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町民の皆様︑明けましておめでとうございます︒
皆様には︑健やかに平成二十四年の新春をお迎えのこととお喜び
申し上げますとともに︑謹んで新年のごあいさつを申し上げます︒
また︑東日本大震災における被災地と復興にかかわるすべての皆
様方に対し︑心からお見舞いと激励を申し上げます︒
昨年の三月︑東北地方を襲った東日本大震災とその後の原子力災
害は︑この平和な日本に大きな試練を与えました︒この国難に対し︑
引き続き国民を挙げて復興支援に取り組み︑乗り越えていかなけれ
ばなりません︒
国政では︑九月に菅内閣から野田内閣に代わりましたが︑国の内
外における諸問題への対応など︑日本の未来に大きく影響する難題
が山積しております︒
国外では︑特にＴＰＰ協定交渉参加国との協議入りに対して憂慮
するところであり︑北海道においては十一月に対策本部を設置し︑
本町においては十二月に庁内連絡体制を敷きその対応にあたってお
ります︒また︑ユーロ圏諸国の債務危機問題やタイの洪水被害によ
る日本企業への影響なども︑地域社会に大きな影響を与えないこと
を願うものであります︒
昨年十二月には︑六回目となる東京での﹁北方領土返還要求中央
アピール行動﹂を行いました︒対ロシア外交では︑領土返還は依然
厳しい情勢ではありますが︑首相から﹁できるだけ早い時期に現地
を訪問したい﹂との発言もあり︑返還運動の一層の強化が図られる
ことを期待するところであります︒
国内においては︑社会経済情勢の急速な変化がおとずれようとし
ております︒年金支給開始年齢の引上げ︑消費税の増税問題︑都市

部の生活保護受給者の急増︑そして大震災復興財源の捻出と︑これ
らは地域社会に計り知れない影響があるものと危惧しておりますが︑
議論は避けて通れない状況にもあります︒
また︑地域主権改革推進第一次一括法・第二次一括法が昨年続け
て制定され︑本年四月から本格施行となります︒およそ二百近くに
及ぶ法律改正により︑地方公共団体の条例の役割が︑質的にも量的
にも大きく拡大することとなり︑
﹁自己決定・自己責任﹂の理念に
基づき︑地域の自主性・自立性を高めていくことが求められており
ます︒
一方町内では︑一昨年の国勢調査の確定数におきまして︑人口が
前回︵平成十七年︶より百九十人増の二万三千九百八十二人となり︑
釧路根室管内唯一の人口増加団体となりました︒次回︵平成二十七
年︶の国勢調査におきましても︑人口増加団体を維持していられる
よう努力が必要であります︒
また︑本町における町民主体の自治の実現を図ることを目的に検
討してまいりました自治基本条例が︑先月議会議決され︑今月公布
をし︑四月一日施行となりました︒多くの町民の方々のご意見ご尽
力をいただきましたことに厚くお礼申し上げます︒今後は将来にわ
たり本条例を町民の皆様とともに育んで︑安心して心豊かに暮らせ
る地域社会を築いていかなければならないと存じます︒
さて︑本年は私にとって一期四年の締めくくりの年となります︒
町民皆様のご理解とご協力により︑多くの政策の実現に取り組んで
まいりましたが︑その評価の年でもあります︒今後のまちづくりの
方向を示しつつ︑第六期総合発展計画の実現に向け︑現在平成二十
四年度の予算編成に懸命に取り組んでいるところでありますが︑改
選時期が九月であることから︑町の経済を停滞をさせることのない
よう︑通年予算を編成する考えであることにご理解を賜りたいと存
じます︒
総合体育館の建て替え計画や計根別小︑中学校の建て替え計画な
ど︑大きな事案が動き出しておりますが︑今一度足元を見詰めなお
し︑課題を一つ一つ解決し︑﹁あつまるまち つながるまち ひろ
がるまち﹂を常にイメージし︑だれもが住みたくなる︑訪れたくな
る
﹃空とみどりの交流拠点・中標津﹄
を目指しがんばってまいります︒
本年も町民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願いするとと
もに︑皆様のご健勝とご多幸をご祈念申し上げ︑新年のごあいさつ
といたします︒
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中標津町議会議長
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よって︑景気の回復は見られず︑デフレ傾向さえ見受けられる極め

