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除雪作業 のお願い
今年も雪の季節となりました。北国に住む私たちにとって、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。

雪捨て場について

条通り

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。

東

○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。

町では安全・安心な冬道対策として万全の除雪体制をとって除雪作業を進めています。除雪作業を効率的・効果的に進め

根釧農業試験場

るため、町民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

町の除雪体制について
町の除雪作業は、町が管理する道路（町道）を町の除雪
㎝が目安となりますが、雪が降り

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
続いている時などは、効率的・効果的に作業を進めるため、
すぐに出動しない場合があります。通常、夜間に降った雪
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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
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数を確保すると共に、皆さんの通勤・通学時間までには除

●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。

北海道根室家畜保健衛生所
BSE 検査室
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②根室家畜保健衛生所ＢＳＥ検査室付近
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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、
建設水道部管理課維持係まで。
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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、
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
車両の性能向上などを十分踏まえ、道路を利用される

年末年始のお知らせ
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最終処分場
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■冬期間通行止めのお知らせ

めとなりますので、ご理解とご協力をお願いします。

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。

日㈯

程

役場の年末年始の業務は、 月 日～１月５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６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～１月５日まで
■児 童 会 館
月 日～１月５日まで
■町立中標津病院
ページのお知らせをご覧くださ
い。
※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～１月５日まで運休
●町有バス
●ごみ収集・最終処分場
日
月

１月１日㈰

１月２日㈪

12

年新年交礼会のお知らせ

開 催 日 １月６日㈮
中標津地区 総 合 文 化 会 館コミュニティホール
時～
計根別地区 中標津町交流センター
時～
会
費 千円
会券は 月 日㈮まで、左記にて取り扱かっていま
す。
中標津地区 役場総務課、商工会、総合文化会館
計根別地区 計根別支所

平成

※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３日㈫

31 31

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、 月８日午前 時から４月 日ま
12

での期間（天候及び積雪での変更あり）冬期間通行止

27

①〜②の区間が通行止めになります

方々への影響を逐次注意しながら路面管理に努めます。
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至計根別

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

31

問い合わせは、総務課総務係まで。
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標津空港線（役場横・保健所横）
、一般道道俣落西５
主要道道中標津空港線（保健所横）
・一般道道俣落
月下旬からの稼動と

養老牛温泉
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養老牛市街
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条線（警察横）の３ヶ所で稼動しています。
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
ング稼動期間については、１月中旬からの稼動となり
ます。
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。
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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

平成24年度

予算編成方針

平成24年度予算編成方針

１．「選択と集中」による施策の展開
・情報の開示を図り、町民の目線で十分な対話・議論を行い、地域や
民間とのパートナーシップによる取り組みを推進する。
２．限られた財源で最大限の効果が挙がるよう「英知を結集」
・今一度、
事務事業の内容精査を行い、
常に新しい視点でより効率的・

国の経済は、東日本大震災の影響により

依然として厳しい状況にあるものの、先行
きについては、景気の持ち直し傾向が続く
ことが期待されています。

一方、電力供給の制約や原子力災害の影

響、海外景気の下振れの懸念に加え、為替
レート・株価の変動等によっては、景気が
下振れするリスクが存在するところであり
ます。

このような状況の下、８月に「中期財政

フレーム」の改訂が閣議決定され、「震災

からの復旧・復興については、財政の枠組
みにとらわれず全力を傾注する一方で、財
政健全化目標の達成に向けた取り組みを着

効果的な予算配分を行う。
・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
性を慎重に判断する。
・新たな自主財源の確保に積極的に取り組み、交付金等の制度の活用
について調査・研究し最大限の財源確保を図る。
・国・道の政策の状況など、常に的確な情報把握に努め、施策展開を
行う。
・趣旨や目的の重複する事業については統合を図るなど、より一層事
業効果を高めるよう研究する。

