「あせらず、ゆっくり」
交通安全教室の一コマです。
事故に気をつけて、楽しい学校生活を
送ろうね。

空とみどりの交流拠点
2013

平成25年

6

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

№606

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/

中標津町子育て支援事業について

児童館まつりの様子

〜中標津町次世代育成支援行動計画〜
平成 年度の主な取組

○中標津町保育福祉
中 標 津 町 立 保 育 園 で は︑
障がいのある子どもの受入
を行っています︒就学前の
１年間は︑子どもの成長の
ために特に大事な時期でも
あることから︑すべての児
童が集団生活できる仕組み
を推進しています︒

子育てサークルの様子

子育て総合支援センターでは生後４ヶ月までの赤ちゃんがいるご家庭を
訪問し︑子育てに関する情報の提供や︑養育相談・助言等を行っています︒
平成 年度は︑対象家庭の ％にあたる 件のご家庭を訪問しました︒

○こんにちは赤ちゃん家庭訪問

子育て家庭を応援・支援する地域づくり

24

○障がい児等日中一時支援
障がいを持つ児童・保護
者が安心できる一時的預か
りのサポートを実施してい
ます︒詳細については福祉
課までお問い合わせくださ
い︒

85

基本理念

りの整備に重点をお
き取り組んできまし
た︒
また︑中高生プロ
ジェクトチームを発足し︑意見を取り入れながら進め

年度の建設を目指します︒

てきた放課後の﹁居場所づくり﹂はニーズも高く︑０
歳から 歳までの児童を対象とした大型児童センター
として平成

26

24

﹃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﹄
中標津町次世代育成支援行動計画は︑子育
て中の全世帯並びに中高生を対象に実施した
ニーズ調査の声を参考に︑子育て中のお母さ
んたちや学識経験者︑教育・保育関係者で構
成された委員会により︑平成 年からの 年
間で実施すべき計画を策定しています︒その
間︑子育て支援の広場を児童館で開設︑留守
家庭児童の受入枠・時間の拡大︑児童館まつ
りや菜園事業などの地域ネットワーク事業な
ど︑児童館を子育て支援の拠点施設として位
10

置づけ︑地域全体で
子どもや子育てを支
える仕組みや環境作

16

18

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
○児童センター建設に向けて
新しい児童センターのコンセ
プトは﹁遊び・交流・ふれあい
〜ありのままの自分でいられ
る場所﹂
︒子どもたちにとって︑
今の自分を否定しないで受け止