て厳しい状況にあります︒政治の安定なくして︑経済発展は望めず︑

今年も厳しい年になるものと思われます︒

北海道では一次産業や公共事業に依存している部分が大きく︑景

気の回復傾向は見られず︑地方税収の大幅減額が想定され︑道財政

の厳しい状況は一向に変わっていません︒

厳しい状況にありますが︑町の人口は僅かではありますが伸び続け

それでも中標津町は恵まれています︒建設︑小売業などを中心に
町民の皆様︑明けましておめでとうございます︒

ています︒これからも︑道路整備や上下水道整備︑りんどう園の増

火葬場の改築や計根別小中学校や総合体育館の基本設計なども始ま

床支援や公営住宅の着工及び設計は確実に進んでいきますし︑今後︑

輝かしい平成二十四年の新春を︑町民の皆様と共に迎えられます
ことを︑心よりお慶び申し上げます︒
また︑町民の皆様には日頃から町政に対する暖かいご理解とご協

昨年を振り返って︑最も大きな出来事は何と言っても︑三月十一

対話の機会を求め︑地域に出向き︑第四回目の議会報告会を開催い

議会においては︑今年も議会改革の一環として︑町民の皆様との

ります︒

日の東日本大震災であろうと思います︒まさに想定外の大津波が多

たします︒さらに︑各種団体との話し合いの要望があれば︑どこに

力を賜り︑厚くお礼申し上げます︒

くの地域を襲い︑山間の町では大半の家屋が流出し︑多くの尊い人

でも出向きます︒また︑町民の皆様には議会傍聴においで頂き︑ご

私たち議会議員は町民の代表としての認識に立ち︑常に研鑽を重

命が失われました︒さらに原子力発電が始まって以来︑最大の事故

いつ︑自分の家に帰れるのか︑全く予測が付かない厳しい状況にあ

ね︑民主的な議論による政策決定をしていかなくてはなりません︒

意見などを頂きたいと思っています︒

ります︒人災︑天災︑いずれにしても︑一日も早い復興を祈らずに

その為にも︑議会改革に努め︑町民の皆様方の意思が町政に反映で

が起き︑福島県においては多くの住民が避難生活を余儀なくされ︑

はいられません︒

ＲＩＣＳなどの新興国においても︑他地域より経済発展は続いてい

民皆様方の今後ますますのご健勝とご多幸を祈念し︑年頭のご挨拶

本年も変わらぬご支援︑ご協力をお願い申し上げるとともに︑町

きるよう努力していきます︒

ますが︑欧州発の信用不安によって︑通貨や株の下落が見られるよ

といたします︒

さて︑世界経済に目を向けますと︑世界の景気を牽引してきたＢ

うになり︑世界経済の同時不況も視野に入るようになってきました︒
日本経済は過剰な円高と東日本大震災やタイでの水害の影響に
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おめで
明けまして

根室税務署からのお知らせ
◆確定申告が始まります

受付期間は２月16日㈭〜３月15日㈭まで

平成23年分の所得税の確定申告の受付が２月16日㈭から始まります。（還付申告は、２月15日以前でも提出でき

ます。
）
所得税の確定申告の受付は３月15日㈭まで、消費税及び地方消費税の確定申告の受付は４月２日㈪までです。
確定申告書は、
「前年の申告書控え」
や
「確定申告の手引き」などを参考にご自分で作成し、お早めに提出してください。
なお、確定申告書は、国税庁ホームページ【http://www.nta.go.jp】の「確定申告書等作成コーナー」で簡単に
作成することができます。

