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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
0153‑73‑3111
0153‑73‑5333

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/

広報中標津の第１号は、昭和35年11月にそれまでの「公民館ニュース」
を「広報なかしべつ」に改題し発行されたものです。それから50年、Ｂ４
版のザラ紙印刷から始まったものは、Ｂ５版８ページ、Ａ４版12ページと
形を変えてきました。発行当時、14,782人だった人口も、現在は24,000人
を超え、町の発展とともに急速に増加しました。
過去の広報から、中標津の「足跡」を振り返ります。

「広報中標津」発行からの町の歩み
広報中標津の前身である﹁公民館ニュー
ス﹂は昭和 年にＢ４版で発行され︑町の
話題や公民館情報などを掲載していました︒
発 行 か ら ２ 年 後︑
﹁広報なかしべつ﹂に改
題して発行したのが︑現在の広報紙です︒

1946年（昭和21年） 中標津村誕生（標津村から分村）
1950年（昭和25年） 町制施行
1960年（昭和35年） 広報創刊
中標津小学校校舎完成
1961年（昭和36年） 中標津警察署開設
1962年（昭和37年） 開陽台展望台完成
1965年（昭和40年） 中標津空港開港
1968年（昭和43年） 中標津体育館落成
1969年（昭和44年） 東小学校開校
1970年（昭和45年） 広報100号
中標津町自動車学校開校
1975年（昭和50年） 町営野球場オープン
1976年（昭和51年） 第１回冬まつり開催
清掃センター火入れ式 ごみ有料化
1977年（昭和52年） 人口２万人突破
1978年（昭和53年） 広陵中学校開校
1979年（昭和54年） 広報200号
1980年（昭和55年） ＹＳ11型機就航
現役場庁舎完成
1982年（昭和57年） 丸山小学校開校
1985年（昭和60年） 下水道供用開始
1987年（昭和62年） 広報300号
1989年（平成 元 年） ＪＲ標津線廃止
1990年（平成 ２ 年） 中標津空港東京直行便就航
中標津高校甲子園初出場
1994年（平成 ６ 年） 北海道東方沖地震発生
1995年（平成 ７ 年） 中標津町総合文化会館落成
1996年（平成 ８ 年） 中標津高等養護学校開校
広報400号
1997年（平成 ９ 年） 中標津空港2,000ｍに延長
1999年（平成11年） 新町立病院オープン
2000年（平成12年） 道立ゆめの森公園一部オープン
2003年（平成15年） 中標津町総合福祉センターオープン
中標津町運動公園オープン
2004年（平成16年） 広報500号
人口24,000人、世帯数10,000世帯突破
2005年（平成17年） 市外局番が01537から0153に
2008年（平成20年） 中標津空港ターミナル リニューアルオープン
2010年（平成22年） タワラマップ川親水広場オープン
2011年（平成23年） 中標津町自治基本条例可決
2012年（平成24年） 広報600号

第１号の発行から 年後︑昭和 年に
号を発行しました︒人口が約２千 人︑牛
の飼育頭数は約１万頭増加し︑大通りや中
央通りが舗装化され︑市街地のインフラ整
備が進みました︒
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45

