を一部下落修正し
ました。
申込方法
【路線価図の閲覧】
町内にある金融機関・農協・ ゆう
日
時 ４月１日から通年
ちょ銀行（郵便局）にあります「口座
８時30分〜17時15分
振替（自動払込）依頼書」に押印、必
（土・日曜日・祝日を除く）
要事項を記載のうえ、振替希望の金融
場
所 税務課
機関等へ提出してください。
詳しくは、税務課 資産税係まで。
申込時に持参するもの
・預貯金通帳、通帳の届出印
※口座振替の申し込み、変更、停止を
ご希望の場合、金融機関の登録手続
一
般
きまでに２ヶ月ほどの時間を要しま
すので、お早めの手続きをお願いし
町営住宅入居者募集
ます。
〜振替可能金融機関〜
募集団地
【北洋銀行・北海道銀行・大地みらい
・東中団地（平屋建）東18条北10丁目
信用金庫・北海道労働金庫・釧路信用
３ＬＤＫ １戸（浴室有・風呂設備無）
組合】の本・支店、中標津町農協・計
昭和58年建設 ※単身不可
根別農協、ゆうちょ銀行(郵便局)全店
家賃 13,100円〜25,700円
振替日について
・東中団地（平屋建）東17条北７丁目
口座振替日については、
「各税目の納
３ＤＫ １戸（浴室有・風呂設備無）
期日ごとの振替」
または
「各税目第１期
昭和51年建設
の納期日に全期分振替」どちらかを選
家賃 9,400円〜14,600円
択できます。なお、振替不能時におけ
・あずまグリーン団地（４階建）
る再振替は行っていませんので、振替
東18条南４丁目
日前には残高の確認をお願いします。
２ＬＤＫ（４階）１戸（給湯設備リース）
＜夜間相談窓口＞
平成２年建設
家賃18,700円〜36,700円他共益費
夜間相談日
・宮下団地（平屋建）西５条南２丁目
４月16日㈫ 18時〜20時
２ＤＫ １戸（浴室有・風呂設備無）
昭和60年建設 ※満65歳以上
平日の昼間に時間をとることができ
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﹁できることから一
歩ずつ！繋がり広がる
地域の街づくり﹂をサ
ブテーマに︑西町・川
西︑中心部︑西部の３
つの地域の代表者によ
るパネルディスカッ
ションが総合文化会館
で行われました︒
会場には多くの人が
訪れ︑これまでの活動
報告に耳を傾けていま
した︒

22
最後の卒業式

町内の各学校では卒

業式が行われました︒

今年度で閉校となる

町立俣落小学校では最

後 の 卒 業 式 が 行 わ れ︑

教職員や在校生︑保護

者︑多くの来賓が見守

る中︑２名の卒業生に

卒業証書が手渡されま

した︒

３月

de

上下水道課からのお知らせ
かん そ

水道の使用開始・終了の申し込みを忘れずに
４月から新しく当町にお住まいになっている方、町
内でお引越しをされた方は、水道の使用開始・終了の
申し込みが必要になります。申し込みは電話でも受け
付けていますのでご連絡ください。また、これから転
居を予定されている方も転居日が決まっていれば事前
の申し込みが可能です。申し込みがないまま水道を使
用されますと、水道の無断使用となります。なお、こ
れから転居される方は、お引越しの際は、必ず室内の
元栓を閉めてから退去するようお願いします。
最近役場から委託されたかのように、ご家庭に水質
検査や浄水器等の販売、下水道枡の清掃等で訪問してい
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ご注意ください。

申し込み・問い合わせは、上下水道課 業務係まで。

下水汚泥たい肥「環甦」を配布します
春用たい肥として町民の皆
さんに下水汚泥たい肥「環甦」
の配布を行いますので、たい
肥を入れる袋（肥料袋等）を
ご持参ください。
（ご家庭の
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17日㈬〜26日㈮
10時〜15時 ※土日含む
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）

詳しくは、上下水道課 下水道係まで。

新副町長が選任されました
町では３月31日に勇退した清原哲雄副町長の後任に、前総務部長の宮川睦氏を任命し
４月１日に就任しました。任期は平成29年3月31日までの4年間です。
宮川副町長は、昭和34年１月生まれ。昭和53年に中標津町役場に勤務し、福祉、総務、
財政等、幅広い分野を歴任し、総務課長、総務部長を経て副町長に選任されました。「小
林町長が掲げるまちづくりに、想像力を働かせて取り組みたい」と抱負を話されました。

平成25年

２月28日現在住民登録人口
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町の人口
男
女
世 帯 数

VOL.604
※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、環境保護のために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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転出 68人