署外受付・相談会場のお知らせ
◆還付申告等受付会場及び日程について

根室税務署のほか、次のとおり還付申告等の受付会場を開設します。

※「お知らせハガキ」が届いている方は、そのハガキも持参してください。

申

告

対

象

者

役場会場での申告・相談受付期間

●個人事業者（農業、商店、飲食業など）

税務署署外受付・相談会場

２月１日㈬〜２月３日㈮

●譲渡所得、不動産所得、株の配当のある方

受付時間…１・２日／９時〜12時

●外交員、集金人など

13時〜16時

上記の申告相談や作成等は市町村ではでき

３日／９時〜12時

ませんのでこの機会をご利用ください。
※署外受付・相談期間以外は、税務署にて申告
するかお近くの税理士にご相談ください。

会

場…中標津町役場

１階

101号会議室

●年金、給与所得のある方

問い合わせ先

税務課住民税係または根室税務署（

0153‑23‑3261）

● 便利なe−Taxをぜひご利用ください

e−Taxとは、インターネットを利用して申告や納税、各種申請・届出などができる便利なサービスです。
①国税庁ホームページから電子申告
④還付金がスピーディー

②最高4,000円の税額控除

③添付書類を提出省略

⑤24時間いつでも利用可能

※②「最高4,000円の税額控除」は、平成19年分から平成22年分で同控除を適用された方は、控除できません。
なお、平成24年分は、最高3,000円となります。

● 年末調整等関係書類の提出は忘れずに

平成23年分の給与所得の源泉徴収票や給与支払報告書等の関係書類の提出期限は１月31日㈫です。
なお、給与支払報告書及び同総括表の提出先については「お住まいの市役所・町役場」となり、法定調書及びその

合計表の提出先は「税務署」になります。
詳しくは、国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jpをご覧いただくか根室税務署

0153‑23‑3261までお問

い合わせください。
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国民年金保険料は、退職（失業）等による特例免除があります
国民年金には、経済的な理由等で国民年金保険料を納めることが困難な場
合、本人・配偶者・世帯主の前年の所得が一定額以下の方が申請することで、
保険料の納付が免除される「保険料免除制度」があります。
ただし、失業※１、倒産※１、事業の廃止※１、天災などが原因で所得が
無くなったことにより国民年金の保険料が納付できない方は、その事実が確
認できる公的機関の証明書等※２の写しを添付していただくと、その方の前
年所得は審査対象外となります。
※１

免除を申請する日の属する年度または、その前年度に失業（離職）
された方が対象です。

※２ 「雇用保険受給資格者証」
「雇用保険被保険者離職票」「離職者支援
資金の貸付決定通知」など。
申請者（本人）の前年所得

配偶者の前年所得

世帯主の前年所得

一般の免除申請

審査対象

審査対象

審査対象

申請者
（本人）
が失業したことによる特例申請

審査対象外

審査対象

審査対象

※配偶者または世帯主が失業した場合にもそれぞれ所得審査対象外となります。
保険料免除制度の申請は、保険年金課年金係または年金事務所

0154‑22‑5810 で行ってください。

なお、申請の際には公的機関の証明書のほかに①年金手帳または基礎年金番号のわかるもの②印鑑（本人が署名す
る場合は不要です）③他の市（区）町村から転入された方は、前年の所得を証明するもの（所得証明書等）をお持ち
ください。

詳しくは、保健年金課 年金係（内線234）まで。

戦後強制抑留者の皆さまへ
シベリア戦後強制抑留者に対する特別給付金を支給しています。
・対象者は、旧ソ連邦又はモンゴル国の地域における戦後強制抑留者で、平成22年６月16日に日本国籍を有するご
存命の方です。（特別措置法施行日（平成22年６月16日）以降に亡くなられた方の相続人は請求できますが、施行
日前に亡くなられた方のご遺族等は、対象となっておりません）
・請求受付期間は、平成24年３月31日までです。まだ請求されていない方はお急ぎください。請求期間内に特別給
付金の支給の請求をしなかった場合には、支給されません。
・請求書をお持ちでない方は、当基金から請求書類を郵送しますので、ご連絡ください。
※既に特別給付金を支給された方は、再度の請求はできません。

（連絡・問い合わせ先）独立行政法人平和祈念事業特別基金 事業部特別給付金認定担当
０５７０−０５９−２０４（ナビダイヤル）
（IP電話、PHSからは ０３−５８６０−２７４８）
受付時間 ９時〜18時（土日・祝日はご利用いただけません）

中標津の森の住人エゾクロテン
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農業高校校内実績発表大会
総合文化会館しるべっとホールで中標津農業高校実績発表大会が行われました。
地域の産業である酪農や野菜・花卉（かき）の栽培、地産地消を観点とした食品開発や販売活動など、
８つの専門研究班
（酪農・園芸・農業機械・農産加工・肉加工・乳加工・マネージメント・農業科学基礎）
がプロジェクト学習の成果を発表しました。また、合わせて海外酪農研修、北方四島視察研修、セイヨウ
オオマルハナバチ駆除活動の報告も行われました。