第
号を発行した昭和
54

詳しくは、総務課 情報化推進・広報調査係まで。
2

年は︑人口も２

年には︑現在の役場庁舎が完成

55

万人を超え︑町有バスの運行も始まりまし

た︒昭和

号の表紙を飾った︑大相

し︑以後丸山小学校︑自動車学校︑消防庁

年の第

16

舎︑給食センターなどが落成しました︒

平成

人が来町しました︒中標津小学

撲中標津場所︒当時の横綱朝青龍関をはじ

め︑総勢

日ま

校グラウンドの特設会場には大勢の相撲

月

21

ファンが集まりました︒

号の発行を記念して︑

で役場１階ロビーにて広報中標津の展

示を行っています︒ぜひお立ち寄りく

ださい︒
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員会による設置となりますので︑町としても緊急
性を考慮し強く要望します︒
今後は町内会館の役割も重要になってくるので︑各
町内会で建設しやすいような仕組みづくりを検討し
てほしい︒
町内会の役割は大変重要なものだと認識していま
す︒基本は町内会にて建設していただくものなの
で︑町として支援︵建設費の 万円を上限とした
半額補助や︑町有地の利用の相談等︶を行ってい
ますので︑ご理解願います︒
農業高校の入学者数確保のためにも︑魅力ある学校
づくりをお願いしたい︒
酪農の町として︑農業高校の看板を降ろすことは
考えていないので︑今後とも魅力ある学習環境づ
くりに努めていきます︒
へき地の閉校がここ数年続くが︑閉校後の利用につ
いて町の考え方を教えてほしい︒
閉校後は︑地域の意に反するような利用について
は考えていません︒利活用については地域と十分
話し合って決定します︒
臭気対策について︑農家としても取り組みを行って
いるが︑その効果を教えてほしい︒
市街地近郊の農家の方にご協力いただいた取り組
みは︑モニタリング調査等の結果からも一定の効
果は現れています︒臭いをゼロにすることは難し
いと思いますが︑今後も調査研究を重ね取り組ん
でいきます︒
白樺斎場や体育館など公共施設の建設予定について

教えてほしい︒
白樺斎場は平成 年と 年の２ヵ年で現在の斎場
の横手に建設し︑主に中標津町と標津町の町民が
利用しています︒体育館は役場横に建設すること
が確定し︑災害時の避難施設も兼ねた施設として
整備する予定です︒
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この懇談会の参加人数も少ない状況なので︑懇談会
のあり方等も検討したほうが良いのでは︒
町民の方と直接お話ができる懇談会は︑大変意義
のあるものだとは思いますが︑参加者が少ない状
況であれば︑２年に１度が良いのか︑地域の敬老
会等に合わせてお邪魔させてもらうのが良いのか︑
検討したいと思います︒

紙面の都合により抜粋して掲載しております。
中標津町ホームページでも要約したものを公開しています。

まちづくりを考える懇談会 を開催しました
月 日から 月２日までの５日間︑開陽地区を皮
切りに町内７箇所で︑地域の抱えている問題や行政に
対する意見・要望など︑まちづくりについて町長と町
民の皆さんが直
接話し合う﹁ま
ちづくりを考え
る懇談会﹂が
開 催され まし た︒
主なご質問やご
意見等を紹介し
ます︒
まちづくりに
対 しての 質問 は︑
町長より基本的
な考え方につい
て答弁しました
が︑出されたご
意見・ご要望は
地域の課題とし
て検討とさせて
いただきます︒
11

ここ数年の戸別住宅や集合住宅の建設状況からみて
も︑現在のバス路線︵市内循環線︶の見直しをして
ほしい︒
現在︑バス路線については見直しの検討を行って
おり︑利用状況等を踏まえた上で路線の決定をし
ていきます︒

29

交通量の多い交差点や︑事故が多い交差点などに信
号機を設置していただくよう︑町からも公安委員会
に強く要望してほしい︒
信号機や横断歩道︑道路標識については︑公安委

3
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建設水道部関連条例素案

パブリックコメント
（意見募集）
を実施します
パブリックコメント(意見募集制度）とは、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、町は提出された意見と、意見に対する町の考え方を公表して
いく手続きです。
各自治体で条例制定権が拡大できるよう、
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関
係法律の整備に関する法律」が公布されたことに伴い、関連する法令（道路法、河川法、公営住宅法等）が改正さ
れたことから、建設水道部では関係する条例の制定に向け検討を重ねてきました。
この度、これらに関係する８つの条例素案がまとまりましたので、町民の皆さんのご意見を募集します。

関係する条例（条例名は全て仮称であり素案です）
①中標津町道路構造の技術的基準等を定める条例（建設管理課管理係）
②中標津町準用河川管理施設等の構造の基準を定める条例（建設管理課管理係）
③中標津町公園条例の一部を改正する条例（建設管理課管理係）
障がい者等の移動等の円滑化促進に関する道路構造基準を定める条例(建設管理課管理係)
④中標津町高齢者、
⑤中標津町高齢者、障がい者等の移動等の円滑化に必要な特定公園施設の設置基準を定める条例（建設管理
課管理係）
⑥中標津町水道事業布設工事監督者を配置する工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関す
る条例（上下水道課水道係）
⑦中標津町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例（上下水道課下水道係）
⑧中標津町町営住宅等整備基準条例（都市住宅課住宅係）
※（ ）内は担当部署
■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、役場建設水道部各課窓口、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、建設水道部各課への持参提出
■閲覧期間
平成24年12月10日㈪〜平成25年１月８日㈫
■問い合わせ先
各関係条例の担当部署に問い合わせください。

