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『空とみどりの交流拠点 なかしべつ』

平成2４年度

中 標 津 町 予 算

中標津町の平成24年度予算が３月定例会で可決されました。４月からその予算に基づきさま
ざまな施策が行われていきます。今年度の予算の概要を皆さんにお知らせします。
本町の本年度予算編成は、第６期総合発展計画の前期基本計画（５年）、実施計画（３年）と整合性を図り、社会
経済状況の変化に伴う多様な課題に対応するため、国や北海道の新たな施策も視野に入れて、徹底した「選択」と「集
中」さらに「検証」を行い、新たに全ての事業に「ペイアズユーゴー原則＝財源確保ルール」を課し、職員一人ひと
りが徹底した費用対効果と、説明責任、財政基盤を認識し一丸となって取り組みました。
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0.1％増の27億3,690万円と見込み、地方交付税の
うち普通交付税と臨時財政対策債の合計額は前年対比1.4％減となる51億8,129万円を見込んでいます。ピークで
あった平成12年度と比較すると10億9,974万円も減少しています。
また、自主財源である町税において昨年から開始した住民に身近なコンビニ納付と滞納整理機構による徴収の強化、
差し押さえなどの取り組みにより税収の確保に努めるほか、国及び道の各種補助制度の導入や有利な起債の活用を図
り、必要最小限の範囲で各種基金の活用を図りました。
一方、歳出については、わずかながら人口が増えている本町においても持続可能な地域社会を維持していくために、
「医療」
「職業」
「住まい」を重点に第６期総合発展計画の各種施策によった内容としました。
以上により、平成24年度の予算は、一般会計予算で前年対比0.8％増の126億5,000万円となりました。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合計では、前年対比3.3％増の
242億7,462万円となりました。
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町民１人当たりの行政経費522,554円

お年寄り・子どもな
どの福祉のために

87,223円

健康を守るために

62,288円

教育のために

商工業のために

46,649円

2,739円

ごみの焼却やし尿
処理に

道路・排水・街路・
公園整備などに

26,893円

66,184円

※町民１人当たりは、平成24年2月29日現在
の人口24,208人で算出しています。

農林業のために

34,220円

借入金返済に

59,536円

消防・救急活動に

18,358円

その他の町民サー
ビスなどに

118,464円

町民１人当たりの町税113,058円
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一般会計予算の内訳 （
町 債
1,466,500千円
11.6％
（26.2％）

その他
1,022,640千円
8.1％（1.1％）

繰入金
370,035千円
2.9％
（△22.7％）

道支出金
770,816千円
6.1％
（12.7％）

歳入合計
12,650,000
千円
地方交付税
5,056,085千円
40.0％（△2.1％）

使用料及び手数料
272,545千円
2.2％
（3.1％）

歳出・目的別
生

○衛

生

○農 林 業
○土

木

○教

育

○公

債

○そ

の

歳
町 税
2,736,900千円
21.6%
（0.1％）

国庫支出金
954,479千円
7.5％
（△9.3％）

○民

）内は対前年伸率

その他177,996千円
1.4％（△9.8％）

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：借入金に対する償還元金や利子などにかかる経
費
他：議会費、労働費、商工費、災害復旧費、予備費
の合計額

投資的経費
1,938,069千円
15.3％
（18.8％）

人件費
2,054,982千円
16.3％（△2.6％）

歳出合計
12,650,000
千円

繰出金
2,314,310千円
18.3％
（2.3％）

物件費
1,737,492千円
13.7％（1.1％）

補助費等
1,836,554千円
14.5％（△2.9％）
公債費
1,441,149千円
11.4％（△5.5％）

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

（主な予算区分の説明）

その他
1,327,444千円
10.5％
（△6.0％）
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職員費
1,921,344千円
15.2％（△1.9%）
公債費
1,441,245千円
11.4％（△5.5％）

教育費
1,129,286千円
8.9％（△0.9％）
消防費
444,413千円
3.5％（△7.8％）

歳出・性質別
○人
○物

総務費448,367千円
3.5％（△6.8％）

民生費
2,111,504千円
16.7％（3.7％）

歳出合計
12,650,000
千円

土木費
1,988,561千円
15.7％（2.9％）

衛生費
2,158,896千円
17.1％（1.5％）

農林業費
828,388千円
6.6％（23.6％）

（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
221,543千円
69,147千円
239,414千円
19,754千円
413,596千円
39,826千円
1,311,030千円
2,314,310千円