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⁝
平成

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

引き上げによる増収分を財源として︑幼稚園・保育園・児童クラブや一時預かり︑

病児保育など市町村の状況に合わせた整備を図り︑待機児童の解消等︑子育て

をめぐる課題の解決を目指しています︒実施にあたっては︑消費税の引き上げ
年度を目

時期を踏まえた平成

︵平成

中には新しい計画を市町村単位

途としていますが︑平成

年度

は閉館となり︑児童館機能は新

27

で策定していく必要があります︒

年度をもって東児童館

育て・子育ちの拠点施設の建設

めてくれる場所が必要です︒子

27

整備を目指します︒

中学生と赤ちゃんの交流の様子

児童センターに移行されます︒
︶

回︑超音波検査６回の助成継続により︑ほとんどの妊婦が健

子どもを健やかに 生 み 育 て る 環 境 づ く り
妊婦検診

連携し︑虐待等の早期発見・早期解決の

ます︒また︑中標津町では各関係機関が

内会の防犯部による見回りを実施してい

転灯を装着した防犯パトロール隊や︑町

子どもたちの下校時にあわせ︑青色回

子どもたちが安心して暮らせるまち
づくり

率を上昇させて健康の増進を目指します︒

発達のため︑子宮頸がん︑ヒブワクチン等の接種費用を全額助成し︑接種

康管理に必要な定期健診を受けています︒また︑子どもの健やかな成長・

14

ため︑即時のケース会議開催体制が図ら
れています︒

て設定されます︒

所得に応じた負担を基本とし

ることになります︒利用料も

に応じ希望する施設を選択す

要性の認定を受け︑その認定

保護者は市町村から保育の必

どの利用方法が変わります︒

※新制度では幼稚園や保育園な

力をお願いします︒

施予定のアンケート調査にご協

いと考えていますので︑今後実

握し︑保育整備に努めていきた

中標津町においてもニーズを把

26

問い合わせは︑子育て支援室まで︒

3
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平成24年度に引き続き

求職活動中の方は
必見です！

地域雇用創造推進事業（パッケージ事業）を実施します
す
平成24年度に引き続き、中標津町地域雇用創造協議会では、地域求職者の就職に向けた人
材育成や企業の雇用拡大を目的とした講座やセミナー等の事業を実施します。
詳しくは、各種事業の実施時期が近くなりましたら新聞折込チラシや協議会ホームページ等
でお知らせしますので、興味のある方はぜひ参加してください。
なお、中標津町地域雇用創造推進事業（パッケージ事業）は平成25年度で終了します。
１．事業趣旨及び経過
この事業は、厚生労働省が雇用失業情勢の厳しい地域において、地域関係者の創意工夫や発想を活かして雇用創出を
図ることを目的とする事業であり、平成23年12月、当協議会が提案した事業が採択され、平成24年から2ヵ年の期間
で事業を実施しています。
２．事業概要
１）実 施 主 体
中標津町地域雇用創造協議会
構成員（中標津町、商工会、同友会南しれとこ支部、金融協会、経済振興審議会、
消費者協会、釧路公立大学）
２）事 業 年 度
平成24〜25年度（２ヶ年）
３）事 業 予 算
４８，
９７２千円（全額国費）
（Ｈ24〜２４，
６５２千円、Ｈ25〜２４，
３２０千円）
４）雇用創出見込数
100人（２ヶ年）
５）事 業 内 容
（平成25年度分）
事
業
内
容
開 催 回 数
開催時期
１．雇用拡大メニュー（企業向け）
①商業・観光事業者対象新事業展開（拡大）等支援セミナー
６回
事業主や創業予定者を対象に、事業展開・拡大、新規創業等に対して、専門家講
５〜２月
（６日間）
師による具体的なアドバイス等を受ける講座を開催します。
②地域食材を活用した新商品開発支援事業
８回
飲食店経営者や創業予定者を対象に、地域食材を活用し、新商品を開発する講座
６月以降
（８日間）
を開催します。
２．人材育成メニュー（求職者向け） ※転職を希望する方は、現在在職中でも参加可能です。
①事務処理能力講座
・パソコンスペシャリスト養成講座（エクセル講座）
１回
就職に必要なパソコンの実践的な技術を身に付けるため、マイクロソフトオ
７月頃
（９日間）
フィススペシャリスト検定の資格を取得する講座を開催します。
・ＣＡＤ技術者養成講座
２回
11月頃
建設業界に就職を希望する方を対象に、建築CAD（JWCAD）を使用し、建
（各２日間）
２月頃
物の図面を作成し、実践的な技術を身に付ける講座を開催します。
・会計・経理事務即戦力養成講座
２回
９月頃
地域求職者を対象に、日商簿記3級の資格が取得できる講座を開催します。
（各30日間）
11月頃
（一般事務、経理事務への就職を希望する方は就職に有利です。
）
②観光・飲食店等ビジネスマナー講座
２回
６月頃
求職者を対象に、就職時に必要な接遇・接客術を学ぶとともに、就職試験に必要
（各２日間）
２月頃
な知識や技術（面接方法、履歴書の記入方法等）を身に付ける講座を開催します。
③飲食店等人材育成事業
１回
10月頃
飲食業界に就職を希望する方を対象に、調理の技術やノウハウを身に付ける講座
（講座５日、職業体験数日）
を開催します。（職業体験もあります。
）
④体験観光ガイドレベルアップ事業
４回
９月頃
観光関連産業や観光ガイドを目指す方を対象に、観光ガイドの知識や技術を身に
（講座３日、研修１回）
付ける講座を開催します。
（先進地研修もあります）
３．就職促進メニュー
①合同求人説明会
１回
本事業参加者や求職者、U・Iターン希望者等を対象に、地域企業を集めた合同
９月頃
（１日間）
求人説明会を開催し、求人・求職のマッチング、就業機会の拡大を図ります。
②ホームページ開設
当協議会のホームページを開設し、各種事業の周知やハローワークの求人情報等
随時更新
を掲載し、就職促進に向けた情報提供を行います。
合
計（８事業、10講座等）
27回

問い合わせは、中標津町地域雇用創造協議会事務局(役場 経済振興課内）ｊ73‑1888まで。
KWWSZZZQNR\RXFRP
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〜今のうちから介護予防を
はじめましょう〜