実に進め、基礎的財政収支対象経費の歳出
削減を行い、少なくとも前年当初予算の規
模を実質的に上回らないようにできる限り
抑制に努める」としています。

本町の平成24年度予算は、自主財源の

根幹をなす町税収入は、不安定な景気を反
映して増収は期待できず、歳入の約４割を
占める地方交付税については、国の概算要
求段階で１. ６％減とされています。

一方、歳出では、少子・高齢化対策、保

基本方針

予算編成にあたっては、21世紀の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
に努める予算編成を行うこととしています。

健・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、今後も引き続き厳しい財政
運営が予測されています。

このような状況を踏まえ、
『第６期総合

○基本目標

１．参画と協働で未来を築くまちづくり……「まちづくり・行政分野」
２．健やかでやさしいまちづくり……………「健康・福祉・医療分野」
３．力みなぎる産業のまちづくり……………「経済産業分野」
４．利便性のある調和のとれたまちづくり…「生活基盤分野」
５．安全・安心で快適なまちづくり…………「生活環境分野」
６．人が輝き歴史と文化を育むまちづくり…「教育・文化分野」

発展計画』におけるまちづくりの基本理念
を念頭に、町のシンボルテーマである「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。

町 税 と 地 方 交 付 税 （単位：百万円）

問い合わせは、財政課 財政係まで。
4

税

のお知らせ

町税・国民健康保険税の未納解消月間です
町では、11月中旬より町道民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税を納期限が過ぎても納められていな
い方へ、納期内に納めた方との公平のため納付の催告（催促）文書を送付し、金融機関や職場への実態調査を順次行
い、早期未納解消のため、夜間・休日の電話催告・戸別訪問を実施しています。

町税収納向上対策推進の状況について
町の自主財源の確保、税の公平性を保つため、納税義務を履行していない場合の収納向上対策として、財産状況や
給与などを実態調査の上で滞納処分（差押）を行っています。
資力がありながら納税指導に応じようとしない方、納付の約束をしても、理由なく履行しない方などについて、給
料や預貯金及び家賃・土地貸付収入などを下表のとおり滞納処分しています。

●平成23年度 滞納処分の件数
預 貯 金
件

（10月31日現在）

税還付金

生命保険

給

与

年

金

不 動 産

賃 貸 料

合

計

数

１４４件

２７件

２件

４件

１件

４件

１件

１８３件

差押金額

2,999千円

765千円

1,239千円

1,513千円

3,012千円

４筆３棟

2,273千円

11,801千円

納付書の納期限をお確かめください
町道民税（第１～３期）
、固定資産税（全期）
、軽自動車税、国民健康保険税（第１～５期）の通常納期限が過ぎて
います。お手元の納付書をもう一度お確かめください。
税金等の徴収につきましては、納期限内に納付されている納税者の視点に立って、公平な徴収に努めていま
す。
『税金はあとで一度に納めればいい』
『税金はお金のあるときに納めればいい』などとお考えの方もいらっ
、
しゃいますが、税や各種料金は自主的に納期までに納付されるのが本来の姿です。定められた納期までに納税
されなければ「滞納」となり、本来納めるべき税額のほかに「延滞金」も加算され、合わせて納めていただか
なければなりません。これからも納期内納付にご理解とご協力をお願いします。
○延滞金は、納期限の翌日から14.6％（ただし、今年度は初めの１ヶ月は4.3％）の割合で加算されます。
～計算例～
平 成23年度「町道民税」２期（納期限は平成23年８月31日）100,000円を、平成23年12月30日
に納めた場合は、
100,000円×（30日×0.043＋91日×0.146）/365日＝3,993円 → 3,900円（延滞金）
を合わせて納めることになりますので、納期限を過ぎた税がある方は早急に納付してください。

※平成23年10月31日現在の延滞金徴収額

833,206円

町税・国民健康保険税に関する問い合わせは、納税課 納税係または特別滞納整理係まで。
12月に 臨時の収納窓口を開設します
毎月の夜間・休日相談窓口とは別に、収納窓口を下記の期間で開設します。
休日収納窓口