「宝くじの助成金」で

イベント用備品を整備しました。

第２宮下町内会では、㈶自治総合センターのコミュニティ助成事業により、テントや放送設備等のイベント用備品
を整備しました。この事業は、同センターが全国自治宝くじの普及広報事業費として受け入れる受託事業収入を財源
として、住民のコミュニティ活動を促進し、その健全な発展を図るとともに、宝くじの普及広報を目的に行われてい
ます。
これにより、第２宮下町内会では、
「子供縁日」や「敬老のお祝い会」といった地域のイベント活動の充実を図る
ことができ、地域コミュニティの一層の発展に寄与することが期待されています。

整 備 備 品
◆テント
（５張）
◆テーブル
（10台）
◆折りたたみ椅子
（40脚）
◆発電機
（２台）
◆ワイヤレスアンプ
（１台）
◆増設チューナー
（１台）
◆ワイヤレスマイク
（３台）
◆有線マイク
（１台）

問い合わせは、経済振興課 地域振興係まで。
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後期高齢者医療制度のお知らせ
〜

広域計画に関する住民意見募集について

〜

北海道後期高齢者医療広域連合は、道内179市町村との連携のもと、後期高齢者医療制度を運営している特別地方
公共団体です。
この度、広域連合では、広域連合と市町村が連携しながら処理する事務について定めた「広域計画」が平成24年
度末で期間満了を迎えることから、平成25年度からの新たな広域計画（第２次域計画）を策定します。
この第２次広域計画の策定にあたり、次のとおり広く住民の皆さんからご意見を募集します。
◆募集案件について
【募集案件】『第２次北海道後期高齢者医療広域連合広域計画（原案）』について
【募集期間】 平成24年12月７日㈮〜平成25年１月７日㈪

※必着

◆公表する資料について
『第２次北海道後期高齢者医療広域連合広域計画（原案）』
◆資料及び募集要領の入手方法について
意見募集の開始日から、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ（http://iryokouiki-hokkaido.jp）
に掲載するとともに下記問い合わせ先で配布しています。
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

０１１−２９０−５６０１
７３−３１１１

競争入札参加資格審査申請の受付について
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25・26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、今回は定期受付となりま

すので、現在資格を有している方を含め、資格取得を希望されるすべての方の申請が必要です。

申請様式は、建設工事、測量、工事に係る調査・設計等は一般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、中標津町独自様式は町の
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
申請方法

平成25年１月15日㈫から平成25年２月８日㈮まで

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

午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く）
。
提出場所
そ の 他

役場庁舎２階201号会議室

持参当日は受領のみで、受付審査は行いません。

・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ご留
意ください。

問い合わせは、財政課 契約用度係まで。
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雪捨て場について

東

条通り

至中標津市街

至別海町

○利用時間に規制はありませんが、利用マナーを遵守し付近住民の迷惑とならな
いようにお願いします。
○徐行運転を励行して、歩行者や車両に注意しましょう。
○雪と一緒に、ごみを捨てないようにしてください。

除 雪 作 業 のお 願 い

10

町では︑﹁雪捨て場﹂を２ヶ所指定していますので︑ご
利用ください︒
場所は︑①東中地区︵北川沿通り︶︑②根室家畜保健衛
生所ＢＳＥ検査室付近の２ヶ所︵看板が目印︶です︒

根釧農業試験場

今年も雪の季節となりました︒除雪は日常生活と地域産業のために欠かせない作業です︒
町では︑ひっ迫した財政状況の中︑安全・安心な冬道対策として可能な限りの体制をとって
除雪作業を進めていますが︑降雪量や雪質︑天候の状況などにより︑作業に遅れが生じ大変ご
迷惑をおかけする場合もありますが︑除雪作業を効率的・効果的に進めるために町民の皆さん
のご理解とご協力をお願いします︒