中標津町の高齢化率、ご存知ですか？
高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合のことです。
高齢化率が７%以上で高齢化社会、14%以上で高齢社会、21%以上で超高齢社会と呼ばれ、日本は既に超高齢社
会となっています。
中標津町の高齢化率は、平成24年10月１日現在20.0%と全道で下から２番目の順位となっており、全国（24.1%）
、
全道(25.7% )の平均と比べると低く推移しています。
しかし、５年前の平成19年に17.8%（65歳以上の人口4,300
人）だった高齢化率が、平成25年４月30日現在20.7%（65歳以
上の人口5,028人）となっていることから、本町においても高齢
化が徐々に進んでいることがわかります。
高齢化が進むということは、お年寄りの割合が増え若者の割合
が減るということですので、介護保険や医療保険など高齢者に給
付するための財源が確保できなくなってきて、最終的には皆さん
が納めている保険料が上がるということにつながっていきます。
できる限り要介護状態にならないように介護予防を心掛け、年
をとっても元気に生活していきましょう！

高齢化率については、
６月と12月の広報紙巻末「ひとのうごき」
でお知らせしていきます。

相談・問い合わせは、地域包括支援センター（介護保険課 介護支援係）まで。

〜地域包括支援センターからのお知らせ〜

『脳・足腰年齢を若く元気に』
２コース目を行います！
２コース目（７月〜９月）は、
ふまねっとインストラクターによる『ふまねっ
と』を行いますので、皆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）
13時30分〜14時30分

場

所

参加対象

定

２コース目の日程

町内在住のおおむね65歳以上の方で、１コース（６回）すべ

【７月】８日㈪、22日㈪
【８月】12日㈪、26日㈪
【９月】９日㈪、25日㈬

て参加できる方

※9/25は水曜日となります

中標津町総合福祉センター（プラット） 三世代交流室

員

20名

参 加 料

無料

そ の 他

動きやすい服装で、汗拭きタオルや飲料水があると良いでしょう。

注意事項

より多くの方に参加していただけるように、１コース目に参加された方は、原則、当コースへの参
加はご遠慮ください。
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申込方法

６月21日㈮17時までに、電話で氏名・年齢・電話番号をお知らせください。

申 込 先

中標津町地域包括支援センター（介護保険課 介護支援係）ｊ73‑3111（内線254･255）

まなぶべ
ま
まな
なぶべ
なぶべ
ぶべや
や！
！

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、平成13年より「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伺い、講座メニューに
基づきわかりやすくお話しします。メニューにはない皆さんが知りた
い・聞きたいことについても受付していますので、まちづくり出前講
座『学舎（まなぶべや！）
・なかしべつ』をぜひご利用ください。

◆利用のしかた
下記のメニューから希望する講座を選び、3週間前までに申し込みください。
町内に住んでいる方が５名集まれば、開催できます。なお、会場の準備や当日の進行などは申込者に行っていただきます。
№

講 座 メ ニ ュ ー

講

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

５ なかしべつの行政改革
６ 自治基本条例について（協働のまちづくり）
７ 北方領土返還要求運動について

９ 町税について

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

もう一度確認しよう！
ごみの分け方・出し方・減らし方
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
要援護者安否確認ネットワーク事業
介護保険について
子育て支援事業について
見直そう！生活習慣 〜基本編〜
見直そう！生活習慣 〜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
〜美味しい牛乳が届くまで〜
なかしべつの農業概要
中標津空港利用促進について
都市計画・景観のまちづくり
まちの水道
下水道のちから

30 就学援助制度について
31 学芸員のなかしべつ学講座
※ 耳寄り！なかしべつ

の

内

容

公職選挙法に基づく各種選挙制度の概要について

４ 第６期中標津町総合発展計画について

８ なかしべつの「家計簿」

座

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
※７月、９月、10月は受付できません

担 当 課

総

務

課

選挙管理委員会
（総 務 課）

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
企 画 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
家計に例えたまちの財政状況（予算・決算、財政指標など）について
財 政 課
※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
税 務 課
・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等を有料の袋に入れていませんか？
生 活 課
ごみの分け方・出し方・減らし方を学びます
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
住民保険課
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
福 祉 課
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
介護保険制度・介護予防などについて
介護保険課
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
子育て支援室
生活習慣病、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
健康推進課
（保健センター）
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のパネルを用い、質問を受けながらわかりやすくお話
しします
※原則、小・中学生を対象とします
農 林 課
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り組みについて
経済振興課
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
都市住宅課
水道のしくみについて（水道水ができるまで、水道施設・水道料金など）
上下水道課
下水道の歴史・役割・しくみについて
学校教育課
経済的な理由により、就学が困難な方への就学援助制度について
（教育委員会）
生涯学習課
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
（教育委員会）
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