１２月２５日㈰

９時～１７時

夜間収納窓口

１２月２６日㈪～２９日㈭

１７時１５分～２０時

※夜間・休日相談窓口については、11ページのインフォメーションをご覧ください。

土地建物の登記手続きはお早めにお願いします
固定資産税は、毎年１月１日現在の所有者（登記名義人）に課税されますので、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早めにお済ませください。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。
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24
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町営開陽台牧場に放牧のために預託されていた乳牛を酪農家の
皆さんの牧場へお返しする出牧作業が10月21、24、25日の日程
で行われました。
春の入牧時に比べ大きく成長した牛たちの選別・搬出作業に苦
労しながらも無事作業を終えました。

27日 まちづくりを考える懇談会

11月

2日

～

10月

10/27

地域の抱えている課題や行政に対する意見、要望など、まちづくりについて町民のみなさんと直接話し
合う「まちづくりを考える懇談会」が町内７つの会場で開催されました。町民の皆さまからいただきまし
た意見・要望はこれからのまちづくりに反映させていただきます。

俣落母と子の家

10/28

拓友館

10/31

豊岡部落会館

11/1

総合文化会館

中標津消防署からのお知らせ
平成24年

中標津消防団出初式について

 町民の生命や財産を火災などの災害から守るために活動している消防団員が、服装点検・機械器具点検を実施し、
表彰式などの式典が行われます。
なお、当日は８時30分に屋外サイレンを吹鳴（すいめい）します。
日
会

時
場

平成24年１月８日㈰ 10時30分～11時55分
総合文化会館 前広場（服装点検、機械器具点検）
コミュニティホール（表彰式）

中標津消防団

歳末警戒について

年末を控えたこの期間に火気の取り扱いなどを十分に注意されるよう中標津消防団の
各分団が担当地区を消防車で巡回します。
期
間
担当地区

巡回方法

12月25日㈰～30日㈮ 19時30分～22時30分
第１分団 中標津市街地
第２分団 武佐地区
第３分団 計根別地区
消防車両の赤色回転灯を点灯させ巡回します。

詳しくは、中標津消防署

消防団係

７２－２１８１まで。
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11月

3
日

11月

23
日

第64回中標津町芸術文化祭 しるべっと子どもゆめまつり
中標津の秋を代表するイベントの一つである芸術文化祭が、総合文化会館と中標津町交流センターを
会場に開催されました。
このうち11月３日の文化の日には、特別企画として、しるべっと子どもゆめまつりが開催され、恒
例の文化バザーの他に、ステージイベント、各種体験活動が行われ、大勢の人たちでにぎわっていました。

養老牛小学校閉校・養老牛へき地保育所閉所式典
平成24年３月に83年の歴史に幕を降ろし、閉校となる養老牛小学校の閉校式典及び併置されている養
老牛へき地保育所の閉所式典が行われました。
在校生、卒業生、学校等関係者や地域住民が一堂に会した思い出を語る会では、それぞれの思い出話に
花を咲かせていました。
また、児童や卒業生等の学校への思い出を残したアルバムムービーの上映や、全校音楽のアトラクショ
ンも行われ、大いに盛り上がり、思い出に残る式典となりました。(表紙写真も同日撮影）

根室管内４町通年雇用促進協議会からのお知らせ

根室管内４町通年雇用促進協議会は、季節労働者の通年雇用と就職促進を図るため、管内４町の自治体と関係団体が設立
した協議会です。今回、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。
日 時 平成24年１月16日㈪～20日㈮、23日㈪～25日㈬の８日間
※一般受講者と合同の受講となります。
会 場 中標津町経済センター（なかまっぷ）多目的ホール
受講料 無料（一部費用がかかります）
その他 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。