構成比
9.6％
3.0％
10.3％
0.9％
17.9％
1.7％
56.6％
100.0％

平成2４年度予算の主要事業

平成24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

４．利便性のある調和のとれたまちづくり

・自治基本条例推進事業･･････････････････････････145万円
イベント、町民会議ニュース、自治推進会議設置など
・広報広聴のための経費･･･････････････････････ 1,181万円
広報紙発行、ホームページの更新、行政放送の発信など
・農村集落コミュニティ振興事業･･････････････････170万円
武佐開基100周年記念、俣落小学校閉校
・移住促進事業対策経費･･････････････････････････339万円
移住体験事業（お試し暮らし）の推進など
・行政情報システムIDC方式移行のための経費･･･ 1,152万円
災害などにおけるリスク対策に向けた体制整備
・収納向上啓発推進経費･･････････････････････････271万円
口座振替促進対策、滞納整理機構負担金など

・道路整備事業（改良・舗装）･････････････････６億930万円
市街地及び郊外地路線
・橋梁長寿命化修繕計画策定経費･･････････････････650万円
橋梁の老朽化に対応するための修繕計画を策定
・生活バス路線等再編調査のための経費･････････････ 12万円
アンケート調査、地域交通に関する計画策定を支援
・空港利用促進対策経費･･･････････････････････ 1,988万円
中標津空港線バス運行補助、旅行代金助成ツアーなど
・公営住宅等長寿命化計画策定経費････････････････530万円
維持管理や耐久性の向上などのための計画策定
・公営住宅建設事業･･･････････････････････････ ３億２万円
旭第２団地新築工事（１棟12戸）など
・都市公園整備事業･･･････････････････････ １億2,553万円
町民憩いの広場整備、公園遊具更新、体育館基本設計など

２．健やかでやさしいまちづくり
・子育て支援事業････････････････････････････････886万円
赤ちゃん交流事業、こんにちは赤ちゃん事業など
・子どものための手当･････････････････････ ４億5,192万円
中学校修了までの子どもを対象に支給される手当
・児童館運営管理経費･････････････････････････ 4,687万円
じどうかん祭り、児童館建設に向けた検討など
・高齢者支援事業････････････････････････････････821万円
老人クラブ運営費補助、災害時要援護者台帳整備など
・中標津りんどう園増築事業補助･････････････ ２億462万円
中標津りんどう園の増築事業への支援
・介護業務従事者緊急雇用創出事業･････････････ 1,532万円
介護福祉士などの有資格者の確保・養成
・障がい者グループホーム開設準備補助････････････100万円
男子寮開設に伴う初期設備投資の一部を補助
・地域自殺対策緊急強化事業･･･････････････････････ 66万円
ゲートキーパー研修会、自殺予防対策研修参加など
・各種健康診査及び相談等のための経費･････････ 4,434万円
妊婦健康診査、各種がん検診、肝炎ウイルス検査など
・医療機械器具購入･･･････････････････････ １億6,760万円
磁気共鳴画像診断装置（MRI）導入など

３．力みなぎる産業のまちづくり
・基盤整備事業･･･････････････････････････ １億9,100万円
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、道営草地整備事業、道営農道整備事業など
・家畜ふん尿臭気対策に要する経費････････････････383万円
臭気の抑制方法の実証試験、事例調査など
・森林整備加速化・林業再生事業･･･････････････ 4,276万円
復興木材安定供給対策としての路網整備など
・中標津町紹介ＤＶＤ制作経費････････････････････396万円
産業、自然などを紹介した広報ＤＶＤの制作、発信
・地域雇用創造推進事業支援経費･･･････････････････ 70万円
実施主体〜地域雇用創造協議会
２ヵ年事業費4,897万円

町 の 借 入 金・
基金の残高の推移
表１

年度
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

町の借入金残高の推移
一般会計
157億1,388万円
159億 261万円
158億5,841万円
156億2,115万円
152億3,453万円
148億4,058万円
149億1,679万円
150億8,263万円
150億4,356万円
153億5,659万円

５．安全・安心で快適なまちづくり
・ＡＥＤ設置事業･････････････････････････････････ 56万円
セブンイレブン５店舗、セイコーマート(計根別) １店舗
・防災対策・危機管理対策経費････････････････････947万円
防災備蓄品整備、衛星電話整備など
・消費生活活動のための経費･･････････････････････583万円
消費生活相談業務、相談業務の広域連携など
・中標津町生活排水基本計画策定経費･･････････････300万円
生活排水及びし尿処理のあり方の検討に必要な方針策定
・エゾシカ食肉有効活用促進事業･･･････････････････ 26万円
講演会開催、アンケート調査、視察勉強会など
・地球温暖化防止等対策推進経費･･･････････････････ 11万円
災害時の備えとして、再生可能エネルギー導入の検討
・下水終末処理場汚泥貯留槽築造工事･･･････ １億8,000万円
・浄水場耐震改修工事･････････････････････････ 8,767万円
・中標津町外２町葬斎組合負担金･･･････････････ 2,480万円
白樺斎場管理運営費、白樺斎場建設事業（実施設計）など