もりた
セレモニーホール 様

道道根
室中標
津線

北海道根室家畜保健衛生所
BSE 検査室

19

8

①東中地区
②根室家畜保健衛生所ＢＳＥ検査室付近

町の除雪体制について

●路上駐車はやめましょう
路上駐車は除雪作業の最大の障害です︒たった１台の
駐車で作業ができず地域の皆さんに大きな迷惑を掛ける
ことになります︒
また︑一般交通の支障になり︑交通渋滞の原因にもな
りますので︑路上駐車はやめましょう︒
●道路への雪だしはやめましょう
道路へ雪を出すと︑道路が凹凸になったり道幅が狭く
なったりして︑通行の支障となります︒雪を捨てるとき
には︑町で指定した雪捨て場に運んでいただくようお願
いします︒
●玄関前等の除雪にご協力ください
除雪車が通過すると玄関や車庫の前に︑雪がたまって
しまいます︒玄関から公道までの除雪については︑町民
の皆さんが行っていただくよう︑ご理解とご協力をお願
いします︒
●除雪作業に注意してください
除雪作業は大変危険な作業です︒除雪車からの視界は
非常に狭く︑特に後方は最も見づらくなっています︒事
故を未然に防ぐため︑除雪作業中は危険ですから絶対に
近づかないようにしましょう︒
●深夜の作業にご理解ください
除雪作業は朝の通勤・通学路等を確保するため︑深夜
から早朝の限られた時間内で作業を行いますので︑作業
中は騒音・振動等でご迷惑をお掛けしますがご理解くだ
さい︒
●道路に物を置かないでください
道路︵歩車道︶に私有物を置くと除雪時の障害となり
作業を遅らせます︒路上に私有物を放置しないようご協
力ください︒
●屋根の雪︑つららの撤去にご協力ください
屋根の雪やつららなどが︑道路上に落下した場合には︑
人命に関わる場合がありますので︑雪下ろしなどに心が
けてください︒

国道272号線（バイパス）

272

シルバー
スポーツセンター

至標津町

ホクレン
桜ヶ丘給油所 様

町の除雪作業は︑町が管理する道路︵町道︶を町の除雪
車と民間委託業者の除雪車で実施しています︒除雪車の出
動については︑降雪量 ㎝が目安となりますが︑雪が降り
続いている時などは︑効率的・効果的に作業を進めるため︑
すぐには出動しない場合があります︒通常︑夜間に降った
雪の除雪作業は深夜から早朝にかけて実施し︑基本的な路
線数を確保すると共に︑皆さんの通勤・通学時間までには
除雪を終える体制をとっています︒

町道の除雪に関するお問い合わせは、
建設水道部 建設管理課 維持係まで。
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年末年始のお知らせ

休

常

み

み

み

み

み

ご み 収 集

休

休

休

休
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■冬期通行止め解除のお知らせ
一般道道養老牛計根別停車場線︵養老牛 線〜から
まつの湯入口︶は︑改良工事終了により冬季通行止め
が解除となります︒
通行止め期間中は大変ご迷惑をお掛けしました︒通
行の際には︑安全運転をお願いします︒

日㈪

日㈰

程

役場の年末年始の業務は︑ 月 日から１月６日ま
で休みとなることから︑仕事納めは 月 日㈮︑仕事
始めは１月７日㈪となります︒
死亡届けは随時受け付けます︒庁舎正面玄関側の時
間外通用口をご利用ください︒
各施設は︑次の期間休みとなります︒
■町 立 保 育 園
月 日から１月６日まで
■児 童 会 館
月 日から１月６日まで
※各生涯学習施設については︑らいふまっぷをご覧く
ださい︒
月 日から１月６日まで運休
●町有バス
︵養老牛線は 月 日も運休します︒︶
●ごみ収集・最終処分場
月

日
月

１月１日㈫

１月２日㈬

１月３日㈭

通

通

休

み

み

常

み

午前中のみ

休

午前中のみ

休

最終処分場

28

北海道からのお知らせ
■ 除雪に関するご理解とご協力について
現在︑北海道財政は危機的な状況にあり︑
﹁財政立
て直しプラン﹂のもと︑道道の除雪につきましても︑

道道の除雪に関するお問い合わせは︑
釧路建設管理部中標津出張所施設保全室
７２︱３２１３まで︒

①〜②の区間が冬期通行止め解除になります

作業内容の一部見直しやコスト縮減に取り組んでいる
ところです︒
道道の整備水準や利用状況︑スタッドレスタイヤや

51

至計根別

12

日㈮

日㈯

１月３日㈭

月

月

１月４日㈮

１月５日㈯

１月６日㈰

１月７日㈪

診

診

診

平常診療

休

休

平常診療

休

平常診療

■町立中標津病院

※年末の最終処分場は大変込み合いますので︑時間に
余裕を持ってお越しください︒

１月４日㈮

12 12

30

車両の性能向上などを十分踏まえ︑道路を利用される

150

30 29

12

方々への影響を逐次注意しながら路面管理に努めます︒
ロードヒーティングにつきましては︑気象状況に応じ
た︑きめ細やかな稼動制御を行うことにより︑電気料
金の節約を図ります︒
北海道建設部は︑道民が安全に暮らしていけるよう︑
公共土木施設の適切な維持管理水準を推進していくた
め︑
﹁公共土木施設の維持管理基本方針﹂を策定しま
した︒釧路総合振興局ホームページにてご覧いただけ
ます︒道民の皆さんにおかれましても︑ご理解とご協
力をよろしくお願いします︒