詳しくは、根室管内４町通年雇用促進協議会
7

７２－６７８９まで。

こころの健康相談は保健センターへ
中標津町保健センター 健康推進課 健康推進係

中山 里帆

日本では、毎日90人もの人たちが自殺で亡くなっています。未遂者は既遂者の約10倍と言われているので、毎日
1,000人もの人たちが自殺を図っていることになります。平成20年度の自殺率（人口10万人あたりの自殺者数）は、
全国平均が25.3人であるのに対し、中標津町は、37.2人と多い状況であり、早急な自殺対策が必要です。
自殺は、個人の意思や選択の結果と思われがちですが、実際には失業・多重債務などの経済問題、病気などの健康
問題、育児ストレス、介護・看護疲れ等の家庭問題、いじめ問題など様々な要因が複雑に関係しており、心理的に
追いつめられた結果、自殺以外の選択肢を考えられない状況に陥ってしまう場合が多いです。また、残された遺族は、
語れることがほとんどない「沈黙の悲しみ」の思いと同時に、自殺に対する社会からの誤解や偏見を受けていること
が多くあります。
「死にたい」と考えている人は、同時に「生きたい」という思いとの間で激しく葛藤し、不眠や体調不良などのな
んらかのサインを出しています。自殺の実態調査の結果から、自殺直前にはうつ病などの精神的な病気が大きく関与
しているのがわかってきました。そこで、まず、以下の項目をチェックしてみましょう。

こころやからだの不調のチェック
□
□
□
□
□
□
□

抑うつ気分（ゆううつ、気分が重い）
何をしても楽しくない、何にも興味がわかない
疲れているのに眠れない、一日中ねむい、いつもよりかなり早く目覚める
イライラして、何かにせき立てられているようで落ち着かない
悪いことをしたように感じて自分を責める。自分には価値がないと感じる
思考力が落ちる
死にたくなる

ご自身、ご家族でこ
のような症状が2週
間以上続いている場
合は、一人で悩まず
に、まず相談してみ
ましょう。

保健センターでは、保健師による電話相談、面接、家庭訪問や他機関との調整などを行うこころの相談窓口を
開設していますので、安心してご相談ください。

中標津町保健センター 健康推進課 ７２－２７３３（月～金 ８時30分～17時15分）

後期高齢者医療制度のお知らせ
～保険料のお支払い方法について～

保険料の納め方
保険料の納め方は、
「年金からのお支払い（特別徴収）
」と「納付通知書・口座振替によるお支払い（普通徴収）
」
の２つの方法があります。
「年金からのお支払い」の場合は、手続きの必要はありません。
ただし、次のいずれかに当てはまる方は、
「納付通知書」や「口座振替」により納めていただきます。
◆年金額が年額18万円未満の方（介護保険料が年金から引かれていない方）
◆介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計が、介護保険料が引かれている年金額の半分を超える方
※この制度に加入してからおよそ半年間は、年金からのお支払いができません。納付通知書や口座振替でお支払いく
ださい。
保険料の納め忘れはありませんか？
納付通知書払いでの保険料の納め忘れが多発しています。
ご自分のお支払い方法については、保険料額決定通知書（納付通知書）をご確認ください。
保険料のお支払いは
「口座振替」
をご利用ください
保険料のお支払いは、簡単便利で納め忘れの心配がない「口座振替」をご利用ください。
保険料を「口座振替」で納付する場合は、手続きが必要です。
今まで、
国民健康保険税を「口座振替」で納付していた方も、後期高齢者医療制度に加入することにより新たに「口
座振替」の手続きが必要です。
｢口座振替｣ を希望する方は、ご利用される金融機関へ振替する口座の通帳と届出印をご持参のうえ、手続きを行っ
てください。
※税申告の際の「社会保険料控除」は、保険料をお支払いする方（口座名義人）が受けられます。
北海道後期高齢者医療広域連合 ０１１－２９０－５６０１
問い合わせ先：
保険年金課後期高齢者医療係 ７３－３１１１
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〜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介護予防教室を開催しています。
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。
今回は現在行っている介護予防教室について紹介します。
平成18年に地域包括支援センターが開設されて以来、年に数回介護予防講演会を
開催していましたが、平成21年度からは『足腰年齢を若く元気に』をテーマに、ら
くらく体操や演歌ビクスなど、月２回３ヶ月単位で年間４コースの運動の教室も定期
的に始めました。平成22年度からは認知症予防にも注目し、テーマを『脳・足腰年
齢を若く元気に』に改め、今年度は「ふまねっと」を２コース、脳の若返り教室と演
歌ビクスを１コースずつ開催しています。
参加された方からは「身体を動かす良い機会になった」、「また参加したい」など好
評をいただいており、次年度も開催に向けて計画中ですので、介護予防に興味のある
方もない方も、ぜひご参加ください。