６．人が輝き歴史と文化を育むまちづくり
・特別支援教育支援員配置のための経費･････････ 1,579万円
学校介助員の増 小７名⇒８名 中１名⇒２名
・計根別小中学校増改築事業･･･････････････････ 5,315万円
老朽化に伴い小中一体型校舎として増改築(実施設計)
・育英資金貸付金･･･････････････････････････････ 650万円
入学一時金貸付制度導入の検討など
・各種大会等開催のための経費･････････････････････ 97万円
北海道中学校サッカー大会など

７．その他
・町長・副町長 基本給の10％削減
教育長 基本給の５％削減
・介護保険料の改正（月額） 平均4,100円⇒4,700円

町の借入金（表１）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24年度では、道路整備事業、公営住宅建設
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町債発行によ
り、平成24年度末残高は278億1,959万円になる見込みです。
また、町の貯金である基金（表２）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ての取り崩しなどで、平成24年度末残高は35億7,217
万円となる見込みです。なお、平成23年度・24年度は各年度末の見込み額です。
表２ 町の基金残高の推移

特別会計
89億 506万円
87億7,986万円
83億3,220万円
79億2,588万円
76億 565万円
73億8,030万円
70億5,683万円
67億4,629万円
65億9,701万円
66億4,420万円

企業会計
78億4,305万円
72億2,577万円
71億5,757万円
68億2,879万円
65億3,765万円
64億6,932万円
62億3,709万円
61億 654万円
59億1,723万円
58億1,880万円

全会計合計
324億6,199万円
319億 824万円
313億4,818万円
303億7,582万円
293億7,783万円
286億9,020万円
282億1,071万円
279億3,546万円
275億5,780万円
278億1,959万円

年度
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

一般会計
45億2,094万円
42億6,884万円
43億2,679万円
43億3,516万円
43億3,554万円
42億 285万円
41億1,086万円
40億8,974万円
39億2,195万円
35億7,217万円

4

上下水道課からのお知らせ①
水道の使用開始・終了の申し込み等について
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すると、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。
使用開始・終了の申し込みは上下水道課業務係まで。

上下水道課からのお知らせ②
下水道汚泥たい肥「還甦」の配布について
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18日㈬〜27日㈮ 10時から15時まで
配布場所 中標津下水終末処理場
（東35条北６丁目１番地）
問い合わせは、上下水道課下水道係まで。

「手話奉仕員養成講座」の開催について
中標津町では、平成24年度から手話奉仕員養成講
座を開催します。今年度は入門課程（相手の簡単な手
話が理解でき、手話で挨拶、自己紹介程度の会話が可
能なレベル）、来年度は入門課程を修了した方（及び
修了と同等の知識を有する方）を対象に、基礎課程（相
手の手話が理解でき、特定の聴覚障がい者とならば手
話で日常会話できるレベル）の講座を予定しています。
参加を希望される方は、電話にて事前に申し込みく
ださい。
開催期日 毎週火曜日 19時〜20時30分
・平成24年度 入門課程
５月８日〜10月９日（全23回）
・平成25年度 基礎課程
平成25年５月〜11月に開催予定
会
場 中標津町共生型交流センター（東４条南４丁目）
定
員 20名程度（事前に申し込みが必要です）
※定員を超える申し込みがあった場合は先
着順。ただし、２年続けて受講できる方
を優先します。
費
用 テキスト代のみ自己負担
平成24年度1,200円、平成25年度1,470円
申込締切 ４月25日㈬

申し込み・問い合わせは、福祉課福祉支援係まで。

北海道警察官採用試験の受験者募集について
受付期間 ４月２日㈪〜４月18日㈬
試 験 日 ５月13日㈰
募集区分 ・男性・女性Ａ区分 大学（短期大学を除
く。）を卒業または卒業見込みの方
・男性・女性Ｂ区分 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55年４月２日から平
成７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