■ ロードヒーティングの稼動期間について
釧路建設管理部中標津出張所管内では︑主要道道中
標津空港線︵役場横・保健所横︶
︑一般道道俣落西５
条線︵警察横︶の３ヶ所で稼動しています︒
月下旬からの稼動と

主要道道中標津空港線︵保健所横︶
・一般道道俣落
西５条線︵警察横︶については
なります︒

主要道道中標津空港線︵役場横︶のロードヒーティ
ングについては一部停止し︑１月中旬からの稼動とな
ります︒

12

※救急外来診療については︑
時間体制で対応します︒

7

停止期間中は凍結防止剤の散布による路面管理を行
いますが︑十分気をつけて安全運転に努めていただき
ますようお願いします︒

養老牛温泉

12

１月４日㈮は臨時手術等、大変
混雑が予想されますので、新患ま
たは予約患者様のみに限らせてい
ただきます。
再診の患者様は１月７日㈪以降
に受診されるよう、ご協力をお願
いします。

505

②

29

整形外科外来からのお知らせ

至中標津

150
養老牛市街

31 30

29 28

〜

①
至清里

12 12
12 12
24

11

北海道建設部「公共土木施設の維持管理基本方針」
http://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/kk/kkk/h21ijijisshikeikaku.htm

町の予算編成方針
平成25年度

国の経済は、東日本大震災と原発事故を契機とした深刻なエネルギー制約、超高齢化社会の到来といった様々な困難に直
面しており、当面弱めの動きが続くと見込まれています。こうした状況の中、社会保障・税一体改革を実現するとともに、
「日
本再生戦略」を踏まえ、重点分野に大胆に予算を配分し、できる限り予算の抑制に努めることとしています。
本町の平成25年度予算は、自主財源の根幹をなす
町 税 と 地 方 交 付 税 （単位：百万円）
町税収入は不安定な経済を反映して大幅な増収は期待
できず、歳入の約４割を占める地方交付税も国の概算
要求段階で1.5％減と試算されています。一方、歳出
は、少子・高齢化対策、医療・福祉施策の推進、産業
振興、環境対策、教育環境の充実、観光振興、安全・
安心なまちづくりなど、取り組むべき課題が山積して
おり、厳しい財政運営が予測されます。
このような状況を踏まえ、「第６期総合発展計画」
におけるまちづくりの基本理念を念頭に将来像である
「空とみどりの交流拠点・中標津」のもと「子どもた
ちに胸を張って誇れる故郷・なかしべつ」の実現に向
け、職員一丸となって町の活性化が図られるまちづく
りを目指すものとします。

平成25年度予算編成方針

○基本目標

１．
「選択と集中」による施策の展開
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｣
・情報開示を図り、町民の目線で十分
2．健やかでやさしいまちづくり……………「健康・福祉・医療分野」
な対話・議論を行い、地域や民間と
3．力みなぎる産業のまちづくり……………「経済・産業分野」
のパートナーシップによる取り組み
4．利便性のある調和のとれたまちづくり…「生活基盤分野」
を推進する。
5．安全・安心で快適なまちづくり…………「生活環境分野」
２．限られた財源で最大限の効果が挙が
6．人が輝き歴史と文化を育むまちづくり…「教育・文化分野」
るよう「英知を結集」
・町民要望等について、必要性・緊急性等を十分に検討し実現の可能性について慎重に判断する。
・新たな収入の確保に積極的に取り組み、補助金等の活用について調査・研究し最大限の財源確保を図る。
・施策の新たな導入・拡充を行う際は、財源確保ルールを遵守し、恒久的な歳出削減又は歳入の確保をするとともに、
施策に一定の期限を設けるなど継続性を検討する。
・社会保障・税一体改革の状況など、的確な情報把握に努め、施策の展開時期を逸しない。
・趣旨や目的の重複する事業の統合を図るなど、より一層事業効果を高める。

基本方針

予算編成にあたっては、本町の基本指針である『第６期総合発展計画』との整合性に十分留意し、
「産業」「環境」
「観
光」
「教育」
「医療」
「福祉」の政策課題に取り組み、発展計画の「基本目標」の推進に努め、将来を見据えた財政の健
全性を確保することとしています。