今年度から実施している
「ふまねっと」

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、エアロビクスインストラクターの川村恭子さん
を講師に迎え、演歌に合わせて体を動かす『演歌ビクス』を行いますので、みな
さんの参加をお待ちしています。

４コース目の日程
【１月】11日㈬、23日㈪
【２月】13日㈪、27日㈪
【３月】12日㈪、26日㈪
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

中標津町総合福祉センター （プラット）三世代交流室

※１回目の１月11日㈬は、13時からの開始になります。

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

・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。
・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。

申込方法

12月22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。定員になり次第締
め切らせていただきます。

問い合わせ・申し込み先
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中標津町地域包括支援センター （介護保険課介護支援係）まで。

くらしの広場
November
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る
ことにしていますので、調査の内容や
調査票の記入のしかた等ご不明な点が
ありましたらご利用ください。
設置期間
平成23年12月１日㈭～平成24年３
月31日㈯ ９時～21時まで。
※平成23年12月29日～平成24年１
月３日を除く。
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。

かります。マナーを守り地域に迷惑を
かけない運転をしましょう。
マナー違反は通報（警察等）される
ことがあります。
詳しくは、生活課交通・町民相談係
まで。
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は掲載できません。
詳しくは、総務課情報化推進・広報
調査係まで。

「子ども手当」
の申請を
お忘れなく！

＜対象・中学校３年生まで＞
申請が必要な世帯
・平成23年10月１日現在、中学３年
東日本大震災に伴う災害廃棄物の受
生までの子どもがいる世帯
け入れについて、当町では以下の理由
・平成23年10月１日現在、里子を養
から受け入れしないこととしました。
育している世帯
・住民の健康、地域全体の環境に対し、 （公 務員は事業所から支給されますの
将来にわたって悪影響を及ぼす恐れ
で町への申請は不要です）
があること。
申請方法
・第一次産業に対する風評被害が発生
11月中旬に申請の案内が届き、ま
する可能性があること。
だ申請が済んでいない世帯は、送付さ
以上のことから、このような状況の
れた子ども手当「認定請求書」を役場
多重債務者無料相談会の
中では受け入れは困難であると判断し、 子育て支援室に提出してください。
開催について
10月31日付けで受け入れしないとの
該当していても案内が届いていない
釧路弁護士会及び釧路司法書士会で
回答を北海道にしました。
等ありましたら、問い合わせください。
は、多重債務者を対象に無料相談会を
中標津町では、未曾有の大震災とい
提出期限
開催します。
う特殊事情の中で、全国の自治体等と
12月30日㈮
日
時 12月18日㈰ 10時～15時
の連携・協力による東北地方の復旧・
（提出期限を過ぎた場合、２月７日
場
所 総合文化会館
復興を支えるべく、今後も協力してい
㈫の支給に間に合わなくなります。
）
第２研修室 Ａ・Ｂ
きますが、新たな動きについては随時
注意事項
相談方法 関 係書類をご持参のうえ、
情報提供をしていきます。
転入・転出した方、お子さんが生ま
直接会場へお越しください。
詳しくは、生活課環境衛生係まで。
れた方は速やかに申請してください。
問い合わせは、梅本英広法律事務所
申請者（父親等）と子どもが別居し
72-5670まで。
ている場合は、申請者の住民票がある
北海道地域防災マスター認定
市町村での申請が必要です。
研修会開催のお知らせ
問い合わせは、子育て支援室子育て
年金事務相談所開設及び
北海道では地域での防災活動のリー
給付係まで。
予約申し込みのお知らせ
ダーとなる「地域防災マスター」を育
開設日時
成し、地域防災力の強化を図るために
健康管理担当職員研修会の
１月11日㈬ 12時～17時
現在全道で490名の方々を地域防災マ
開催について
１月12日㈭ ９時～15時