地震防災セミナーinなかしべつ
地震に備え、安心に暮らしていくためのヒントや住宅の耐震化の必要性について、講演会や討論会を通
じて考える地震防災セミナーが総合文化会館コミュニティホールで行われました。参加された皆さんは地
震に備えた心構えや巨大地震に対する備えについて、熱心に聞き入っていました。

親子もちつき大会

毎年、この時期に町内の各児童館では「親子もちつき大会」が行
われており、この日西児童館では、清泉町内会との合同もちつき大
会が開催され、多くの人が集まりもちつきを楽しみました。つきた
てのお餅は、あんこ餅、きな粉餅、お雑煮などに調理され、参加し
た皆さんはおいしそうに食べていました。（表紙写真も同日撮影）

中標津町交通安全指導員を募集します！

交通安全指導員として活動していただける方を募集します。
交通安全指導員は、子どもたちの登校時の安全な通行の誘導や、イベント開催時の交通整理、
交通安全教室、交通安全運動街頭啓発などを行っています。
応募資格
募集人員
任
期
応募方法

・町内に居住する成人（75歳未満）で、普通運転免許を所持している健康な方。
・日中の時間帯の出動に対応可能な方。
若干名
一期２年間（平成24年４月１日から平成26年３月31日まで）※再任あり
履歴書を記入のうえ、１月31日㈫まで提出してください。

申し込み・問い合わせは、生活課 交通・町民相談係まで。
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12月

17

としょかんクリスマス会
総合文化会館コミュニティホールで、中標津町文化スポーツ振興財団主催のとしょかんクリスマス会
が行われ、子どもたちと保護者など大勢の人たちが参加されました。会場を彩るクリスマスの飾りつけ
をみんなで作成し、クリスマスにちなんだ歌やおはなし、ダンスなども行われ、盛りだくさんの内容に
子どもたちも大喜びでした。

日

少年の主張中標津町大会

12月

19

少年の主張中標津町大会が中標津中学校体育館で開催されました。大会には町内の中学校から９人が
出場し、生徒たちは５分の限られた時間内に自分たちの体験や思いをまとめ、ステージで発表しました。
優秀賞には、広陵中学校２年生の神尾 綾音さんの「感謝の気持ちを伝える」、広陵中学校３年生の
城浦 美優さんの「生きること」、計根別中学校３年生の吉國 唯さんの「私」が選ばれました。
本大会の結果を参考に、来年度の根室地区大会に２名を推薦する予定となっています。

日

神尾

綾音さん

城浦

美優さん

吉國

唯さん

中標津警察署からのお知らせ 緊急通報は110番、相談電話は「＃9110」に

110番は、事件・事故などが発生した場合に警察へ緊急通報をするための電話です。110番に出た警察官が、事件・事故
の内容に基づいて必要な事項を質問するので、慌てず落ち着いて正しく答えてください。
携帯電話で110番する場合、移動していると通話が途切れることがありますし、車を運転しながらの通報では法令違反と
なります。必ず、安全な場所に停止して通報してください。
また、警察官が速やかに現場に到着できるよう、その場所の住所や付近の目標物となる建物などを正しく伝えてください。
急を要しない相談や照会などは、警察相談電話「＃9110」または最寄りの警察署、交番・駐在所へ問い合わせてください。
110番の正しい利用をお願いします。

詳しくは、中標津警察署
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７２−０１１０まで。

みんなで支え合う介護保険
65歳以上の皆さんへ

第５期

（平成24〜26年）

介護保険事業計画策定中

介護保険料を
見直しています

65歳以上の方の介護保険料は３年ごとに介護サービスの利用状況の変化や介護報酬の改定をふまえて見直しを
行っています。
厚生労働省の試算によりますと第５期（平成24〜26年）の介護保険料の全国平均基準月額は5,200円程度（基準
年額62,400円）となり、第４期（平成21〜23年）の基準月額4,160円に比べ介護保険料は上がる状況にあります。
中標津町におきましても介護保険料が増額となる要因があり、全国平均並みに上昇することが予想されます。
特別養護老人ホームりんどう園の増床につきましては、入所待機者が多い中、ようやく北海道の了承を得て、実
現したもので、
入所待機者の解消や高齢者の増加に備えた介護サービスの充実、確保を図ることを目的としています。
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、ご理解願います。
※中標津町の第４期（平成21〜23年）の基準月額は4,100円となっています。