72‑0110まで。

なかしべつ地産地消推進店の登録店を募集しています
中標津町地産地消推進協議会では、新鮮で安心・安全な町内産の農畜産物など
を消費する機会を増やし、地産地消を推進するため、中標津の食材を積極的に活
用する飲食店等を「なかしべつ地産地消推進のお店」として登録し、地元食材の
ＰＲを行っています。
地産地消の趣旨に賛同し、登録されたお店には登録証とのぼり（ポール付）を
無償貸与します。
登録条件や申請にあたっての問い合わせは、農林課農務係まで。

『ＡＦくらぶ』会員募集のご案内
畜産食品加工研修センターでは、平成24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９日㈪〜13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24年６月〜平成25年３月（毎月またはご希望の月を選んで購入できます）
チーズ
（７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
主な製品内容 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、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
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７８−２２１６まで。

４

みんなで支え合う介護保険

６５歳以上
の
皆さんへ

平成２４年
平成２４
月から
介護保険料が見直されました

合計所得
税年金
合計が
以下です

スタート
はい
いいえ

あなたは生活保護を
受けていますか？

あなたと同じ世帯
に町道民税が課税
されている方がい
ますか？

はい

いいえ

いいえ
あなたは町道民税が課
税されていますか？

第１号被保険者（65歳以上の方）介護保険料の改正ポイント
①介護保険料基準額の見直し
基準年額 ４９，２００円 から ５６，４００円
（基準月額
４，１００円 から ４，７００円）
に改定されました。
②第３段階の細分化
第３段階（世帯全員が町道民税非課税で合計所得金額と課税年金収
入の合計が80万円を超える方）の対象となる方の中で、合計所得金
額と課税年金収入の合計が120万円以下の方を対象とした段階を新設
し、保険料を軽減します。
改 正 前
（平成21〜23年度）

改 正 後
（平成24〜26年度）

世帯全員が町道民
第３段階 税非課税で第２段
階に該当しない方

世帯全員が町道民
税非課税で第２段
階に該当しない場
第３段階 合 で あ っ て「 合 計
所得金額＋課税年
金収入額」が120万
円以下の方
世帯全員が町道民
第３段階 税非課税で第２段
階に該当しない方

はい

③第６段階以上の細分化
より収入状況に応じた負担となるように、６段階以上（本人が町道
民税課税者で、合計所得金額が125万円以上の方）の段階を細分化し
ました。
あなたの合計所
得金額※１は？

介護保険制度の説明会に

「まちづくり出前講座」

をご利用ください

役場の職員が皆さんの指定するところへうか
がい、わかりやすくお話しをする「まちづくり
出前講座」を開催していますので、介護保険制
度・介護保険の利用状況などについて質問等が
ある場合は、ぜひご利用ください。

年金収入額から公的年金控除額を引いた額をいいます｡）
入額には含まれません。

改 正 前
（平成21〜23年度）

改 正 後
（平成24〜26年度）

本人が町道民税課
税者の場合で合計
第６段階
所得が125万円以上
200万円未満の方

本人が町道民税課
税者の場合で合計
第６段階
所得が125万円以上
190万円未満の方

本人が町道民税課
税者の場合で合計
第７段階
所得が200万円以上
400万円未満の方

本人が町道民税課
税者の場合で合計
第７段階
所得が190万円以上
290万円未満の方

本人が町道民税課
第８段階 税者の場合で合計
所得が400万円以上

本人が町道民税課
税者の場合で合計
第８段階
所得が290万円以上
390万円未満の方
本人が町道民税課
第９段階 税者の場合で合計
所得が390万円以上
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問い合わせは、介護保険課介護保険係まで。

平成12年４月にスタートした介護保険制度。皆さんがより利用しやすいように制度の内容や保険料を見直してきました。高齢者
の方や実際に介護が必要と認定された方へのアンケート、町民で組織する高齢者福祉計画策定委員会・介護保険運営協議会、実際に
サービスを提供する各事業者の意見を基に、平成24年度から平成26年度までの期間の「高齢者福祉計画・第５期介護保険事業計画」
を策定しました。65歳以上の方の介護保険料は、この計画により算定され、３年ごとに見直しを行っています。
本町の介護保険の状況は、平成12年度の制度開始以来、在宅サービスの需要の増加に応える形で新規事業所の参入や定員の増等
基盤整備が図られ、施設サービスにおいても特別養護老人ホームの増床が行われるなど、利用しやすい環境が整備されてきています。
新たな介護保険料は、基準額で月額4,700円となり、月額600円の増額となります。
介護保険制度は、皆さんの介護保険料によって支えられている制度ですので、ご理解とご協力をお願いいたします。