問い合わせは、財政課 財政係まで。

衆 議 院議 員 総 選 挙
最高裁判所裁判官国民審査 投票日は12月16日㈰
これからの日本の政治を左右する、
大事な選挙です。大切な１票、棄権することなく投票しましょう。
入場券に記載されたご自分の投票所と投票時間を確認の上、投票に行きましょう。
〜期日前投票は〜
衆議院議員総選挙は12月５日㈬から、最高裁判所裁判官国民審査は12月９日㈰から投票できます。
すべての投票を１度に行う場合は、12月9日㈰以降にお越しください。
期日前投票場所〜中標津町役場１階ロビー
期日前投票時間〜午前８時30分から午後８時まで

問い合わせは、中標津町選挙管理委員会まで。
8
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〜今のうちから介護予防を
はじめましょう〜

◆認知症高齢者が増えています！
新聞記事等でご覧になった方もいると思いますが、今年、全国で認知症高齢者が300万人を超えたことが厚生
労働省の推計でわかりました。
平成14年には認知症の方は149万人でしたが、10年間で2倍に増加しており、65歳以上の10人に1人が認知症
を患っているという計算になり、過去の推計を大幅に上回るペースで増加しています。
認知症は誰もがかかるおそれのある病気です。自分でできる認知症の簡単チェックを紹介しますので、自己
チェックしてみましょう。
□最近の出来事を思い出せないことがある
□同じことを何度も言うと周囲から指摘される
□置き忘れやしまい忘れが増え、よく探し物をする
□慣れた道で迷ったりすることがある
□好きだった趣味などへの興味がなくなった

思い当たる項目が
あった方は認知症へ
の注意が必要です。

□身だしなみに気を使わなくなった
認知症は、記憶力や判断力が低下し、日常生活に支障が出る状態で、老化による衰えとは違
います。
☆例えば…
朝食に何を食べたか思い出せないのは単なるもの忘れですが、朝食を食べたこと自体を忘れ
てしまう場合は認知症が疑われます。
「以前と違う？」といった気になるサインがあったら地域包括支援センターへご相談ください。

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』４コース目 参加者募集！
４コース目（１月〜３月）は脳の活性化を目的に、地域包括支
援センター保健師による『脳の若返り教室』を行いますので、み
なさんの参加をお待ちしております。
日

時

１月〜３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

４コース目の日程
【１月】16日㈬、28日㈪
【２月】13日㈬、25日㈪
【３月】11日㈪、25日㈪
※1/16と2/13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

参加対象

町内在住のおおむね65歳以上の方で、１コース（６回）すべてに参加できる方

定

30名

員

参 加 料

無料

注意事項

・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。
・より多くの方に参加していただけるように、１〜３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。

9

申込方法

12月21日㈮17時までに、電話にて氏名・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）

73‑3111（内線254･255）

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。 kikibou@nakashibetsu.jp

新年交礼会のお知らせ

中標津消防団歳末警戒実施

平成25年１月６日㈰に中標津地区
と計根別地区で平成25年新年交礼会
を開催します。会券は12月14日㈮ま
で取り扱っています。
中標津地区
総合文化会館 11時から
会券販売場所：役場総務課・商工会・
総合文化会館
計根別地区
交流センター 13時から
会券販売場所：計根別支所
問い合わせは、総務課総務係まで。

中標津消防団では、それぞれの分団
が各担当地域を赤色回転灯を点灯させ
た消防車両で巡回し、安全確認と火災
予防を呼びかける歳末警戒を実施しま
す。年末の何かと慌しいこの時季、火
の取り扱いには十分に注意し、明るく
楽しい年を迎えましょう。
期
間 12月25日㈫〜30日㈰
担当地区 第１分団 中標津市街地区
第２分団 武佐地区
第３分団 計根別地区
問い合わせは、中標津消防署消防団係
72‑2181まで。

製造事業所の皆さんへ
経済産業省では、平成24年工業統
計調査を12月31日現在で実施します。
調査の実施に当たっては、本年12
月から来年１月にかけて調査員がお伺
いします。調査票に記入していただい
た内容については、統計法に基づき秘
密が厳守されますので、正確なご記入
をお願いします。
詳しくは、総務課情報化推進・広報
調査係まで。

平成23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 ２件
請 求 内 容
件数 開示区分
町を契約者とする損害保険
１ 開 示
契約保険証及び特約事項