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ござい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、任意の自治体へ寄附をした
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
税制）が平成20年度にスタートしました。これまで皆様からいただいたお志（寄附金）の状況と平成24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20〜23年度寄附者人数等】
寄附者人数 33名
寄附金額 2,100,000円
【平成24年度寄附者人数等】
寄附者人数 ８名
寄附金額
680,000円
【総
計】
寄附者人数 41名
寄附金額 2,780,000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
485,000円
２．教育の充実に関する事業
80,000円
３．町長におまかせ！（※用途指定なし）
2,215,000円
【寄附金活用状況】
現在、寄附金は「地域振興基金」に積立をして、今後事業メニューの選定を行うとともに、
活用の際は、事業概要・成果など随時報告していきます。

●主要施策概要書（予算説明書）を作成しました
平成25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」を作成しました。
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いては、今年も町内会経由で配布しますが、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、ご活用ください。

問い合わせは、企画課 企画調整係まで。

知っておきたい！

ごみ出しルール

❶

キャップとラベルは必ず
本体からはずしてください

毎年４月から５月は転入シーズンということもあり、ごみの分別に関するお問い合わせ
が多くなります。資源ごみを正しく分別し、個々の家庭から出るごみを減らしましょう！

●ペットボトルのラベルは、はずしましょう
ペットボトルのキャップとラベルは、必ずはずしてプラスチック製容器包装ごみとし
て出してください。

●使用済み乾電池は、危険有害ごみです
家庭から出る使用済み乾電池は、分別して透明または半透明の袋に入れて、危険有害
ごみとして出してください。
※役場庁舎に設置している使用済み乾電池回収ボックスは、平成26年３月末に撤去予
定です。

問い合わせは、生活課 環境衛生係まで。
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❷

中を軽く
すすいでください

ジェネリック医薬品をご
ジェネリック医薬品をご存知ですか？
ご存知
存知ですか？
テレビや雑誌などで目にすることがある「ジェネリック医薬品」。どういった医薬品で、使いたいときには
どうしたら良いのか？そんな疑問を解決します。

● ジェネリック医薬品とは ●
医療機関で処方される薬には、新薬（先発医薬品）とジェネリック
医薬品（後発医薬品）があります。新薬の特許が切れた後に、厚生労
働大臣の承認のもとに新たに他社から製造販売されるため後発医薬品
と言われています。
ジェネリック医薬品は、新薬と有効成分やその含有量は同じで、同
等の効果・効能を持ち、厚生労働省の基準を満たしている安全なお薬
です。新薬の開発には長い期間と多額の費用が掛かっていますが、
ジェ
ネリック医薬品は新薬の有効成分を利用するため、開発期間や経費を
大幅に抑えることができ、新薬より３割以上、中には５割以上安くな
るものもあります。

● ジェネリック医薬品を希望する場合は ●

ジェネリック医薬品を
希望します！

ジェネリック医薬品は、医師による処方が必要な医薬品です。
ジェネリック医薬品を使いたいときは、病院や診療所などの医療
機関を受診したときに医師に相談するか、調剤薬局で薬剤師に相
談しましょう。
また、
「ジェネリック医薬品希望カード」を提示することによっ
て、意思表示を行うことも可能です。
「希望カード」が必要な方は、
役場住民保険課後期高齢者医療係まで問い合わせください。
※イラスト出典：政府広報オンライン

北海道後期高齢者医療広域連合 ｊ011‑290‑5601
詳しくは、
まで。
または 中標津町 住民保険課 後期高齢者医療係

山菜採りのシーズンです 〜「隠れた危険に ご注意を」
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。
山菜採りの際は、次の点に注意しましょう。

山菜採りの心構え５か条
①家族等に行き先と帰宅時間を知らせましょう。
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携帯電話等の通信手段、防寒具、非常食、熊よけのた
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。
山菜採りをする際に、私有地に無断で侵入し、土地所有者に多大な迷惑をかける例が見られます。
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。
また、農地の取り付け道路に車を駐車させると、農作業に支障をきたす場合がありますので、絶対にやめましょう。
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防災ワンポイント

第６回

全国瞬時警報システムについて

緊急地震速報や大津波警報、国民保護に関する
情報等の緊急情報（※）は、人工衛星を用いて国
（内閣官房・気象庁から消防庁を経由）から市区
町村へ送信され、市区町村の機器が自動起動し緊