■介護に必要な給付費の見込み

■人口推計
平成24年
65歳〜74歳

2,483人

2,617人

2,702人

75歳以上

2,318人

2,408人

2,492人

65歳以上合計

4,801人

5,025人

5,194人

総人口
高齢化率
65歳以上の
占める割合

第４期
第５期
（H21〜23） （H24〜26）

平成25年 平成26年

差

居宅サービス 15億5,700万円 17億3,200万円 1億7,500万円
施設サービス 17億5,100万円 21億2,000万円 3億6,900万円
合

計

33億 800万円 38億5,200万円 5億4,400万円

24,190人 24,183人 24,139人
19.85％

20.78％

21.52％

■負担構造
町
道

12.5％

１号被保険者
21％(65歳以上）

12.5％

■要介護認定者数の見込み
平成24年
要介護認定者数

701人

平成25年 平成26年
730人

759人

国

25％

２号被保険者
29％(40〜64歳以下）

◆ 保険料上昇の要因 ◆
１．
特別養護老人ホームの増床 ： ５４床 → ９０床（３６床の増）
２．
65歳以上被保険者の負担率改正 ： ２０％ → ２１％
３．
後期高齢者数の増加によるサービス受給者の自然増
問い合わせは、介護保険課 介護保険係まで。
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64列マルチスライスＣＴの導入

日本人の死因上位である心臓疾患の早
期発見と診断に強力な助っ人が登場しま
した︒ 列マルチスライスＣＴです︒
約 年前に初めて開発されたＣＴはＸ
線管球から発生させたＸ線が患者さんを
透過して１列の検出器で受けたデータを︑
コンピューター処理することにより人体
の断層画像を得る装置です︒その後︑寝
台を中心にＸ線管球と検出器を連続回転
さ せ な が ら︑ 寝 台 を 前 後 方 向 に 連 続 移
動させることで人体の立体的なデータが
得られるようになりました︒近年では扇
状にＸ線を照射できるＸ線管球がつくら
れ検出器の搭載台数を２列︑４列︑８列︑
列︑ 列と増やす多列化が進み︑つい
に 列の検出器を搭載するに至ったのが
列マルチスライスＣＴです︒
この度当院に導入された 列マルチス
ライスＣＴは解像度の高い画像を広範囲
かつ高速に撮影できるようになったため︑
㎝の患者さんの救急全身検査をわずか
秒で撮影できます︒従来のＣＴでは難
しかった心臓のように動いている臓器で
も鮮明な断層画像が撮れるようになりま
した︒狭心症の原因となる冠動脈の狭窄
の発見には今まで釧路の病院などで心臓
カ テ ー テ ル 検 査 が 行 わ れ て き ま し た が︑
検査に伴う合併症の危険性がほとんどな
く検査時間も数分で終了し︑外来で検査
を終えてそのまま帰宅可能なマルチスラ
イスＣＴに置き換わりつつあります︒大
動脈や腹部︑頭頸部︑下肢など全身の血
管に対しても血管造影検査と同等の情報
を得る事ができるようになりました︒高
画質な３次元画像も作成可能で頚椎や腰
椎︑膝関節︑肩関節などの整形外科領域
の診断や治療にも役立ち︑立体的な構造
を把握するのに有用で広く活用されてい

ます︒さらには腹部のＣＴ画像から大腸の
仮想内視鏡画像やパノラマ画像を作成する
ソフトウェアや内臓脂肪と皮下脂肪の面積
を算出する体脂肪解析ソフトなども標準装
備されています︒
高画質を保ちながらＸ線の被爆を低減さ
せる機能も開発され︑必要最小限の被曝線
量で優れた画像が撮影できるようになりま
した︒又︑装置本体の開口径が ㎜と大き
いので圧迫感が減り閉所恐怖症の方や体格
の大きな方への配慮もなされています︒手
話表示や カ国語対応オートボイス機能も
あり耳の不自由な方や外国人の方へ検査の
一連の流れと注意事
項を伝える事ができ
るようになりました︒
このように有用性
が高い 列ＣＴを導
入しましたので︑今
回町民の皆さんにお
知らせさせていただ
きます︒
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なかしべつ冬まつり
第37回