あなたの介護保険料は？
（年額）
第１号被保険者（65歳以上の方）の保険料は、
所得に応じた負担となるよう、基準額（第４段階）を基に、９段階に設定しています。
賦課期日（４月１日）の年の「前年の年金収入や給与所得及び世帯の課税状況」などに応じて次のとおりとなります。

（平成２４年度〜平成２６年度までの保険料／年額）
基準額×0.5

第１段階

生活保護を受けている方

第２段階

世帯全員が町道民税非課税で「「合計所得金
額＋課税年金収入額」が80万円以下の方

第３段階

世帯全員が町道民税非課税で第２段階に該当 基準額×0.63
しない場合であって「合計所得金額＋課税年
35,500円
金収入額」が120万円以下の方

第３段階

世帯全員が町道民税非課税で第２段階に該当 基準額×0.75
しない方
42,300円

第４段階

本人町道民税非課税で世帯内に町道民税課税 基準額×0.83
者がいる場合であって「合計所得金額＋課税
46,800円
年金収入額」が80万円以下の方

第４段階

本人町道民税非課税で世帯内に町道民税課税
者がいる場合

（軽減あり）

（軽減なし）

（軽減あり）

（軽減なし）

28,200円

はい

基準額×0.5

28,200円

基準額

56,400円

はい
いいえ
はい
いいえ

あなたの合計所得
金額※1と課税年金
収入額※2の合計が
１２０万円以下で
すか？

本人が町道民税課税者の場合で前年の「合計 基準額×1.15
所得金額」が125万円未満の方
64,800円

１２５万円未満

第６段階

本人が町道民税課税者の場合で前年の「合計 基準額×1.25
所得金額」が125万円以上で190万円未満の
70,500円
方

１２５万円以上
１９０万円未満

第７段階

本人が町道民税課税者の場合で前年の「合計
所得金額」が190万円以上で290万円未満の
方

１９０万円以上
２９０万円未満

第８段階

本人が町道民税課税者の場合で前年の「合計 基準額×1.75
所得金額」が290万円以上で390万円未満の
98,700円
方

第９段階

本人が町道民税課税者の場合で前年の「合計
所得金額」が390万円以上の方

84,600円

基準額×2.0

112,800円

いいえ

あなたの合計所得
金額※1と課税年金
収入額※2の合計が
８０万円以下です
か？

第５段階

基準額×1.5

あなたの合計
金額※1と課税
収入額※2の合
８０万円以
か？

２９０万円以上
３９０万円未満

３９０万円以上

《用語解説》
※１ 合 計 所 得 金 額とは …… 収入金額から必要経費などに相当する金額を控除した額をいいます｡(年金収入のみの方であれば年
※２ 課税年金収入額とは …… 老齢退職年金などの収入額をいいます。障害年金や遺族年金は税法上、非課税扱いとなりこの収入
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● 町立中標津病院の外来診療体制についてのお知らせ ●

・

・

平成24年４月からの外来診療体制について、下記のとおりお知らせします。
受
付
時
間
午
前
午
後
月〜金曜日
８:３０〜１１:００
な
し
内
科
※禁煙外来（毎週木曜日）
受付８:３０〜９:３０（要予約）
水・木曜日
予 約 診 療
循環器科
※初診患者様は紹介状が必要となります
※出張医師による診療のため、診療日についてはあらかじめご確認願います
月〜金曜日
８:３０〜１１:００
１２:００〜１４:３０
小 児 科
※予防接種（月・水曜日）
受付１２:００〜１５:３０
※乳児１ヶ月健診（火曜日） 受付１２:３０〜１３:００
外
科
月〜金曜日
８:３０〜１１:００
な
し
８:３０〜１１:００
１４:００〜１５:３０
産 科（予約診療）
月・水・木:婦人科（一般診療）
月〜金曜日
婦人科（一般診療）
火:産後１ヶ月健診
産婦人科
金:検査日
※妊婦健診は月〜金曜日 午前の予約外来のみ
※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。
１２:００〜１５:３０
月・火・木・金曜日
８:３０〜１１:００
（月・火曜日）
泌尿器科
※月曜日の午後診療は出張医師来院日のみ
※水曜日は休診です
８:３０〜１１:００
１２:００〜１５:００
月・木・金曜日
（月・木・金曜日）
（木曜日）
耳鼻咽喉科
※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）
整形外科
月〜金曜日
８:３０〜１１:００
な
し
８:３０〜１１:００
１２:００〜１５:３０
月・火・木・金曜日
（月・火・木・金曜日）
（月・火曜日）
皮 膚 科
※児童学生外来（月〜火曜日） １５:３０〜１６:３０（要予約）
※水曜日は休診です
眼
科
月〜金曜日
８:３０〜１１:００
な
し
８:３０〜１１:００(月･金曜日)
麻 酔 科
月〜金曜日
な
し
８:３０〜９:３０(火･水･木曜日)
月〜金曜日
予 約 診 療
精 神 科
※初診外来（火・木曜日） １２:００〜１４:００
※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のでご了承
願います。
※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。
診