スターとして認定しています。
中標津保健所では、職場におけるメ
開設場所
今年度も認定に向け研修会が開催さ
ンタルヘルス対策の推進のため健康管
役場会議室
れますので、参加を希望される方は、
理担当職員研修会を開催します。
予約受付期間
所定の申込用紙で期日までに申し込み
日
時 12月７日㈬
12月15日㈭から12月28日㈬まで
をしてください。
13時30分～15時30分
問い合わせは、釧路年金事務所
開 催 日 平成24年１月21日㈯
場
所 中標津経済センター
0154-61-6000まで。
開催場所 むかわ町 四季の館
コミュニティホール
募集締切 平成24年１月６日㈮
内
容 講演「職場における自殺対
北海道地域防災マスター募集ホーム
第37回なかしべつ冬まつり
策～うつ病支援を中心に～」
ページにも詳細が記載されています。
【h ttp:www.pref.hokkaido.lg.jp /sm/
第37回なかしべつ冬まつりの開催
講師 医療法人社団
ktk/bsb/H23masuta-bosyuu.htm】
日程が決定しましたのでお知らせしま
五陵会病院 心理室
詳しくは、総務課防災係まで。
す。
室長 中村 亨 氏
日
程 平成24年２月４日㈯～
申し込み 12月６日㈫までに電話・
平成24年２月５日㈰
FAXで申し込み
広報からのお知らせ
場
所 しるべっと広場
0153-72-2168
広報中標津では、各種団体・学校な
※詳細については後日お知らせします。
0153-72-6894
詳しくは、経済振興課観光振興係まで。 どの活動や催し案内を紹介するコー
申し込み・問い合わせ先
ナー「みんなの広場」に掲載する記事
北海道中標津保健所健康推進課
を募集しています。
担当小林(祐)、植野まで。
スノーモービルの
皆さんの取り組んでいる活動などを
運転マナーに注意！
町民の皆さんに紹介してみませんか？
スノーモービルで私有地に無断で侵
※広 く町民が参加できないもの、政
入した場合、地権者に多大な迷惑がか
治・宗教活動や営利目的のものなど

東日本大震災に伴う
災害廃棄物について
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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、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47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
定員になり締め切りました。
料
金 1,000円
実施期間 平成24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」が必要になります。
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(１月分)
 成24年１月10日～31日
平
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 12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

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
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きまりを守り明るいまちにしましょう（町民憲章より）
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（自動払込）
をご利用ください。詳しくは納税課納
税係まで。
○コンビニで納める場合の注意事項
納期から１ヶ月を経過するとコンビ
ニで納めることができません。その場
合は郵便局か金融機関等で納めてくだ
さい。
＜12月の休日・夜間相談窓口＞
夜間相談日
12月16日㈮

18時～20時

休日相談日
12月25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・休日に相談窓口を開
設しますのでご利用ください。

公的年金を受給されている方へ
～平成23年分の確定申告について～
公的年金の収入金額の合計額が400
万円以下の方で、公的年金等に係る雑
所得以外の所得金額が20万円以下で
ある方は、所得税の確定申告をする必
要がなくなりました。
（※所得税の還
付を受ける場合は、確定申告書の提出
が必要になります。）
また、公的年金等に係る雑所得以外
の所得があり、その所得金額が20万
円以下で所得税の確定申告が必要ない
場合でも、町道民税の申告は必要にな
りますので、ご注意ください。
詳しくは、確定申告については、根
室税務署 0153-23-3261、町道民
税については、税務課住民税係まで。