16

10

64

問い合わせは、なかしべつ祭り実行委員会事務局（ 経済振興課 ）まで

64

40

64

64

32

関矢 孝弘
町立中標津病院 放射線室 診療放射線技師

64

と き：

２月４日㈯〜５日㈰

ところ：しるべっと広場

【主なイベント】

花火大会、雪上ジャンボサッカー、

滑り台タイムトライアルなど

※詳しくは後日、新聞折り込みチラシ等
でお知らせします。

【なかしべつ祭り実行委員会からのお知らせ】
夏祭り・冬まつりへの模擬店出店については、会場スペースの関係上、出店規則で前年度実績者を優先する
ことと定めており、新規につきましては出店枠に空きが出た場合のみ受け付けすることになっています。
以上のことから、今回の冬まつりにおきましては、出店枠に空きが出なかったため残念ながら新規の出店を
受け付けることができませんので、出店を希望していた方には大変恐縮ですがご理解いただけますよう、よろ
しくお願いします。
（次回の夏祭りについては改めてお知らせします。）
なお、出店するには一定の要件がありますので、詳しくは事務局までお問い合わせください。

くらしの広場

1

January
・年中児（４歳児） 定員 35名
平成19年４月２日〜
平成20年４月１日生まれ
・年長児（５歳児） 定員 35名
平成18年４月２日〜
平成19年４月１日生まれ
募集期間
１月17日㈫〜１月31日㈫
願書提出先
町立計根別幼稚園
願書、募集要項などは計根別幼稚園
にあります。
詳 し く は、 計 根 別 幼 稚 園
78‑
2336または、教育委員会企画総務課
学務係まで。

競争入札参加資格審査申請の
中間受付について
町が発注する建設工事、測量、工事
に係る調査・設計等、物品の購入・役
務の提供等の契約に係る競争入札に参
加するためには、あらかじめ町が定め
る期間内に申請を行い競争入札への参
加資格を取得する必要があります。
町では平成24年度の競争入札参加
資格審査申請の受付を次のとおり行い
ます。なお、今回は中間受付となりま
すので、新規に資格を希望される方、
現在資格を有している方（平成23・24
年度の有資格者）で新たな業種を追加
したい方は、今回申請を行う必要があ
ります。
申請書式は、建設工事、測量、工事
に係る調査・設計等は社団法人北海道
土木協会発行の「北海道統一様式（市
町村用）
」
、物品の購入・役務の提供等
は「中標津町独自様式」
を使用してくだ
さい。なお、町独自様式は町のホーム
ページからダウンロードするか財政課
窓口で直接お受け取りください。
申請期間
２月１日㈬〜15日㈬
申請方法
郵送又は持参（極力、郵送により提
出するようお願いします。
）
・郵送について（申請期間内必着）
宛先 〒０８６−１１９７
中標津町丸山２丁目２２番地
中標津町総務部財政課契約用度係
・持参について
土曜日、日曜日及び祝日を除く
９時から16時まで
（12時から13時までを除く）
提出場所 中標津町総務部財政課
契約用度係

※持参当日は受領のみで、受付審査は
行いません。
そ の 他
・郵送、持参の各方法にかかわらず、
必ず返信用封筒（Ａ４判横三つ折用
に80円切手を貼り、宛先を明記し
たもの）を申請書と一緒に提出して
ください。
・複数の申請区分に申請する場合は、
各申請区分を１冊のファイルにまと
めて区分ごとにインデックス等で整
理してください。なお、共通書類は
各１部を添付してください。
・資格を取得することにより自動的又
は直ちに発注があるということでは
ありませんので、留意してください。
詳しくは、財政課契約用度係まで。

年金事務相談所開設及び
予約申込のお知らせ
開設日時
２月７日㈫ 12時〜17時
２月８日㈬ ９時〜15時
開設場所
中標津町役場会議室
予約受付期間
１月17日㈫〜27日㈮まで
問い合わせは、釧路年金事務所
0154‑61‑6000まで。