療

科

診

療

日

■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。

下記のＱＲコードからも
アクセスできます

中標津町のホームページ ･････ http://www.nakashibetsu.jp /

各課ホームページ→町立中標津病院

中標津町携帯サイト ･･････････ http://j.nakashibetsu.jp /
町立病院診療情報

問い合わせは、町立中標津病院

医事課

７２‑８２００まで｡

中標津町自治基本条例制定記念

平成24年度版カレンダーを作成しました
自治基本条例の４月１日施行を記念し、公共施設等で利用するため、町の行事等
を掲載した平成24年度版のカレンダーを作成しました。データは中標津町ホーム
ページの自治基本条例のコーナー (http://www.nakashibetsu.jp/kikakuka/)に掲
載しておりダウンロードすることができます。
詳しくは、企画課協働推進係まで。
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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

〜

被保険者の皆さんにお支払いいただく保険料は、２年ごとに保険料率を見直すこととなっています。
平成24・25年度の新しい保険料率は、次のとおりです。
区

均

等

所

得

分

平成22・23年度

割

４４，１９２円（年額）

割

１０．２８％

（被保険者が等しく負担）
（被保険者の所得に応じて負担）

賦課限度額

平成24・25年度

４７，７０９円（年額）
（３，５１７円増）

１０．６１％

（０．３３ポイント増）

５５万円

５０万円

（１年間の保険料の上限額）

（５万円増）

◆保険料の計算方法（平成24年度）
保険料は、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】
47,709円

＋

所

得

割

【被保険者本人の所得に応じた額】
（平成23年中の所得−33万円)×10.61％

＝

１年間の保険料

（100円未満切り捨て）

平成24年度の保険料額は、７月に「保険料額決定通知書」により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（軽減の内容は、平成23年度までと変更ありま
せん）
。

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）
所得が次の金額以下の世帯

軽減割合

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）
33万円

33万円＋(24万５千円×世帯主以外の被保険者数）
※単身世帯の方は該当しません

平成24年度

前年度比

９割軽減

4,770円

約300円増

８.５割軽減

7,156円

約500円増

５割軽減

23,854円

約1,800円増

２割軽減

38,167円

約2,800円増

33万円＋（35万円×世帯の被保険者数）
※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
問い合わせ先：
住民保険課後期高齢者医療係
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０１１−２９０−５６０１
７３−３１１１

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。 kikibou@nakashibetsu.jp

他駐車場使用料、共益費
４月６日㈮〜13日㈮
都市住宅課窓口（２階）
５月下旬見込
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13日の時点で町税等（保険料・
使用料・負担金等）に滞納のある方
は入居できません。
詳しくは、都市住宅課住宅係まで。
申込期間
受付場所
入居時期
選考方法

ごみ収集のお知らせ
祝日におけるごみ収集は、次のとお
りとなりますのでお知らせします。
・祝日におけるごみ収集の日程について
日

程

ごみ収集

４月30日㈪ 通常どおり

最終処分場
通常どおり

・ゴールデンウィークにおけるごみ収
集の日程について
日

程

ごみ収集

最終処分場

休み

午前中のみ受入可

５月４日㈮

休み

休み

５月５日㈯

休み

午前中のみ受入可

５月３日㈭

詳しくは、生活課環境衛生係まで。

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、悩み事のある方に、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。
相談日について、各月初めから事前
申し込みを受け付けていますが、定員
は先着７名までです。
実施年月日
担当弁護士
平成24年５月15日 高 畑 哲 也
平成24年７月17日 佐々木

誠

平成24年９月18日 簑

島

弘

幸

平成24年11月20日 鍛

冶

孝

亮

平成25年１月15日 佐々木
平成25年３月19日 吉

田

誠
翔

太

場
所 役場
時
間 10時30分〜15時
詳しくは、生活課交通町民相談係まで。

春の全道火災予防運動を実施します
４月20日から30日まで全道春の火災
予防運動を実施します。
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、各家庭へ訪問して「消防署
だより」の配布や各事業所の組織的な
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
ブの協力により大型店舗前で街頭啓発
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
72‑2181
まで。