一

般

新築町営住宅入居者募集
募集団地
・旭ふれあい団地（２階建）
東11条南１丁目
３ＬＤＫ（２階）５戸
※３人以上の世帯
概算家賃26,100円～51,200円
他駐車場使用料、共益費
申込期間 12月６日㈫～14日㈬
受付場所 管理課住宅係
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。

入居時期 平成24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。
※12月16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、管理課住宅係まで。

年末年始における
町立中標津病院の診療日
平成23年12月30日㈮

平常診療

平成23年12月31日㈯

休

診

平成24年１月１日㈰

休

診

平成24年１月２日㈪

休

診

平成24年１月３日㈫

休

診

平成24年１月４日㈬

休

診

平成24年１月５日㈭

休

診

平成24年１月６日㈮

平常診療

※救急外来診療について、24時間体制
で対応します。
問い合わせは、町立中標津病院管理
課 72-8200まで。

ごみ収集のお知らせ
12月23日㈮は祝日ですが、通常ど
おりごみの収集と最終処分場での受け
入れを行います。
詳しくは、生活課環境衛生係まで。

消防署からのお願い
冬季に入り今年も雪の降る季節と
なってきました。消防署では、積雪時
に消火栓や防火水槽の除雪作業を行っ
ています。これらの消防水利は、火災
時に早急に必要とする水源ですので、
付近に雪寄せや盛り上げ、駐車等は行
なわないようご協力をお願いします。
なお、これらの施設は道路わきや歩
道上等に設置されており、標識が目印
になっていますのでご理解願います。
また、日頃より住宅近くの消防水利
の除排雪を行っていただいている町民
の方々に心から感謝申し上げます。大
雪の際には、除雪作業が遅れる場合も
ありますので、今期も皆さんのご協力
をお願いします。
詳しくは、中標津消防署警防課警防
係 72-2181まで。

経済センサス－活動調査
コールセンターの設置について
総務省と経済産業省では、平成24

宝くじの助成金で「太鼓」を整備しました
この助成事業は、財団法人自治総合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
業収入を財源に、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。
このたび、東中町内会では助成金を受けて５台の太鼓が整備されました。

これにより、中標津神社例大祭や地域のイベントで太鼓演奏を行う機会が生まれ、
地域コミュニティの一層の発展に寄与されることが期待されています。

担当：経済振興課

地域振興係

第３回 くうこうの森クリスマス会の開催について
道東の玄関口である中標津空港に、空港利用者と地域住民の方々に気軽に訪れてもらい、空港を身近に感じてい
ただくことを目的に『くうこうの森クリスマス会』を開催します。

日

時

開催場所

12月18日㈰

主催：根室中標津空港ビル株式会社
後援：中標津町
中標津空港利用促進期成会

11時30分～16時

中標津空港

主なイベント内容

○ロビーコンサート
第１部 14時30分～15時
中標津高校合唱部
第２部 15時10分～15時40分 女声コール
木の建物でしか味わえない素敵な歌声が響きわたります。
○記念撮影会
ＡＮＡの制服と、かわいいサンタやトナカイの帽子を用意して撮影会を
行います。
希望により缶バッチ・ポストカードを作成します（有料）。
○物販店
テレビや雑誌で話題の「マダムブリュレ」
、「知床地鶏丼」の他、管内の
サークル等による物販を行います。
○キッズコーナー
中標津町シルバー人材センター「遊びの交流館」の、木のからくりおも
ちゃの展示等を行います。
※イベント内容は、
天候状況や緊急事態発生等によって、一部変更・中止となる場合があります。

平成23年

12

問い合わせは、根室中標津空港ビル㈱

総務課

７３－５６０１まで。
10月31日現在住民登録人口
町の人口
男
女
世 帯 数

VOL.588

※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。

24,174（＋
11,815（－
12,359（＋
10,727（±
（

誕生 15人

死亡 14人

転入 64人

1）
1）
2）
0）

）内は前月比

転出 64人