経済センサス−活動調査
コールセンターについて
総務省と経済産業省では、平成24
年経済センサス−活動調査の実施に際
し、通話無料のコールセンターを設置
し、調査対象事業所のみなさんの調査
票記入時における利便性の確保を図っ
ていますので、調査の内容や調査票の
記入のしかた等不明な点がありました
らご利用ください（土日祝日も開設し
ています）。
設置期限
３月31日㈯ ９時〜21時まで。
0120‑44‑1034（IP電話などフ
リーダイヤルに接続できない場合は、
03‑6830‑1034（有料））
詳しくは、総務課情報化推進・広報
調査係まで。

ごみ収集のお知らせ
祝日におけるごみ収集等は、次のと
おりとなりますのでお知らせします。
１月９日㈪

・ごみ収集、一般廃棄物最終処分場と
もに通常どおり
詳しくは、生活課環境衛生係まで。

平成24年度入校生の追加募集
国立北海道障害者職業能力開発校で
は、求職中の障がい者の入校生（訓練
期間は１年又は２年間）を追加募集し
ています。
応募方法など詳しくは、下記または
最寄りの公共職業安定所まで。
国立北海道障害者職業能力開発校
砂川市焼山60番地
0125‑52‑2774

休日公証相談の実施について
釧路公証人役場では、休日公証相談
を次のとおり実施します。
日
時 １月22日㈰ 10時〜16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、1
月20日㈮までに電話予約
をお願いします。
申し込み・問い合わせは、釧路公証
人役場
0154‑25‑1365まで。

情報公開制度、個人情報保護制度の
公表について
平成22年度における当町の情報公
開制度の実施状況及び個人情報保護制
度の運用状況について、次のとおり公
表します。
●情報公開制度の実施状況
開示請求 ４件
請

求

内

容

件数 開示区分

放送用送信設備設置工
１ 開
事発注に係る積算内訳書

示

建築計画概要書

２ 開

示

平成22年度中標津町
１ 開
指定ごみ袋入札結果

示

●個人情報保護制度の運用状況
開示請求 なし
詳しくは、総務課情報化推進・広報
調査係まで。
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Information
健

康

保健センターからのお知らせ

乳がん検診のお知らせ(２月分)
２月20日㈪ 午後から
40歳以上の女性
（検診の間隔は２年に１回）
内
容 問診、視診・触診、マンモ
グラフィ撮影（別日程）
料
金 2,900円
（70歳以上は1,400円）
定
員 30名
場
所 町立中標津病院
申込締切 １月17日㈫
申し込みは、中標津町保健センター
72‑2733まで。
実施期間
対
象

骨粗鬆症検診のお知らせ(２月分)
２月１日〜29日の期間の
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 １月20日㈮
申し込みは、中標津町保健センター
72‑2733まで。
実施期間

税

金

１月は国民健康保険税（第７期）
の納期です
今月納期分の指定口座からの振替日
は１月31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。
安全で住みよい町づくりのためには、
皆さんの税金などが必要です。有効に
活用するためにも納期内納付にご協力
をお願いします。
〜 納税は口座振替で！ 〜
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税に
は、簡単便利な口座振替（自動振込）
をご利用ください。詳しくは納税課納
税係まで。
町道民税・固定資産税・軽自動車税・
の全ての納期限が過ぎています。
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自然を愛し美しいまちにしましょう（町民憲章より）

納期内に納められた納税者との公平
を保つため期限を過ぎた税に対し、本
税のほかに年14.6％の延滞金が加算
されます。また、町では文書や電話に
よる督促を行っていますが、納付や相
談に応じていただけない方に対し、職
場調査・預金調査の後、差押等の滞納
処分を順次行うことになりますので、
もう一度お手元の納付書等をお確かめ
のうえ、納付されていない方は早急に
納めてください。
○コンビニで納める場合の注意事項
納付書は期別ごとに一枚一枚となっ
ていますので、納付書中段に書かれて
いる期別・納期限をよく確認のうえ納
付願います。
（※間違った期別で納付すると督促状
が送付される場合があります。）
＜休日・夜間相談窓口＞
夜間相談日
１月16日㈪

18時〜20時

２月 ２ 日㈭

18時〜20時

休日相談日
１月29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。

償却資産（固定資産税）の申告は
１月31日までに
平成24年１月１日現在で償却資産
を所有している会社や個人の方は、資
産の名称や取得価額等を１月31日ま
でに申告してください。
※償却資産とは、土地家屋と同じく固
定資産税の対象となる事業用資産で
会社や個人が事業のために所有する
機械・器具・備品等をいいます。
（自動車や軽自動車等は除きます）
詳しくは、税務課資産税係まで。