家庭菜園のお知らせ
家庭菜園の入園者を４月５日(木)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。

年金相談所の開設について
開設日時
５月15日㈫ 12時〜17時
５月16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16日㈪〜５月２日㈬まで
問い合わせは、釧路年金事務所
0154‑61‑6000まで。

消費生活相談は
管内全市町で受け付けています
多様化する消費者トラブル対応のた
め管内で連携した相談体制となりまし
たので、次の窓口で相談できます。
・中標津町消費生活センター
73‑3111（内線222）
・根室市消費生活センター
0153‑24‑9065
・別海町役場町民課
75‑2111（内線1212）
・標津町役場住民生活課
0153‑82‑2131（内線124）
・羅臼町役場環境生活課
0153‑87‑2115
※開設時間は各窓口にお問い合わせく
ださい。

開陽台展望館オープンのお知らせ
「開陽台展望館」は下記のとおりオー

くらしの広場
April

4

プンします。
日 時 ４月29日㈰ ９時
詳しくは、経済振興課観光振興係まで。

平成24年度国税専門官
採用試験について
受験資格
⑴ 昭和57年４月２日〜平成３年４
月１日生まれの方
⑵ 平成３年４月２日以降生まれの方
で次の要件を満たす方
ア 大学を卒業した方及び平成25
年３月までに大学を卒業する見込
みの方
イ 人事院がアの要件を満たす方と
同等の資格があると認める方
受付期間
４月２日(月) 〜４月12日(木)
申込方法
国税庁ホームページからインター
ネットにより申し込みください。
（http://nta.go.jp）
試 験 日
１次試験 ６月10日㈰
２次試験 ７ 月17日 ㈫ 〜24日 ㈫ の
うち指定する日
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
011‑231‑5011または、国税庁
ホームページ（http://nta.go.jp）まで。

４月から役場の組織機構を
一部見直しました
【組織の再編等を行った部署】
○北方領土対策係を企画課へ移管
○納税課を収納係と徴収対策係に再編
○戸籍住民係を保険年金課へ移管し、
課名を住民保険課に変更
○介護保険課に介護認定調査係を新設
○介護保険係に介護保険料係を統合
○健康推進課に母子健康係を新設
○農林課に自然環境係を新設
○事業推進係を管理課へ移管し、課名
を建設管理課に変更
○住宅係を建設課へ移管し、課名を都
市住宅課に変更
【名称を変更した部署】
○行財政改革推進係→行政改革推進係
○交通・町民相談係→交通町民相談係
○年金係→国民年金係
※教育委員会分については、らいふまっ
ぷ４月号３ページをご覧ください。
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

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）
72‑2733まで。

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
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24年８月〜平成25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･母乳」
13時45分〜16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」
19時〜21時
４課「分娩について」
19時〜20時30分
担
当
保健センター
保健師・管理栄養士・歯科衛生士
町立中標津病院
助産師・産婦人科医師
日
時
出産予定月 １課 ２課 ３課 ４課
８〜９月 ５/９ ５/16 ５/25 ６/８
10〜11月 ７/４ ７/11 ７/27 ８/31
24年12月〜
25年１月 ９/12 ９/25 10/５ 10/12
25年2〜3月 11/14 11/21 11/30 12/７
〃 ４〜５月 １/16 １/23 ２/１ ２/８
〃 ６〜７月 ２/27 ３/５ ３/15 ３/22
場
所 中標津町保健センター
持 ち 物 母子健康手帳
※全て予約制です。
※日程は変更になることがあります。
問い合わせは、中標津町保健セン
ター
72‑2733まで。

骨粗鬆症検診のお知らせ(５月分)
５月８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）、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20日㈮
申し込みは、中標津町保健センター
実施期間
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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５月中に送付し
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３年４月２日〜平成４年４月１日
昭和61年４月２日〜昭和62年４月１日
昭和56年４月２日〜昭和57年４月１日
昭和51年４月２日〜昭和52年４月１日
昭和46年４月２日〜昭和47年４月１日
乳がん検診・大腸がん検診
昭和46年４月２日〜昭和47年４月１日
昭和41年４月２日〜昭和42年４月１日
昭和36年４月２日〜昭和37年４月１日
昭和31年４月２日〜昭和32年４月１日
昭和26年４月２日〜昭和27年４月１日
問い合わせは、中標津町保健セン
ター
72‑2733まで。