建築計画概要書

１ 開

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。

第38回なかしべつ冬まつり
第38回なかしべつ冬まつりの開催日
程が決定しましたのでお知らせします。
日
程 平成25年２月２日㈯〜
平成25年２月３日㈰
場
所 しるべっと広場
※詳細については後日お知らせします。
詳しくは、経済振興課観光振興係まで。

調理師法では、調理業務に従事して
いる調理師の方は、２年ごとに12月
31日現在の調理従事場所等を、翌年
１月15日までに届け出なければなら
ないと定めており、今年度は届出の必
要な年となっています。
届出について詳しくは、㈳北海道全
調理師会中標津支部（レストラン河亭）
72‑2772ま た は 中 標 津 保 健 所
72‑2168まで。

くうこうの森クリスマス会
中標津空港では、今年で第４回目と
なるクリスマス会を開催します。ロ
ビーコンサートや記念撮影会、神戸の
人気スイーツの販売等が行われます。
（後援：中標津町、中標津空港利用促
進期成会）
日 時 12月16日㈰ 11時〜15時
場 所 中標津空港
※天候状況や緊急事態等により、一部
変更・中止となる場合があります。
詳しくは、根室中標津空港ビル㈱総
務課
73‑5601まで。

「休日公証相談」
のお知らせ
日

時

12月22日㈯
中標津町役場

所

働いている調理師の皆さんへ

開設日時
平成25年１月８日㈫ 12時〜17時
平成25年１月９日㈬ ９時〜15時
開設場所
中標津町役場会議室
予約受付期間
12月14日㈮〜12月28日㈮
予約申し込みは、釧路年金事務所
0154‑61‑6000まで。

根室管内４町通年雇用促進協議会で
は、季節労働者の方を対象にホームヘ
ルパー２級を取得する講座を開催しま
す。
開催日程
平成25年１月23日㈬〜25日㈮
平成25年１月28日㈪〜２月１日㈮
合計８日間
開催場所
中標津経済センター
定
員
５名（定員になり次第締切）
受 講 料
無 料
申込期間
12月17日㈪〜１月10日㈭
※土日・年末年始は除く
そ の 他
一般（季節労働者以外）の方も受講
できますが、講座開催の事業者提示に
よる受講料がかかります。
申し込み・問い合わせは、根室管内
４町通年雇用促進協議会
72‑6789
まで。
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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、財産分与等
相 談 料 無 料
相談を希望される方は、12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
0154‑25‑1365まで。
場

年金相談所開設のお知らせ

ホームヘルパー２級講座開催

情報公開制度、 個人情報
保護制度の公表について

December

フェイスブック・ツイッター
運用中です
東日本大震災での情報伝達手段とし
て有効活用されたフェイスブックとツ
イッターを中標津町でも運用していま
す。災害時のみならず、各種情報発信
手段のひとつとして運用していますの
で、登録されている方は、ぜひ「いい
ね！」、
「フォロー」をお願いします。
また、町が発信する情報を見るだけ
であれば登録は不要で、中標津町ホー
ムページにサイトへの入口があります。
詳しくは、総務課情報化推進・広報
調査係まで。

10時〜16時
７３―３１１１

計根別支所

７８―２２１１

10

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個
別健診を、下記の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46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
72‑9112
石田病院へご予約ください。
・富沢内科医院
予約は必要ありません。食事をとら
ずに、
診療時間内に受診してください。
・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。 0154‑37‑3370
・町立中標津病院
保健センターへご予約ください。
料
金 1,000円
実施期間 平成25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
72‑2733まで。

おやこ料理教室のご案内
平成25年1月11日㈮
10時〜12時30分
対
象 小学５〜６年生とその保護者
内
容 管理栄養士の講話･調理実習
参 加 費 無料
定
員 12組（先着順）
※１組２名
（親１名子１名）
場
所 中標津町保健センター
申込締切 12月25日㈫
申し込みは、中標津町保健センター
72‑2733まで。
日

時

骨粗鬆症検診のお知らせ(１月分)
平成25年１月10日〜31日の
毎週火〜金曜日(11時から)
象 20歳以上の女性
容 問診、骨密度測定
（腰椎、大
腿
（太もも）
骨）
、
診察
金 2,200円
（70歳以上は1,100円）

実施期間
対
内
料

11

中標津町役場

７３―３１１１

教養を高めよりよい文化を育てましょう（町民憲章より）
国民健康保険加入者・生活
保護の方は無料
定
員 １日２名
場
所 町立中標津病院 整形外科
申込締切 12月20日㈭
申し込みは、中標津町保健センター
72‑2733まで。