法人道民税・事業税の申告は
便利な電子申告で！
eLTAX（エルタックス＝地方税の
電子申告）には、次のようなメリット
がありますのでご利用ください。
◆インターネットで自宅やオフィスか
ら申告ができます。
◆複数の地方公共団体に対する申告を
まとめてできます。
◆利用者用ソフトで自動入力・自動計
算など申告書作成をサポートします。

◆eLTAXに対応した市販の会計ソフ
トからの送信も可能です。
電子申告手続きの詳しい情報につい
ては次をご覧ください。
・eLTAXホームページ
http://www.eltax.jp/
詳しくは、根室振興局税務課課税係
0153‑24‑5479まで。

一

般

町営住宅入居者募集
募集団地
・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
※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
申込期間 １月10日㈫〜23日㈪
受付場所 管理課住宅係
入居時期 平成24年２月中旬見込
※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、管理課住宅係まで。

学齢児童生徒就学通知書
（入学通知書）の送付のお知らせ
今年４月に小・中学校へ新入学する
児童生徒の保護者に就学通知書を送付
いたします。
小 学 校 平成17年４月２日〜平成
18年４月１日生まれのお
子さんを持つ保護者
中 学 校 平成11年４月２日〜平成
12年４月１日生まれのお
子さんを持つ保護者
発送予定日 １月13日
なお、住所変更などにより通知書が
届かなかった場合や特別な事情により
指定校の変更を求める場合は、教育委
員会企画総務課学務係まで。

町立計根別幼稚園の
新入園児募集
平成24年度の町立計根別幼稚園の
新入園児を募集します。
募集定員
・年少児（３歳児） 定員 25名
平成20年４月２日〜
平成21年４月１日生まれ

後期高齢者医療制度のお知らせ
高額介護合算療養費について
医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。
同じ世帯の被保険者が、
「病院にかかったとき」と「介護サービスを利用したとき」の１年分の自己負担額の合計
が基準額を超えたときは、申請により、その超えた額を高額介護合算療養費として支給します。
【１年分の自己負担額の計算期間：８月１日〜翌年７月31日】
対象となる方には「お知らせ」を送ります
（平成24年１月末送付予定）

忘れずに申請をしてください

医療費通知の送付を希望される方へ
医療費通知は半年に１回、発行を希望された方のみに送付しています。
次回の発行は、３月（平成23年７〜12月の医療費を対象）に行います。
新たに発行を希望する方は、保険年金課後期高齢者医療係まで連絡ください。
◆すでに「発行希望」の連絡をいただいている方は、継続して発行しますので、再度の連絡は必要ありません。
◆この通知を確定申告などの「医療費控除」の領収書の代わりとすることはできません。
北海道後期高齢者医療広域連合
問い合わせ先：
保険年金課後期高齢者医療係

０１１−２９０−５６０１
７３−３１１１

「子ども手当」の申請をお忘れなく

＜対象・中学校３年生まで＞

平成24年３月30日までに申請しなければ、申請猶予期間を過ぎるため、
平成23年10月〜平成24年３月分は受給できなくなります。
申請が必要な世帯
・平成23年10月１日現在、中学３年生までの子どもがいる世帯（公務員は事業所から支給されます）
・平成23年10月１日現在、里子を養育している世帯
申請方法
・11月中旬に申請の案内が届き、まだ申請が済んでいない世帯は、送付された子ども手当「認定請求書」を
役場子育て支援室に提出してください。
・該当していても案内が届いていない等がありましたら、問い合わせください。
提出期限
・平成24年３月30日㈮
（平成23年12月30日を過ぎて提出された世帯には、３月以降に10月〜１月分を支給します。）
注意事項
・転入・転出した方、お子さんが生まれた方は速やかに申請してください。
・申請者（父親等）と子どもが別居している場合は、申請者の住民票がある市町村での申請が必要です。

平成24年

1

問い合わせ先

子育て支援室 子育て給付係
11月30日現在住民登録人口
町の人口
男
女
世 帯 数

VOL.589
※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。

24,193（＋19）
11,826（＋11）
12,367（＋ 8）
10,747（＋20）
（

誕生 20人

死亡 19人

転入 74人

）内は前月比

転出 56人