税

金

町税・国民健康保険税の納付には
口座振替をご利用ください
町道民税(普通徴収)、固定資産税、
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。
申込方法
町内にある金融機関・農協・ ゆう
ちょ銀行(郵便局)・役場納税課窓口に
あります「口座振替(自動払込)依頼書」
に押印、必要事項を記載のうえ、申込
金融機関等へ提出してください。
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
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
ます。
〜振替可能金融機関〜
（北洋銀行・北海道銀行・大地みらい
信用金庫・北海道労働金庫・釧路信用
組合）の本・支店、中標津町農協・計
根別農協、ゆうちょ銀行（郵便局）全店。
振替日について
口座振替日については、税目ごとの
納期日が振替日となります。
なお、今年度より各納期の振替不能
時における再振替は中止となりますの
で、振替日前には残高の確認をお願い
します。

平成24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
【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 運転免許書等本人確認でき
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。
【路線価図の閲覧】
日
時 ４月１日から通年
８時30分〜17時15分
（土・日曜日・祝日を除く）
場
所 税務課
詳しくは、税務課資産税係まで。
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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 ※単身者不可
家賃 12,500円〜24,600円
・東中団地（平屋建）東18条北９丁目
３ＤＫ １戸（浴室有・風呂設備無）
昭和55年建設
家賃 11,900円〜17,300円
・あずまグリーン団地（４階建）
東18条南３丁目
２ＬＤＫ（４階）１戸（給湯設備リース）
平成元年建設
家賃18,400円〜36,200円他共益費
・泉団地（平屋建）西13条北９丁目
３ＤＫ １戸
（浴室有・風呂設備無）
昭和50年建設
家賃 9,200円〜12,800円
・泉団地（３階建）西11条北８丁目
３ＬＤＫ（３階）１戸
平成12年建設 ※単身者不可
家賃 25,400円〜49,900円
他駐車場使用料、共益費
・宮下高台団地(２階建)西３条南５丁目
２Ｋ（１階）１戸
昭和62年建設
家賃 13,200円〜26,000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（１〜３階）４戸
平成16年建設 ※満18歳以上単身可
家賃 51,900円〜102,400円
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鎮魂と希望の鐘

in

開陽台の﹁幸せの鐘﹂をモデルとした﹁鎮魂と
希望の鐘﹂が︑東日本大震災の被災地の一つであ
る岩手県山田町に設置されることになり︑最後の
作業が鐘の制作の中心となった中標津ロータリー
クラブの会員の皆さんが見守る中で行われました︒
完成した﹁鎮魂と希
望の鐘﹂は３月１日に
山田町へと送られ︑３
月 日の追悼式の当日
に 除 幕 式 が 行 わ れ て︑
震災発生時刻の 時
分には︑山田町の人々
が鳴らす鎮魂の鐘にあ
わせて開陽台の鐘も鳴
らされました︒
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子どもステージ

第７回子どもステージ
しるべっとが総合文化会館
大ホールで開催されました︒
子どもたちの日頃の練習
の成果が大勢のお客さんの
前で披露され︑各団体の発
表が終わるたびに︑客席か
ら大きな拍手が送られてい
ました︒

３月
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最後の卒業式

町内の各学校でも卒業式のシー
ズンとなりましたが︑今年度で閉
校となる町立養老牛小学校では最
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︑卒業生一人ひとりに卒業証
書が手渡されました︒
なお︑当日は修了式も行われて
おり︑在校生たちも慣れ親しんだ
学び舎に別れを告げました︒
︵表紙写真も同日撮影︶

No.25

３月

〜今のうちから介護予防を
はじめましょう〜

「地域包括支援センター」では『いきいき運動教室』を行っています。
地域包括支援センターは、高齢者のみなさんが住み慣れた地域で、その人らしい生活を続けられるように、
介護・福祉・保健・医療など、さまざまな面で支援を行うための総合相談機関です。
中標津町は、介護保険課介護支援係が地域包括支援センターとなっており、特に介護予防に力を入れて活動
しています。
今回は通所型介護予防事業『おたっしゃ運動教室』について紹介したいと思います。
厚生労働省で示している「基本チェックリスト」で該当になった方を対象に、
（※介護保険の認定を受けている方は対象になりません）『おたっしゃ運動教室』を
行っています。
おたっしゃ運動教室では、介護が必要な状態にならないよう転倒予防の運動やレ
クリェーションなどを行っています。
詳しくお知りになりたい方は、地域包括支援センターまで問い合わせください。

平成24年

4

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。
２月29日現在住民登録人口
町の人口
男
女
世 帯 数

VOL.592
※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 64人