じゃがいもずきん
「ききぼう」くん

急情報を伝達するシステム「全国瞬時警報システ
ム（Ｊ-アラート）
」が運用されています。
中標津町で受信された緊急情報は、役場内で緊急アラームが鳴
るほかに、ＦＭはな（87.0MHz）に緊急割込放送が自動的に放
送される仕組みになっています。
※伝達される緊急情報は次のようなものがあります
○推定震度５弱以上の緊急地震速報
○航空攻撃情報

○弾道ミサイル情報

○ゲリラ・特殊部隊攻撃情報

○大規模テロ情報

【全国瞬時警報システムの情報伝達訓練があります】
下記の日程で全国的な緊急情報の伝達訓練が行われます。中標津町においても、緊急情報を受信したと
きは、ＦＭはなへ自動的に緊急割込放送が行われるか確認します。
日

時

６月28日㈮

10時15分頃

訓練内容 「緊急地震速報、大地震です、大地震です」と３回繰り返し放送されます。
訓練は機器が作動するか確認するものですが、緊急地震速報を見聞きした場合には、身を守る行動（姿
勢を低くする、頭を守るなど）を実践し、いざというときの心構えとして覚えておきましょう。

情報
マメ情報
マメ
地震や国民保護情報以外でも把握したい情報として、気象に関する情報があります。
北海道が運用する「北海道防災情報システム」では、気象情報や気象警報･注意報などが発表されたと
きにメールでお知らせしてくれるサービスがあります。
●特

徴

・受信したい地区を振興局単位や市町村単位で選択できます。
・受信したい情報を選択できます。
気象情報、気象警報・注意報（大雨、強風など）
、地震情報、避難情報、記録的短時間大雨情報、
河川情報

他
登録は北海道防災情報携帯サイトから行ってください。
URL：KWWSLERXVDLKRNNDLGRMS
QRコードからも読み取れます。

電話（音声）で情報を得るには、
１７７天気予報電話サービスで最新の天気予報や発表中の気象注意報・
警報などが確認できます。中標津町(根室管内)の情報は、0153‑73 5177にダイヤルして入手しましょう。

詳しくは、総務課 防災係まで。
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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

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
ら、次の日程で協定内容と平成24年
度の実施内容を公表します。
公表期間 ６月５日㈬〜28日㈮
（土・日曜日は除く）
公表時間 ８時30分〜17時15分
公表場所 農林課 農務係窓口
問い合わせは、農林課 農務係まで。

「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は、前回
講習を受けた日から原則として３年
以内に受講しなければいけません。
②危険物の取扱作業に従事していな
かった方が、その後従事することに
なった場合は、その従事することに
なった日から１年以内に受講しなけ
ればいけません。
（以降３年以内ご
とに受講）
③②に該当する方で、過去２年以内に
免状の交付又は講習を受けている場
合は、その免状交付日又は講習を受
けた日から３年以内に受講しなけれ
ばいけません。
（以降３年以内ごと
に受講）
※保安講習受講義務のある方が受講し
なかった場合は、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、上記に該
当する方は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
場合は受講する義務はありません。
日
時
・８月１日㈭
・９時30分〜12時30分（給油取扱
所以外の施設の危険物取扱者が対象)
・13時30分〜16時30分（給油取扱
所の危険物取扱者が対象）
場
所 中標津消防署 講堂
申込締切 ７月22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。

「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11日㈭〜12日㈮
場
所 中標津消防署 講堂
申込期間 ６月17日㈪〜28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
防署にあります。
（日本防火協会ホームページ
KWWSZZZQERXNDRUMSより
ダウンロードもできます。
）
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参加者を募集しています。参加費は
90,000円です。
参加申込・問い合わせは、(一財)日
本遺族会事務局 ｊ03‑3261‑5521ま
で。

「休日公証相談」の実施について
日
場

時 ６月23日㈰ 10時〜16時
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、６
月21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。

年金相談所開設のお知らせ

法務局からのお知らせ

開設日時 ７月 ９ 日㈫ 12時〜17時
７月10日㈬ ９ 時〜15時
開設場所 中標津町役場 会議室
予約受付期間
６月14日㈮〜７月１日㈪
予約申し込みは、釧路年金事務所
ｊ0154‑61‑6000まで。