税

金

12月は国民健康保険税(第６期)
町道民税
（第４期）
の納期です
【納期限は12月28日】
今月納期分の指定口座からの振替日
は、12月28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。
〜納期が既に経過しています〜
○ 町道民税（第１〜３期）
○ 固定資産税（全て）
○ 国民健康保険税（第１〜５期）
○ 軽自動車税
町では、11月より町税・国保税の
未納解消月間として、文書や電話、臨
戸による催告を強化して行っています
が、納付や相談に応じていただけない
方に対しては、職場調査・預金調査な
どの財産調査の後、差押等の滞納処分
を行うこととなりますので、定められ
た納期限までに納めていただくようお
願いします。病気やけが、失業・多額
の負債の支払いなどにより納期内に納
付が難しい方は、必ずご相談ください。
＜休日・夜間相談窓口＞
夜間相談日
12月17日㈪ 18時〜20時
12月25日㈫〜28日㈮ 18時〜20時
休日相談日
12月23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、休日・夜間相談窓口では町税・
国民健康保険税以外は納めることがで
きません。

土地建物の登記手続は
お早めに
固定資産税は、毎年１月１日現在の
所有者（登記名義人）に課税されます。
土地建物の名義変更や取り壊し等の登
記手続きは、法務局中標津出張所でお
早めに済ませてください。
計根別支所

７８―２２１１

なお、未登記建物の名義変更と取り
壊しの手続きは、税務課資産税係に
「家
屋所有権移転報告書」及び「家屋取壊
報告書」を提出してください。
詳しくは、税務課資産税係まで。

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
受付期間 12月６日㈭〜21日㈮
受付場所 住宅係（役場２階窓口④番）
入居時期 平成25年１月下旬見込
※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）
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。

特定疾患等患者通院交通費の
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。
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24年７月１日から平成24年12
月31日までの通院分
申請受付期間
平成25年２月28日㈭まで
詳しくは、福祉課福祉支援係まで。

中標津丸ごと給食

節電にご協力を
お願いします

）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。

地元産の農畜産物を知って味

北海道電力では︑今冬に備えるため︑電力需給対策に取り組み︑
最 低 限 必 要 な 予 備 率 は 確 保 で き る 見 通 し と な り ま し た が︑ 冬 の 北
海道において電力不足は社会生活等に甚大な影響を及ぼすことから︑
今夏に引き続き節電への協力を呼びかけています︒
中標津町としても︑今冬の節電に対する取り組みを行っており︑
各家庭におかれましても︑ご理解とご協力をお願いします︒︒

12

わってもらう﹁中標津丸ごと給
食﹂が今年も町内の全小中学校
このうち丸山小学校では︑酪

24,335（＋41）
11,910（＋21）
12,425（＋20）
10,867（＋24）

町の人口
男
女
世 帯 数

VOL.600

転出 51人

転入 89人

死亡 25人

誕生 28人

に提供されました︒

21

農後継者の若者でつくる４Ｈク

時
時

16

開設期間：11月２日㈮〜３月８日㈮
受付時間：9時〜17時
（土・日・祝日、
12月29日〜１月３日を除く）

ラブのメンバーが︑中標津の牛

■節電をお願いする期間と時間帯
・ 月 日㈪〜 月 日㈮ 平日
時〜
・１月７日㈪〜３月１日㈮ 平日 ８時〜
・３月４日㈪〜３月８日㈮
時〜 時

0120 009 428

肉牛乳について学ぶ出前講座を

21 21

●節電に関するお問い合わせは
節電ダイヤル（通話料無料）

行い︑児童たちは酪農や地元産

16

21

■節電をお願いする数値
一昨年︵平成 年︶と比較し７％以上

16

家庭

特に各家庭においては︑電気の使用が増える夕方以降︵ 時〜
時︶の時間帯のご協力をお願いします︒

22

全体

食材への関心を深めていました︒

エゾシカ有効活用フォーラム

エゾシカによる農業被害が深
刻化する中︑エゾシカ肉を地域
の資源として有効活用すること
を考えるフォーラムが開催され
ました︒
講演会終了後は︑実際にエゾ
シカ肉の試食会が行われ︑出席
者からは﹁美味しい﹂との声が

28

節電をお願いしたい
時間帯

24時
21
16 18
12
8
6
0

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。

12

21時
8時

10月31日現在住民登録人口

平成24年

10

日

日

多く聞かれました︒

冬の北海道における平日のご家庭での電気の使われ方

6

16

12
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