登記事項証明書等の交付の請求をす
る場合の手数料が４月から改定されま
した。

北海道競馬事業室からの
お知らせ
ホッカイドウ競馬場外発売所の
Aiba（J‑PLACE）中標津では、３月
23日㈯からJRAの勝馬投票券の発売
が開始となりました。平日はホッカイ
ドウ競馬・南関東競馬、土日はJRAと
その他地方競馬が楽しめますので、ぜ
ひご来場ください。
場 所
中標津 町 東 3 1 条 南 １ 丁 目 ５ 番 地
問い合わせは、Aiba中標津 ｊ
79‑800 7 ま で 。

戦没者遺児による
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た事業の
中標津町役場 ｊ７３―３１１１

不動産及び商業･法人登記の主な手数料
・登記事項証明書
書面請求 700円→600円
オンライン請求・送付570円→500円
オンライン請求･窓口交付550円→480円
・印鑑証明書
書面請求 500円→450円
オンライン請求・送付460円→410円
オンライン請求･窓口交付440円→390円
・登記事項要約書の交付、登記簿等閲覧
500円→450円
詳しくは、釧路地方法務局 中標津
出張所 ｊ73‑1212まで。

全国一斉
「子どもの人権110番」
子どもの発する信号をいち早くキャ
ッチし、その解決に導くための相談を
受け付ける子供用の相談電話を設置し
ます。
日
程 ６月24日㈪〜30日㈰
受付番号
0120‑007‑110
受付時間
６月24日〜28日 ８時30分〜19時
６月29日〜30日 10時〜17時
問い合わせは、釧路地方法務局 人
権擁護課 ｊ0154‑31‑5014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

「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49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26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。

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
【納
【納期限は７月１日】
期限は７
は７月１
月１日】
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７月１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17日㈪ 18時〜20時
休日相談日
６月30日㈰ ９時〜17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。

骨粗鬆症検診のお知らせ(７月分)

一

実施期間

７月２日〜31日

対

象

20歳以上の女性

内

容

問診、骨密度測定（腰椎・
大腿骨（太もも）
）
、診察

料

金

般

毎週火〜金曜日（11時から）

ごみの排出時間について

2,200円
（70歳以上は1,100円）
国民健康保険加入者・生活
保護を受けている方は無料

定

員

実施場所

１日２名
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。

税
11

金

中標津町役場 ｊ７３―３１１１

ごみの収集は朝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
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又は小児慢
性特定疾患の治療研究対象疾患に罹患
し、北海道知事から医療受給者証又は
小児慢性特定疾患医療受診券の交付を
受けている方と、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）となり、公共交
通機関運賃のかからない乳幼児と次の
方は対象となりません。
・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25年１月１日から平成25年６
月30日までの通院分
申請受付期限
７月31日㈬まで
詳しくは、福祉課 福祉支援係まで。

赤十字の活動資金にご協力を
赤十字は、国内はもとより全世界の
平和と福祉増進のため、人道を旗印と
して、様々な活動を続けています。
これからの諸活動を実施していくた
めの資金は「社費」
（年額500円以上）
と皆さんから寄せられる「寄付金」で
成り立っていますのでご協力をよろし
くお願いします。
詳しくは、福祉課 社会福祉係まで。

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28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、農業生産に厳しい地域

交通ルールを学ぶ

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７校の
児童が︑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︑真剣に勉強し
ていました︒
︵写真は 日 に 行 わ れ た︑ 第 ８
回中標津小学校交通安全教室︶

開陽台展望館オープン

肌寒い日が続いた大型連休で
したが︑４月 日に開陽台展望
館が今季の営業を開始しました︒
強い風と小雪が舞う中︑町外
からの観光客も多数訪れ︑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

した︒

球春到来

日に予定していた中標

緑の募金

シーズンの開幕を楽しんでいま

たが︑選手たちは待ちに待った

肌寒い中での試合となりまし

が行われました︒

初試合となるナイターリーグ戦

りましたが︑翌日の夜から今季

節はずれの降雪のため中止とな

津町軟式野球連盟開幕式は︑季

５月

５月

様々な﹁森づくり・人づくり﹂
活動の活性化に生かされている
緑の募金活動が︑町内の大型店
舗前で﹁緑の少年団なかしべつ
冒険クラブ﹂の皆さんの協力に
より行われました︒
こ の 日 集 ま っ た 街 頭 募 金 は︑
公園︑学校の校庭︑街路などの
植樹や環境緑化事業などに大切
に使われます︒

）内は前月比

（

※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。

転出 131人

転入 378人

死亡 20人

誕生 14人

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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